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講演を拝聴して

川瀬 知哉

「 」 「 」

　さる4月9日に開かれた例会では、岐阜新聞岐阜放送西濃
支社長であられる松波悦雄先生をお招きし、新聞という媒
体の取材・制作を通じてついて得たさまざまな見解を語っ
ていただきました。

～講演を聞いて～

近年のマスメディアの動向について語る松波先生

4月の新年度にちなんだ挨拶をする渡部会長
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～4月例会を開催～
マスメディアの現場からマスメディアの現場から
地域社会をのぞく地域社会をのぞく
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「新聞社をのぞき見る」
岐阜新聞　岐阜放送　西濃支社
支社長　松波 悦雄先生
平成20年4月9日（水）
大垣フォーラムホテル
31名
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　今回の松波先生の講演を
拝聴し、私が印象に残った
点を挙げると、「のぞくと
いう事はいやらしくない」「業
務提携→12段へ」「読みや
すくする紙面」「事実を書
くだけの報道はいらない」「事
件の裏側を報道するマスメ
ディア」「風俗のみだれ」「大
垣の「水都」だけで良い？」「知識はなくとも
新聞記者であれる」「知らぬとは言えず、調べ
ておくと言う」「伊吹山の西側斜面が削られた」
「風向きが変わり、鈴鹿山系へ風が・・・」「匂
いを嗅ぎ分ける」「居心地は？」「地域の改革
者は転勤者や嫁」「連携」「待つだけでは変わ
らない」「心が変われば態度が変わる」「何が
幸せなのか？」「親の後姿を見て育つ環境・・・
今は少ない」「生活・姿勢・見直す」等です。
　松波先生、本日は貴重な講演ありがとうござ
いました。

　記者はあまりモノを知らないが、
取材を通して様々な事を学び、
理解・解決し、それが記事とな
り読む人々に伝わって行くと松
波先生は言われました。私たち
もまた、記事を通して、様々な
事を感じ、考えて行くことが大
切ではないかと思います。松波
先生が大垣の発展をキーワード
に商店街の活性化について、行政に頼るばかりでは
なく我々一人一人が考え、チャンネルを変え連携し
発展させていかなければならない、その地域を変え
るには大垣以外から来た人と議論しエネルギーに変
えていく必要があると言われました。私も同感です。
例えば大垣を水都と言い続けて良いものだろうか？
との問いかけには考えさせられる部分があるなと思
いました。その是非はともかくとして、その発想は
大垣に住む私には言われなければ無かった事である
と思います。このように、日々の新聞を通してその
問いかけを感じ、考える力を養っていきたいと思い
ます。



小川 杯ゴルフコンペ開催 親睦委員会

～スポーツを通じて会員相互の交流を～
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　さる4月2日、養老カントリークラブにおいて「小川杯ゴルフコンペ」を開催しました。当日は天候にも恵まれ、参加
者は青空の下で白球と戯れながらプレーを楽しみました。プレー終了後に行われた表彰式では互いの健闘を讃え合いな
がら会員相互の交流を深めました。

平成20年4月2日（水）
養老カントリークラブ
27名

…
…
…

◎と　き
◎ところ
◎参加者

昨年の土屋杯に続き、高橋克弥特別会員が優勝 2位（片野弘幸会員） 3位（山口道男特別会員）

会長賞　9位
（岡田真二会員）

5位
（土屋光晴会員）

チーム賞
（アウト3組目）

山口特別会員によるあいさつ。含蓄
のある言葉をいただきました。

　さる4月9日の例会終了後、場所を「三
六」に移して講師を囲む会が開催され
ました。講演を務めた松波先生の他、
岐阜新聞社の国本さんも参加され、楽
しいお酒を囲みながら、会員と名刺交
換を行うなど、交流を深めました。

講師を囲む会

4月9日（水）
三六
22名

……
……
……

◎とき
◎ところ
◎出席者



OJB42th 42th travel guidetravel guide

特集特集

今年の研修旅行は今年の研修旅行は
皆さんの期待に必ずこたえます！

いよいよ目前に迫ったOJB研修旅行！
その全貌を渉外活動委員会がご紹介いたします。

こんな企画はめったにございません。会員の皆様、ぜひぜひご検討下さい。
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　次に紹介させていただく特別企画はこちら。
みなさんの旅の疲れを癒していただくために、嬉野温泉をご用
意しました。この温泉はですね、普通の温泉とは違いまして、
日本三大美肌の湯なんですよ。私、この美肌の湯が気になりま
して、さっそく現地に行ってきました。この温泉がまた凄いん
ですよ、温泉に入ったらですよ、非常に肌がつるつるになりま
して、保温・保湿の効果でお肌にやさしいんですね。これは、
是非とも入浴していただきたい。そして、10年前の若さを取り
戻して下さい。わたくし、皆さんの期待にお応えしたく、色々
交渉してきました。ジャパネットおおはし限定“嬉野温泉にて、
一部屋に1枚、貸し切り風呂のチケット”をおつけしまします。
さらに、まだまだこれだけではございません。実はですね、今
回特別に、夜の宴会では芸子さんをご用意しました。お座敷遊
びを満喫してください。どうですか、皆さん！初日からこれだ
けのボリューム！！是非ご検討下さい。

　二日目にご用意させていただいた特別企画も盛りだくさん。
超目玉企画を、みっつまとめてどどどんとご紹介させていただ
きます。みなさん、心のご準備はよろしいですか？今回のメイ
ンイベントであります、ジャパネットたかたへの訪問です。なん
と、なんとですよ！あの高田社長のテレビ生放送の現場におじ
ゃまをして、見学、そして記念撮影まで出来るんですよ。そして
生放送だから何が起きるかわかりませんよ。突然の出演依頼が
あるかもしれませんから、くれぐれも嬉野温泉での飲みすぎに
はご注意ください。女性会員はお化粧も念入りにお願いします。
そして、さらに・さらにですよ、あの高田社長の講演が聴講出
来るかも…？私、ジャパネットおおはし、先日、高田社長に会
ってきました。

「北の街から♪南の街まで……♪」　

　はい！みなさんこんばんは。ジャパネットおおはしです。まず最
初にご紹介させていただく特別企画はこちら。有田ポーセリングパ
ークです。ここで見ていただきたいのは、ツヴィンガー宮殿。この
宮殿が実にでかい。なんと、なんとですよ、全長が100ｍ以上です
よ。みなさん、見たことありますか!?これは本当に凄いですよ！空
いた口がふさがらない。そして、先へと歩いていくと、登り窯があ

ります。この登り窯が今まで見た
事もない大きさ、形、ぜひ見て頂
きたいですね！さらに、さらにで
すよ～、有田焼工房にて、皆さん
に世界に1つだけの作品を作って
いただきます。ぜひ、楽しんでい
ただきたいですね～。そしてですよ、
今回は特別に作った作品を、焼き
あがり次第即配達！さらに私、み
なさんの期待におこたえします。
なんと送料は一切かかりません。
いかがですか、皆さん！その他に

酒蔵もありまして、ここでは是非、試飲コーナーへ寄っていただき、
旨い焼酎を飲んで頂きたいですね。私のお勧めはですね、この店で
しか販売していない限定もの、何だと思います？実はですね、焼
酎なんですよ。焼酎と言ってもただの焼酎ではございません。普通
の焼酎はアルコール度数は大体25度なんですね、しかしですよ、今
回のお勧めは一味も二味も違いまして、何とですよ、アルコール度
数が、45度、45度ですよ。皆さん、飲まれたことありますか？この
お酒が実にあっさりフルーティーな味わいで実に旨い。これは是非、
自分へのおみやげにお勧めですね！　

高田社長は、非常に出
会いを大切にされる方
なんですよ。もう体中
からオーラがにじみ出
てましたね。ちなみに、
私は汗がにじみ出てま
した。まあ、そんな間
柄ですので、自然と意
気投合しまして、皆さ
んより先にラジオ生放
送に出演してきました。
是非、この緊張感を、
体験して頂きたいです
ね。いかがですか！

　そしてここで終わらないのが42年度のOJB研修旅行ですよ！場
所を長崎市内に移しまして料亭花月におじゃまします。この料
亭がまた凄いんですよ。なんとですよ、あの坂本龍馬が襲撃さ
れた時に付いた傷が、今もそのままの状態で残っているんですよ、
そしてですよ、その部屋をジャパネットおおはしが交渉して押さ

えてきました。その部屋でですね、
お昼の食事をご用意いたしました。
さらにですよ、庭園の見学・資料
館の見学までご用意いたしました。
いかがですか皆さん！そして、昼
食後にはですね、大浦天主堂・グ
ラバー園などを自由散策していた
だきます。大浦天主堂の前の坂を
ですね、下りていくとステンドグ

ラスのお店がありまして、是非、奥様・お子様のお土産にいか
がですか？さらに、その坂を下っていただくと、薔薇のアイス
クリームにであいます。このアイスがまた旨い。是非ご賞味く
ださい。

　三日目にご用意させていただ
いた特別企画はあの中華街「桃
花園」での昼食です。長崎と言
えばなんですか？そうですよね、
長崎ちゃんぽんですよね。わた
くし、みなさんの期待におこた
えします。今回は特別に長崎ち
ゃんぽん又は皿うどんをご用意
しました。この皿うどんのパリ
パリ感が、ビールとめちゃめち
ゃあいまして是非みなさんにご
賞味していただきたい一品です。さらにその後、出島・眼鏡橋
を見学して頂きます。長くて短い2泊3日の旅行もあっという間
に終わりとなります。後ろ髪を引かれながら、長崎をあとにし、
一路大垣へと帰ります。
　さあ～、盛りだくさんな商品をご紹介させていただきました。
いかがでしたか、この企画！
　是非・是非ご参加をお待ちしております！わたくし、皆さん
の期待に必ずおこたえします。以上、ジャパネットおおはしで
した。　
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Information

4 月 ド ネ ー シ ョ ン
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●大橋 博己 会員
　4月5日、長男「拓真」が保育園に入園しました。

●広報委員会（加納浩二・栗田英優・高木光司）　会員　
　本日の担当例会が無事に終了しました。ありがとうございました。

●親睦委員会（佐竹紀皇・説田洋機）　会員　
　「小川杯」大盛況に終える事ができました。ありがとうございました。

●三輪俊明　副会長
　第1回パナソニックヒルクライムIN伊吹山ドライブウェイに参加し、
なんとか完走しました。タイムは、１時間20分22秒でした。

●秋田卓也　会員
　遅くなりましたが、2月に行われました「家族親睦ボウリング大会」にて
息子が優勝しました。また、「小川杯」にて、見事に馬券が的中しました。あ
りがとうございました。

●土屋光晴　会員　
　「小川杯」にて、飛び賞をいただきました。ありがとうございます。昨日、
息子が無事に高校へ入学する事ができました。

●片野弘幸　会員
　「小川杯」にて、準優勝することができました。
やっぱり、ゴルフは道具ですよ！！

●浅野信哉　会員
　「小川杯」で馬券が当りました。ありがとうございます。

●川瀬 泰弘 会員
　オレイユ4月号に「いちごどら」が掲載されました。大垣市政90周年
事業「おいしい大垣ぶらりウォーク」に参画。通行手形販売中です。

●高橋克弥　特別会員
　小川杯にて優勝することができました。ありがとうございます。

●渡部 弘幸 会長
　岐阜新聞さんに「ものづくりの現場」として、企業紹介していただきま
した。４月例会、無事終了しました。

●岡田 真二 会員
　4月2日に行われました「小川杯」におきまして、会長賞（旅行キャリーバ
ック）・二アピン・スコアが54・54で、ゴシゴシ賞をいただきました。これ
で、OJB研修旅行はばっちしです!!

●松本正平　会員
　「商工ニュース」の4月号の中の、「頑張ってます！」のコーナーで弊社
が紹介されました。
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0 J B 会員の横顔

手軽にいい音質の音楽を聞く？
諸田 芳和

イカ釣り
加納 浩二

“最近ハマっているもの”“気になる出来事”などなど
会員の『興味津々』を紹介してきます。

　2年ほど前に、
友人から誘われて
アオリイカを釣り
にいった。エギと
いう疑似餌を使っ
た釣りで誰でも簡
単に釣れるという
話だったのでそれ
ならと思い、連れ
て行ってもらった。
　しかし、道具を
全部、借りて釣りをしたがまったくの坊主だった。「自
分の道具を買ってやれば違う」と言う友人に勧められる
まま、釣竿、リール等の道具を買って、懲りずにまた釣
りに行った。結果は何とか1杯、釣ることが出来た。それ
からはすっかりイカ釣りにハマってしまった。
　そろそろ、春のイカ釣りシーズンらしいので、また釣
りに行かなくては……！

　皆さん音楽を聴いてみ
えますか？私は仕事柄車
に乗る事が多くモーター
ショーに出店するカスタ
ムカーに触れられる機会
も多いのですが、信じら
れない予算をかけたもの
ばかりです。残念ながら
自分の車に高額な予算は
かけられません。ですが、

ある方と出会いノウハウを伝授して頂き今のカーオーディオ
システム(純正）のままで、車内空間が低予算でホームオー
ディオの様な音になりました。びっくりです！！その方曰
くコンピューターの性能を上げるのに電子の処理速度を上
げる回路を追加しますね。じゃぁ～音質も電子の処理速度
を上げればどんどん生音（原音）に近づくとのこと。確か
に車の中で今までに体験した事の無い音が鳴り出しました。
 今では自然と音量が上げ気味になります。県外などの遠方
の納品時にはCD/DVDを聴くのが貴重なリラックスタイムに
なっています。持っていたCDが今までとは全く次元の違う音
質で聴こえて来る何て改めて得した気分です。まさか、この
歳になって音楽にハマルとは思いませんでした。

委 員 会 活 動

●5月講師を囲む会
とき……5月9日(金)　21:00～22:45
ところ…フォーラムホテル　大日の間　　　
会費……3,000円

●岐阜経済大学懇親会
とき……5月22日(木)　19:00～21:00
　　　　（送迎バス）東外側駐車場集合　18:30出発
ところ…寿司会席たつみ　大垣市室村町1-125
　　　　TEL：0584-78-9424
会費……5,000円

●岐阜経済大学懇親会2次会
とき……5月22日(木)　21:30～23:30
ところ…ちゃめっけランド　大垣市高砂町2-31
　　　　TEL:0584-74-930
会費……3,500円


