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２０１２年度事業報告 
（２０１２年４月１日から２０１３年３月３１日まで） 

公益社団法人 日本記者クラブ 

■概観 １１党首討論会など１８８回の会見を実施 

日本記者クラブは２０１１年４月１日に社団法人から公益社団法人に移行した。２

年目となった２０１２年度は合計１８８回の記者会見・研究会を開催した。東日本大震災

と福島第一原子力発電所の事故をうけて２０１回の記者会見・研究会を行った２０１１

年度と並び、過去の平均的な回数を上回る多彩な活動を展開した年度になった。 

とりわけ、衆議院選挙公示日の４日前となる１１月３０日に開催した党首討論会は、

１１党の党首が一堂に会する超大型会見となった。国政選挙時の党首討論会のゲスト

としてクラブ史上、最多だった。特設ステージを設置し、新たな緞帳を製作するな

ど初めてとなる準備に取り組み、討論会の内容は各メディアが詳しく報道した。ま

た、民主党代表選・自民党総裁選の立候補者による討論会も内外の注目を集めた。

初めての事業として、「３．１１大震災」関連の記者会見・研究会の全文を収録した冊

子を作成し、無料で会員に配布するとともに全国の図書館に寄贈し好評を得た。 

新たなシリーズ企画を含むプレス会見に試写会、見学会、一般行事のほか、海外

取材団、記者研修会などをあわせたクラブ主催会合・行事の総回数は２２０回、参加

者累計１万５６４２人だった。 

■公益社団法人の目的と３つの公益事業 

日本記者クラブは、定款第３条で公益社団法人としての目的を以下のように定め

ている。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
この法人は、内外の重要ニュースソースとの接触を多角化し、報道機関相互の交流

を緊密化することにより、その活動の促進と社会的機能の向上、発展をはかり、ジャ
ーナリズムの職業倫理向上および表現の自由の擁護につとめ、民主主義の発展に寄与
する。この法人の事業が会員のジャーナリズム活動や報道を通し、広く国民が共有す
る情報となることにより、国民の知る権利、国民生活の向上安定、および国際相互理
解の促進に資することを目的とする。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この目的を達成するために実施する公益社団法人としての「公益目的事業」は次の

３分野にまとめられる。 

①内外の要人を招き、記者会見などを開催し、国民の知る権利に資する。 
②すぐれた業績をあげたジャーナリストに日本記者クラブ賞、同特別賞を贈る。 
③日本記者クラブ会報を発行し、インターネットを通じて良質な時事情報を開示し、

重要な会見を全文保存し公開する。 

以下に、２０１２年度のおもな事業活動と運営を報告する。 
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Ⅰ.公益目的事業① 記者会見 ――――――――――――――――― 

≪プレス会見は１８８回 内外とも多様なゲストを招く≫ 

東日本大震災と東電福島第一原発事故は、国会事故調や政府事故調のそれぞれの

委員長の記者会見や関連の研究会を数多く開催するなど、前年度に引き続き主要テ

ーマであった。また、外国人ゲストによる記者会見は５１回と記者会見（８６回）の６

割を占めた。さらに、文化、スポーツ関係のゲストにも幅を広げ、クラブで初めて、

文楽の公演つきの会見を行った。会見の主催は日本記者クラブの基幹となる公益目

的事業である。今後もクラブ会員と国民の関心に応えて幅広い話題を取り上げ、会

見を充実させていきたい。 

日本記者クラブが２０１２年度に主催した行事・会合は、昼食会１６回、記者会見８６

回、研究会・懇親会８２回、討論会・共同会見（衆院選党首、民主党代表選候補者、

自民党総裁選候補者、都知事選候補者）４回、試写会・上映会２１回、見学会、記者

研修会、海外取材団、さらに総会記念講演、クラブ賞受賞者記念講演といった一般

行事など多岐にわたる。昼食会、記者会見、研究会・懇談会、討論会は会合の呼称

は異なるが、いずれもオンザレコードの取材・報道対象であるプレス会見であり、

計１８８回に達した。２０１１年度は東日本大震災関連の会合が多く２０１回と最多だった

が、２０１２度はそれに次ぐ回数となった。諸行事・会合の一覧は別表を参照。 

≪「領土問題」「サイバーセキュリティー」など新研究会を開く≫ 

尖閣諸島や竹島の帰属が日中、日韓関係の外交問題に発展する中、作家、元外務

官僚、大学教授、中国人研究者を講師として招き、「領土問題」研究会を１０月から 

１２月まで５回行った。警察の誤認逮捕や政府機関やメディアへのサイバー攻撃など

で、サイバーセキュリティーへの関心が急速に高まったため、研究会を１月から始

めた。シリーズ企画「３．１１大震災」は２年目に入り、復旧・復興や日本のエネル

ギー政策を主なテーマに当事者や研究者を招き、２２回行った。１２年１月にスター

トした「権力移行期の世界」は、４月以降のフランス、エジプト、米国、中国、韓

国の政治指導者が大統領選などで選ばれる前後に、大学教授ら専門家を招き１０回行

った。 

≪内外の重要なゲスト≫ 

訪日した外国指導者がメッセージを発信する記者会見の開催は、クラブの創設時

からの使命であり続けた。２０１２年度は以下の大統領３人、首相３人の記者会見を

行った。ルゴ・パラグアイ大統領、カルザイ・アフガニスタン大統領、サーリーフ・

リベリア大統領、ズン・ベトナム首相、サチ・コソボ首相、カタイネン・フィンラ

ンド首相。また、国連や国連機関からは以下のようなトップの会見を行った。潘基

文・国連事務総長、エリアソン・国連副事務総長、カズン・ＷＦＰ事務局長、オシ

ョティメイン・国連人口基金事務局長、バチェレ・ＵＮウィメン事務局長、グテレ

ス・国連難民高等弁務官。カー豪外相やクルシード・インド外相を含め、８人の外

相会見も行った。 
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国内では野田政権から、枝野幸男・経産相や前原誠司・国家戦略・経済財政担当

相など、安倍政権から、茂木敏充・経産相を招いた。また、片桐裕・警察庁長官、

田中明彦・ＪＩＣＡ理事長、小津博司・検事総長、藤崎一郎・前駐米大使、丹羽宇

一郎・前中国大使、白川方明・日本銀行総裁や斉藤惇・日本取引所グループＣＥＯ

なども会見した。 

福島原発事故関連では、国会事故調の黒川清委員長と、政府事故調の畑村洋太郎

委員長を、それぞれの報告書が発表された直後に招いた。１２年１月に帰村宣言をし

た福島県川内村の遠藤雄幸・村長や、震災時に民主党の災害対策本部長を務めた福

島県出身の増子輝彦・民主党副代表（参院議員）から震災２年後の復旧・復興の現

状について話を聞いた。菅直人・元首相にも福島原発事故当時の政府の対応につい

て話をしてもらった。海外からは国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の天野之弥・事務局

長を来日の際、招いた。 

≪スポーツ、文化界からも多様なゲスト≫ 

スポーツ界からは、元阪神タイガースの金本知憲選手、福田富昭・日本レスリン

グ協会会長と吉田沙保里選手、なでしこジャパンの佐々木則夫・サッカー日本女子

代表監督を招いた。福田日本レスリング協会会長と吉田選手の会見は、オリンピッ

クからのレスリング競技除外問題について注目される中で行われたため、全国紙、

スポーツ紙、テレビでも広く報じられた。 

文化面では、大阪市の文楽協会への補助金見直し問題を踏まえ、クラブ初の文楽

の公演つき会見を行った。人形遣いの桐竹勘十郎氏が協力してくれた。また、歌舞

伎座の新開場を前に、中村吉右衛門・日本俳優協会専務理事と松竹の迫本淳一・社

長、安孫子正・専務を招いた。この会見は新開場の直前に、俳優と松竹の両サイド

がそろう機会であり、各紙・各局ともニュースとして取り上げた。 

話題の著作や小説の著者を招き、執筆の動機や狙いを聞き質問に答えてもらう

「著者と語る」シリーズも幅を広げた。オランダの建築家、レム・コールハースさ

ん、ハーバード大学教授、マイケル・サンデルさん、中国の作家、陳冠中さんら外

国からのゲストへの関心が高かった。作家では『東京プリズン』の赤坂真理さん、

『６４（ロクヨン）』の横山秀夫さん、芥川賞を受賞した『ａｂさんご』の黒田夏

子さんが、奥の深いことばで自作を語った。 

≪衆院選 １１党党首討論会≫ 

クラブ主催の衆院選党首討論会は今回で１２回目になったが、過去最多の１１党党

首を迎えて行った。１１月１４日、野田佳彦首相の国会での解散宣言を受け、総選挙

が１２月１６日に開催されることになった。企画委員会では、党首討論会の対応につ

いて事前に、①開催日はこれまで通り、公示日前日とする②招く党首の対象を公職

選挙法の政党要件（国会議員５人以上もしくは直近の国会選挙で得票率２％以上）

を満たす政党にする――ことを決め、各党と折衝を進めた。①については、野田首

相の公務のため、公示日前日ではなく、４日前の１１月３０日に変更となった。②に

ついては、離合集散や多党乱立が繰り返され、対象の１１党が一堂に会することが確

定したのは、開催日前日だった。史上最多となる１１人の党首が登壇できるよう、メ
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ーンステージの向きを変え、そのための特設ステージやカメラステージ、緞帳をつ

くり、対応した。この設営によりカメラスペースもこれまでより広くとることがで

き、過去最多のテレビカメラ２９台、スチルカメラ２１台を設置することが可能にな

った。 

日時：１１月３０日（金） １３：０５～１５：３５ 

進行：これまで通り、第１部を「党首の主張」、第２部を「企画委員による代表質

問」の形式で行った。党首の主張の際、フリップに書いてもらった有権者へ

のメッセージを発言時に掲げてもらうなど、内容がわかりやすくなるよう工

夫をした。 

新聞・放送の報道：新聞は１２月１日付朝刊で１面や特別ページなど多くの紙面を

割き、詳報した。放送はＮＨＫが地上波で終了まで生中継し、民放は代表取材の映

像などを用い、同日のニュース番組などで取り上げた。ＣＳ放送とネット中継でも

伝えられた。参加記者は３０３人。ホームページに動画をアップし、会見詳録を掲載

した。 

参加党首は以下の通り。 

野田佳彦・民主党代表、安倍晋三・自由民主党総裁、嘉田由紀子・日本未来の党

代表、山口那津男・公明党代表、石原慎太郎・日本維新の会代表、志位和夫・日本

共産党委員長、渡辺喜美・みんなの党代表、福島瑞穂・社会民主党党首、鈴木宗男・

新党大地・真民主代表、自見庄三郎・国民新党代表、舛添要一・新党改革代表 

≪民主党代表選 討論会≫ 

野田佳彦代表の任期満了に伴い、民主党代表選に立候補した４人の候補による討

論会を開催した。これで民主党は４年連続の代表選討論会の開催となった。２０１１

年度は、立候補者確定後、党本部で行っていた共同会見をクラブの開催形式に合わ

せ「共同会見」として実施したが、１２年度は以前のように「討論会」の名称に戻し

た。野田佳彦、赤松広隆、原口一博、鹿野道彦（届け出順）の４候補が出席した。

第１部は各候補の基本的な主張の後、「消費税と一体改革」「最も重視する政策課題」

の２つのテーマについて候補者同士の質問と答弁を行った。第２部は４人の企画委

員が代表質問団を構成し各候補に問いただした。 

日時：９月１２日（水） １３：０５～１５：００ 

新聞・放送の報道：新聞は９月１３日付朝刊で詳しく報じた。放送はＮＨＫが地上

波で終了まで生中継し、民放は代表取材の映像などを使い、同日や翌日のニュース

番組で紹介した。ＣＳ放送とネット中継でも伝えられた。２７３人が参加。ホームペ

ージに動画をアップし、会見詳録を掲載した。 

≪自民党総裁選 討論会≫ 
谷垣禎一総裁の任期満了に伴い、自民党総裁選の立候補者による討論会を開催し

た。クラブで行うのは前回の総裁選から３年ぶり。今回は民主党代表選３日後とな

った。安倍晋三、石破茂、町村信孝、石原伸晃、林芳正（届け出順）の５候補が出
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席した。第１部は各候補の基本的な主張の後、「政権公約の柱」「最も重視する政策

課題」の２つのテーマについて候補者同士の質問と答弁を行った。第２部は４人の

企画委員が代表質問団を構成し各候補に問いただした。 

日時：９月１５日（土） １３：０５～１５：００ 

新聞・放送の報道：新聞は９月１６日付朝刊で詳しく報じた。放送はＮＨＫが生中

継し、民放は代表取材の映像などを使い、同日や翌日のニュース番組で紹介した。

ＣＳ放送とネット中継でも伝えられた。２４３人が参加。ホームページに動画をア

ップし、会見詳録を掲載した。 

≪東京都知事選 共同記者会見≫ 
東京の顔を選ぶ都知事選について、クラブでは過去４回は候補者を１人ずつ招き、

個別の記者会見を行ってきた。今回は新機軸として、主要な候補４人を同時に招き、

共同会見を主催した。候補者が立候補にあたっての主張を述べた後、１人の企画委

員が代表質問役を務め、その後、会場からの質問を受ける形式で行った。 

日時：１１月２８日（水） １４：００～１５：３０ 

参加者：猪瀬直樹、宇都宮健児、笹川尭、松沢成文（５０音順）の４立候補予定者。 

新聞・放送の報道：４人の候補の石原都政の継承や東京五輪招致に対する考え方

を中心に報道された。１２７人が参加。クラブホームページに動画をアップした。 

≪記者研修会は２年続けて大震災が中心テーマ≫ 
全国から若手・中堅記者が日本記者クラブに集まり、ジャーナリズムのあり方を

考える記者研修会を１９９８年から毎年開いている。第１５回記者研修会となる２０１２年

度は８月３０日、３１日の２日間にわたり行った。昨年度に続き東日本大震災を主要

テーマとした。特に福島原発事故を取り上げ、福島県の２紙（福島民報、福島民友）

と福島中央テレビの３社からみた取材・報道の問題点をパネルディスカッション形

式で報告してもらった。震災報道については、震災ルポを著書としてまとめた２人

のベテラン記者から「現場からみえてくるもの」と題して話をきいた。このほかに

ソーシャルメディアの取材や報道への活用問題について、新聞、放送の担当者から

報告してもらい、３年を迎えた裁判員制度の現状と課題について、制度に詳しい弁

護士から話を聞いた。過去最高の参加者数だった前年度に続き、全国から多数の記

者が集まった。前年度から非会員の参加も受けいれており、６８社９９人（うち会員

社 新聞・通信３８社６０人 放送１６社２３人 ／非会員社 新聞５社７人 放送９社

９人）の参加を得た。日ごろ接する機会が少ない全国各地の記者仲間と取材体験を

話し合う場ともなった。 

≪２６人が参加した海外取材団をフィンランドとデンマークへ派遣≫ 
海外取材団は２０００年度からスタートし、これまでアセアン諸国を中心に送り出

してきた。前年度のハワイに続き、今年度もアジアではなく、北欧のフィンランド

とデンマークを選んだ。両国のエネルギー事情取材が目的で、フィンランドでは原発
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と高レベル放射性廃棄物の処分場、デンマークでは風力発電を中心とした再生可能

エネルギーの取材を中心に行った。過去最多の２６人が参加した。全国紙だけでなく、

原発立地県などを中心に地方紙が１２社１４人、地方局が３社３人と、地方メディア

が６割を占めた。特に関心が高かったのは、フィンランドで建設中のオンカロと呼

ばれる放射性廃棄物処理場と、風力発電の利用でエネルギー自給率１００％を超える

デンマーク南部のロラン島だった。参加した記者は、長期連載企画や大型記事、社

説などで取り上げ、テレビもニュース番組で現地リポートとして放送した。記事数

は過去の取材団をはるかに上回り、エネルギー問題に対する読者の関心を反映した

取材団派遣となった。 

訪問期間：１月１３日～２１日 

おもな取材日程は次の通り。 
フィンランド： 

１月１４日 エウラオキ町（オルキルオト原発とオンカロ受け入れ自治体）首長会

見、オルキオト原子力発電所３号機工事現場、オンカロ訪問。オンカ

ロ運営会社社長などの会見 
 同１５日 製紙会社ＵＰＭを訪問し、バイオマス発電の関連施設を見学。バイオ

マスを利用した発電施設をもつ有機農場訪問 
 同１６日 バパーブオリ雇用経済相およびニーニスト環境相の会見。フィンラン

ド版原子力規制委員会の放射線・原子力安全センター（ＳＴＵＫ）を

訪問し、バルヨランタ所長の会見 
デンマーク： 

 同１７日 マッセン監督（オンカロをテーマにしたドキュメンタリー「１００，

０００年後の安全」製作）の会見、デンマーク最大の電力会社・ドン

ク・エナージー風力発電部門担当者のブリーフ、リデゴー・気候エネ

ルギー建設相会見 
 同１８日 コペンハーゲン沖のミデルグルン洋上風力発電パーク取材（船上から） 

ロラン島の風力発電個人風車所有者のインタビュー、藻の培養実験所、

波力と風力のハイブリッド発電装置の見学  
 同１９日 北欧最大の藻の研究所、世界発の風力発電メンテナンス技術者養成学

校訪問 ヴェスタゴー・ロラン市長およびクリステンセン市議の会見 

≪大震災関連会見を収録した冊子を初めて発行≫ 

「３．１１大震災」のシリーズ会見と増田寛也元総務相・前岩手県知事の日本記者

クラブ総会記念講演をあわせ２１回分の会見記録を無料の冊子にまとめ、８月に刊行

した。公益事業の一環として１２年度に初めて行った。３２００部を発行し、クラブ会

員のほか、都道府県・政令都市や公立図書館、大学のメディア学科などに届けた。

会見直後に文字記録にまとめ、ホームページで「会見詳録」として公開したものを、

読みやすく記録としても残せるように一冊にまとめた。２１本の中には、民間、国会、

政府事故調の報告書についての会見も含まれている。 
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≪会見詳録は４３本を追加≫ 

記者会見の中でも、文字記録版として残してほしいという要望が強いものについ

て会見の全文記録を作成し、ホームページに「会見詳録」のタイトルで公開してい

る。２０１２年度は開催した１８８の会合のうち、２割強にあたる４３件の会見詳録を新

たに公開した。 

Ⅱ.公益目的事業② 日本記者クラブ賞 ――――――――――――― 

≪４６人目のクラブ賞と初の特別賞 大震災報道を代表する３者に≫ 
日本記者クラブは、毎年、報道・評論活動などを通じて顕著な業績をあげ、ジャ

ーナリズムの信用と権威を高めたジャーナリストに日本記者クラブ賞を贈ってい

る。１９７２年に創設して以来、日本を代表するジャーナリストを顕彰している。ク

ラブ賞創設４０年を機に、より開かれた賞をめざして２０１２年度から日本記者クラ

ブ賞特別賞が新設された。特別賞は原則としてクラブ会員以外を対象とし、ジャー

ナリズムの向上と発展につながる特筆すべき業績や活動を顕彰する。いずれも、日

本のジャーナリズムの高い水準を内外に示すものであり、言論の自由を擁護し、国

民の知る権利に資する公益目的事業である。 

２０１２年度の日本記者クラブ賞は、毎日新聞記者（東京本社社会部部長委員）の

萩尾信也氏に贈った。初の日本記者クラブ賞特別賞は、福島中央テレビ報道制作局

（福島県郡山市）と石巻日日新聞（宮城県石巻市）に贈った。３者はいずれも東日

本大震災で日本のジャーナリズムを代表する報道として高く評価された。５月２８

日、社員総会後の会員懇親会で贈賞式を行い、萩尾氏には賞状とプラチナ製記念メ

ダルを、特別賞２者には賞状とクリスタル製トロフィーを贈った。 

日本記者クラブの会員から推薦を募り、２０１２年１月末の締め切りまで日本記者

クラブ賞に６候補、同特別賞に５候補が推薦された。個人Ｄ会員７人で構成する推

薦委員会が３月１日、審査し、総務委員会で構成する選考委員会（１４人）が４月９

日、推薦委員会の結果を参考に選考し、クラブ賞には萩尾信也氏が、特別賞には福

島中央テレビ報道制作局と石巻日日新聞が受賞者に最もふさわしいと理事会に答

申した。４月１９日の理事会で正式決定し、発表した。 

理事会決定後、報道機関へ発表した際、贈賞理由を下記のように説明した。 

「萩尾氏は東日本大震災直後から岩手県三陸沿岸に住み込み、被災した人々の記

録『三陸物語』を毎日新聞にひとりで２０１回連載した。被災者それぞれのあの日の

すさまじい体験。愛する家族を失った悲しみ。揺れ動く心と思い。そして生きる意

味を見出す再生への過程を、方言を生かした文章で伝えた。 

福島中央テレビは東京電力福島第一原発事故で１号機が水素爆発した瞬間をメ

ディアで唯一、撮影し速報した。映像を見て多くの住民が緊急避難した。この放送

がなければ、市民も政府も水素爆発を知らずに危険な時間がすぎてしまったかもし

れない。原発神話の崩壊を日本と世界に示した映像でありテレビ・ジャーナリズム
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の使命を果たした報道である。 

石巻日日新聞は社屋が被災し新聞発行ができない事態に陥りながらも、６日間、

手書きの壁新聞を作り避難所にニュースを届けた。日本の報道史に残る壁新聞作り

であり、極限状況の中、新聞の原点に立ち返った報道である」 

６月１５日、萩尾信也氏と福島中央テレビを代表して佐藤崇報道制作局長、石巻日

日新聞を代表して武内宏之常務取締役報道担当の３者による受賞記念講演会「『３．

１１大震災』あの時、そして今」を日本記者クラブ１０階ホールで行った。この講演

会は、萩尾氏がかつて取材した聴覚障害児たちの希望にこたえ、クラブとして初め

て手話と文字通訳付で行った。 

萩尾氏は「記者とは人の心と営みを『記す者』。震災が我々に突きつけた教訓や

問いかけを風化させないために、被災地で出会った人々の物語は語り継ぎたい」と

語った。福島中央テレビの佐藤氏は、自局の原発事故報道を検証した番組のダイジ

ェスト版を上映し、「いまだ１６万人が避難生活を送っている。家族や地域が分断さ

れた福島を地元ローカル局としてどう報じていくか。２年目の課題だ」と語った。

石巻日日新聞の武内氏は「創刊１００年の私たちが、あのとき何もしないことは自分

たちの存在を否定することだった。津波で多くのものを失ったが、多くのものも得

た。得たもので前を見られるように、新聞を発行し続けていきたい」と語った。ク

ラブ会員だけでなく一般の方も参加した。 

Ⅲ.公益目的事業③ 日本記者クラブ会報とインターネットによる情報開示 

≪特別企画、紙面刷新続く クラブ会報の発行≫ 
日本記者クラブ会報（月刊）は毎月１０日、約４０００部を発行し、無料で会員や関係

機関に届けている。ＰＤＦ化した紙面をホームページで一般公開し、だれもが無料で

読むことができる。ホームページには会見の動画や記録も掲載し、インターネット

の特性を生かし、情報発信力の強化につなげている。不特定多数の人々が日本記者

クラブの活動にアクセスでき、国民の知る権利に資する公益目的事業である。 

前年度に続き日本記者クラブ会報は紙面刷新を続け、充実を図った。 

「沖縄本土復帰から４０年」「日中国交正常化から４０年」の年であることを受け、

特別企画を計４本掲載した。座談会「特派員が語る日中４０年」では、中国特派員を

経験したＯＢ会員と現役記者が、尖閣諸島問題で揺れる日中関係や中国報道につい

て語り合った。空前の大取材団だった田中訪中に同行したＯＢ記者たちの同行秘話

も紹介した。 

また、フェイスブックやツイッターなどソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（ＳＮＳ）を活用し、ジャーナリズムの新しい可能性に挑戦する会員社の動きや今後

の課題、さらに海外メディアの最新の動きを報告する特集「ＳＮＳ戦略」も掲載した。 

年度の平均ページ数は２７ページだった。１５回目となった「記者研修会」、過去最

高２６人が参加した「北欧取材団」、史上最多１１党の党首で行われた「衆院選党首討論
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会」もページを割いて詳報した。「東日本大震災から２年」特集も組み、全国１５人の

記者が大震災を風化させないための取り組みを報告した。自民党総裁選、民主党代

表選、東京都知事選についても特報したほか、シリア内戦取材中に銃弾を受け死亡

したジャーナリスト山本美香さんの追悼ページを設けるなど、多様な取り組みを展

開した。 

クラブで行ったすべての会見を報告する「クラブゲスト」、時々のホットなテーマ

を追う一線記者の取材報告、ＯＢ会員による「書いた話・書かなかった話」、取材で

出会った人を紹介するリレーエッセーなどの連載も好評で回を重ねた。震災から２

年目に入り被災地報道が薄れていく中で、会報では毎号「被災地通信」を連載。地

域紙やＦＭ局など非会員の被災地地元メディアのリポートを積極的に取りあげた。 

２０１３年１月号から、会報の印刷会社を変更し、レイアウトの一部見直しも行った。 

≪会見動画１９５本加わる フェイスブック、ツイッターも始める ホームページ≫ 
日本記者クラブのホームページ（www.jnpc.or.jp）はリニューアル作業を継続し

た。２０１２年８月からはＳＮＳ活用をスタート。フェイスブック、ツイッターで動

画配信、会見詳録、会報、会員エッセーなどホームページの更新情報を知らせた。 

ＹｏｕＴｕｂｅに日本記者クラブ専用チャンネルを持ち、クラブ事務局が撮影した記者

会見の動画をアップする事業も続けた。２０１２年度は１９５本を新たにアップした。合

計６３１本にのぼり、会見の全容にいつでもアクセスできる重要なアーカイブとなっ

ている。会見のゲストに了解をとり、開始時から終了時まで全体をそのまま記録し

ている。会見に出席しなかった会員だけでなく、市民からの関心も高く、会見のや

りとりを直接、知ることができる動画として評価が高い。２０１２年度は衆院選党首

討論会、マイケル・サンデル・ハーバード大学教授、浜矩子同志社大学教授、アー

ニー・ガンダーセン米原子力技術者など６件の会見が１万回以上、再生された。 

尖閣諸島上陸事件以降、報道でたびたび引用された鄧小平中国副首相の「尖閣棚

上げ」発言は、１９７８年１０月２５日に行われた日本記者クラブでの会見だった。歴史

の記録として、その会見の音声データもＹｏｕＴｕｂｅにアップし、クラブ会報２０１２年

１０月号に該当の発言全文を再録した。 

また、会員の記者が報告する「会見リポート」１９４本を新たに掲載した。すでに

述べたように、会見の全文を文字記録版にした「会見詳録」は４３本を追加した。ホ

ームページだけの読みものとして北欧取材団に参加した記者たちのエッセーや、会

員のエッセー「私の取材余話」も「会員ジャーナル」に掲載した。 

Ⅳ.収益事業 ――――――――――――――――――――――――― 

≪事業収益は前年並み≫ 
日本記者クラブは施設の会員への貸室、飲食サービス業務を委託している株式会

社アラスカからの飲食売上割戻、施設利用の際、機器の会員への貸し出しの３件を
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行い、収入を得ている。これらは公益会計上、収益事業に区分し、２０１２年度は全

収入の１５．９％を占めた。 

日本記者クラブは日本プレスセンタービル９階の大会議室、小会議室、宴会場お

よび１０階ホールの施設を管理・運営している。クラブ主催の会見施設として優先的

に使い、クラブ行事がない場合、会員への貸し出しを行っている。マイク、プロジ

ェクターなどの機器も利用者に貸し出している。 

２０１２年度に会員が施設を利用して行った会合は１１２０件で、２０１１年度の１１４８件

を若干下回った。 

第５２４回理事会（１０月２９日）において、施設運営委員会から上申のあった、９階

の貸室料の改定案を承認し、２０１３年４月１日から新料金を適用することにした。 

Ⅴ.日本記者クラブの運営 ――――――――――――――――――― 

≪杉田、北村両元理事長が名誉会員に 理事会≫ 
第５１８回理事会（５月２８日）は住田良能（産経新聞）、今井環（ＮＨＫ）の両副

理事長の退任にともない、それぞれの後任である飯塚浩彦理事（産経新聞 取締役

東京編集局長）と、石田研一理事（ＮＨＫ 理事・放送総局長）の両氏を副理事長

に選定した。 

第５１９回理事会（６月２２日）は、第１２代理事長の杉田亮毅さん（１９９９年～２００

３年 日本経済新聞）と第１３代理事長の北村正任さん（２００３年～２００５年 毎日新

聞）を理事会として名誉会員に推薦することを決定した。後日、中井専務理事が両

氏を訪ね、名誉会員証を手渡した。これまでも理事会として歴代理事長を名誉会員

に推薦しており、両氏を含め５人になった。 

第５１６回理事会（４月１９日）特別賛助会員の入会を促進するため、ＮＧＯの代表

者、広報担当者に対して入会勧誘を行うこととし、勧誘の効果を高めるために法人

賛助会員、特別賛助会員の入会金を１年間免除することを決定した。 

≪減少傾向が続く会員≫ 
日本記者クラブの会員はプレス会員（法人会員、基本、個人Ａ、個人Ｂ、個人Ｃ、

個人Ｄ）と賛助会員（法人賛助、個人賛助、特別賛助）に分けられる。会員の負担

する会費はクラブの全収入の８３％を占める。特にプレス法人会員は、全収入の約半

分にあたる会費を負担する一方、社員総会を構成する。全国の報道機関がクラブの

財政と運営に責任を負う仕組みになっている。 

会員数の減少は２０１２年度も続いた。クラブの基盤であるプレス法人会員の退会

はなかったものの、個人登録されたプレス個人会員は２９人減少した。会員が減る現

実を受け止めた上で、日本記者クラブの役割を着実に果たし続ける努力がさらに必

要とされている。 
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２０１3 年３月１日現在の会員数は以下の通り。カッコ内は２０１２年４月との比較。 
【プレス会員】 
 法人会員   １２６社   (± ０社) 
 基本会員   ７３４人   (－ ３人) 
 個人Ａ会員  ３８８人   (＋ ３人) 
 個人Ｂ会員   ５３人   (－ ４人) 
 個人Ｃ会員   ９５人   (－１６人) 
 個人Ｄ会員  ８８３人   (－ ９人) 
【賛助会員】 
 法人賛助会員  ６６社   (± ０社) 
        １２８人   (－ １人) 
 個人賛助会員  ３２人   (－ ３人) 
 特別賛助会員  ９０人   (＋ ３人) 
【その他の会員】 
 名誉・功労会員 １１人   (＋ １人) 
 学生会員    ５６人   (＋１３人) 
  合計    １９２社   (± ０社) 
       ２４７０人   (－１６人) 
        (＊学生会員を除くと－２９人) 

≪アジア太平洋プレスクラブ協会へ加盟≫ 
第５２４回理事会（１０月２９日）において、香港の外国特派員クラブ、オーストラリ

アのナショナル・プレスクラブ、シンガポールのプレスクラブの３者がよびかけて

設立する、アジア太平洋プレスクラブ協会（ＡＰＰＣ）への加盟を決定した。 

１１月１０日に香港で開催された設立会議には中井専務理事が出席した。日本記者

クラブを含む７つのプレスクラブ・特派員クラブの代表が出席した。ほかに８組織

が参加を表明している。参加したのはナショナル・プレスクラブ２（オーストラリア、

日本）、特派員クラブ５（香港、上海、クアラルンプール、ソウル、台北）。参加を表明し

ているのはナショナル・プレスクラブ４（ニュージーランド、シンガポール、モンゴル、

ネパール）、特派員クラブ４（北京、ジャカルタ、シンガポール、バンコク）。 

≪好評の「賛助会員の会」を２回開催≫ 
法人賛助会員、個人賛助会員、特別賛助会員を対象にした「賛助会員の会」を開催

した。クラブ企画委員の各社のベテラン記者が関心の高い時事問題や取材・報道のあ

りかたを語り、好評の会合となっている。２０１２年度は以下のように２回開催した。 

８月３日 講師 西川孝純・共同通信特別編集委員「野田内閣と解散・総選挙の行方」 

参加者４２人 

１１月２９日 講師 坂東賢治・毎日新聞編集編成局次長「習近平の中国」 参加者３４人 

また、法人会員各社の外信部・国際部記者と特別賛助会員（主に各国大使館や国際機

関の広報担当者）の懇談会「賛助会員と記者との集い」を、昨年に引き続き１１月１３日に

開催した。立食形式で、各国の事情や国際関係について意見交換した。参加者６０人。 
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日本記者クラブ 理事・監事 ２０１３年４月１日現在 
 
理事長 吉田 慎一 朝日新聞社上席役員待遇 編集・国際担当 

副理事長 飯塚 浩彦 産経新聞社取締役東京編集局長 

副理事長 石田 研一 日本放送協会理事・放送総局長 

専務理事 中井 良則 日本記者クラブ 

理事 岸本 卓也 毎日新聞社常務執行役員、編集編成担当 

総務委員長 

理事 小田  尚 読売新聞社専務取締役論説委員長 
会員資格委員長 

理事 小孫  茂 日本経済新聞社専務取締役 
企画委員長 

理事 会田 弘継 共同通信社論説委員長 
会報委員長 

理事 西野 智彦 ＴＢＳテレビ報道局長 
施設運営委員長 

理事 谷  定文 時事通信社取締役社長室・マスメディア担当 

 山田 哲夫 中日新聞社論説担当兼東京本社論説室主幹（役
員待遇） 

 佐藤  剛 北海道新聞社東京支社長 

 山浦  修 西日本新聞社執行役員東京支社長 

 結城 公生 京都新聞社東京支社長 

 関本 道章 新潟日報社東京支社長 

 栃薮 啓太 中国新聞社執行役員東京支社長 

 前田 勝己 四国新聞社東京支社長 

 神足 博美 大分合同新聞社常務取締役 

 山田 義明 上毛新聞社常務取締役東京支社長 

 鳥居 元吉 日本新聞協会専務理事 

 梅田 光男 日本プレスセンター専務取締役 

 粕谷 賢之 日本テレビ放送網報道局長 

 箕輪 幸人 フジテレビジョン取締役報道局長 

 北澤 晴樹 テレビ朝日専務取締役 

 藤延 直道 テレビ東京参与 

 寺村 明之 関西テレビ放送東京支社長 

 片寄 好之 文化放送取締役編成局長 

 伊奈 孝芳 北海道テレビ放送取締役東京支社長 

 木村 信哉 日本民間放送連盟専務理事 

監事 松岡 和也 高知新聞社東京支社長 

 佐藤  典 秋田魁新報社東京支社長 

 村瀬元一郎 中部日本放送専務取締役 

（了） 
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日付 参加者 記録

一般行事 ４回

総会記念講演　三谷太一郎　東京大学名誉教授 5月28日 131 詳

会員懇親会 5月28日 123

クラブ賞・同特別賞受賞記念講演会　萩尾信也 毎日新聞記者、佐藤崇 福島
中央テレビ報道制作局長、武内宏之 石巻日日新聞常務取締役報道担当

6月15日 210 詳

新年互礼会員懇親会 1月18日 202

昼食会 １６回

片桐裕　警察庁長官 5月7日 77

横倉義武　日本医師会会長 5月16日 60

井上弘　日本民間放送連盟会長 5月21日 64

国分良成　防衛大学校長 5月30日 68

エヴゲーニー・アファナシエフ　駐日ロシア大使 6月6日 105

田中明彦　国際協力機構（ＪＩＣA）理事長 6月13日 53

山岸憲司　日本弁護士連合会（日弁連）会長 6月19日 40

開沼博　福島大学特任研究員（記者研修会） 8月30日 151 詳

御厨貴　公文書管理委員会委員長（記者研修会） 8月31日 116

小津博司　検事総長 10月3日 75

藤崎一郎　　前駐米大使 11月19日 76

ディーパ・ゴパラン・ワドワ　駐日インド大使 11月21日 62

武藤正敏　前駐韓国大使 12月5日 53

サルバトーレ・アンジェレラ　在日米軍司令官 12月6日 103 詳

丹羽宇一郎　前駐中国大使 12月20日 121

斉藤惇　日本取引所グループCEO 3月29日 47

討論会・共同会見 ４回

民主党代表選立候補者討論会　 野田佳彦、赤松広隆、原口一博、鹿野道彦
（届け出順）

9月12日 273 詳

自民党総裁選立候補者討論会　安倍晋三、石破茂、町村信孝、石原伸晃、林
芳正（届け出順）

9月15日 243 詳

東京都知事選立候補予定者共同記者会見　猪瀬直樹、宇都宮健児、笹川尭、
松沢成文（５０音順）

11月28日 127

１１党党首討論会　野田佳彦・民主党代表、安倍晋三・自由民主党総裁、嘉
田由紀子・日本未来の党代表、山口那津男・公明党代表、石原慎太郎・日本
維新の会代表、志位和夫・日本共産党委員長、渡辺喜美・みんなの党代表、
福島瑞穂・社会民主党党首、鈴木宗男・新党大地・真民主代表、自見庄三
郎・国民新党代表、舛添要一・新党改革代表（議席数順）

11月30日 303 詳

記者会見 ８６回

リヤード・マリキ　パレスチナ自治政府外相 4月12日 34

ミヒャエル・フックス　ドイツ与党会派副議長 4月20日 23 詳

マイケル・ウッドフォード　元オリンパス社長 4月20日 91

グエン・タン・ズン　ベトナム首相 4月21日 65

嘉田由紀子　滋賀県知事(シリーズ企画「３．１１大震災　原発再稼働問題」) 5月8日 95

トロン・ギスケ　ノルウェー貿易・産業相 5月11日 34

谷垣禎一　自民党総裁 5月14日 132

セルダル・クルチ　駐日トルコ大使 5月17日 29

ボブ・カー　オーストラリア外相 5月18日 33

ピーター・ブッカー　ヒューマン・ライツ・ウォッチ緊急対応部門ディレク
ター

5月25日 16
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日付 参加者 記録

瓦礫を活かす森の長城プロジェクト　細川護熙理事長、宮脇昭副理事長、佐
藤可士和理事、澁澤寿一理事、ロバート・キャンベル理事、倉本聰評議員、
冨木田道臣顧問、川瀬修平監事、新川眞事務局長

5月25日 83

山田啓二　京都府知事(シリーズ企画「３．１１大震災　原発再稼働問題」) 5月28日 61

アーサリン・カズン　国連世界食糧計画事務局長 5月29日 33

ロブ・デービス　南アフリカ貿易産業相 5月29日 19

フェルナンド・ルゴ・メンデス　パラグアイ大統領 5月30日 42

ハシム・サチ　コソボ首相 6月8日 44

クロド・ヘレル　駐日メキシコ大使 6月14日 35

ラフィーク・アブデッサレーム　チュニジア外相 6月26日 23

ミロスラフ・ライチャーク　スロバキア副首相・外相 6月28日 18

東北未来創造イニシアティブ　大滝精一・東北大学経済学部長、大山健太
郎・東北ニュービジネス協議会会長、池田弘・日本ニュービジネス協議会連
合会会長、石川治江・ＮＰＯ法人ケアセンターやわらぎ（在立川市）代表理
事、北城恪太郎・日本ＩＢＭ相談役、米谷春夫・マイヤ（在大船渡市）社
長、増田寛也・野村総研顧問、松田昌士・ＪＲ東日本顧問、野田智義・NPO
アイ・エス・エル理事長

7月3日 55

ガーミニ・ラクシュマン・ピーリス　スリランカ外相 7月4日 48

黒川清　東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）委員長(シ
リーズ企画「３．１１大震災」)

7月6日 108 詳

潘基文　国連事務総長 7月8日 90 詳

ハミド・カルザイ　アフガニスタン大統領 7月9日 86

ネベン・ミミツァ　クロアチア副首相 7月9日 21

野口元郎　クメール・ルージュ裁判最高審判事 7月12日 39

石井菜穂子　財務省副財務官（地球環境ファシリティー最高経営責任者） 7月17日 25

胡光宇・道紀忠華シンクタンク総裁、後藤錦隆・同日本支社首席代表 7月20日 48

ダニエル・ポネマン　米エネルギー省副長官 7月24日 70

畑村洋太郎　東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政
府事故調）委員長　(シリーズ企画「３．１１大震災」)

7月25日 138 詳

ヴォロディミル・ホローシャ　ウクライナ非常事態省立入禁止区域庁長官 7月26日 52

唐池恒二　ＪＲ九州社長 8月1日 61

菅直人　前首相 8月8日 193 詳

佐藤和孝　ジャパンプレス代表 9月4日 91

ユルキ・カタイネン　フィンランド首相 9月5日 79

コスティ・マニベ・ンガイ　南スーダン財務・経済計画相 9月5日 21

今田高俊　東京工業大学大学院教授(シリーズ企画「３．１１大震災　放射性
廃棄物」)

9月21日 66

ババトゥンデ・オショティメイン　国連人口基金（UNFPA）事務局長 10月1日 54

アルワ・スレイマン　カタール財団学生支援局長 10月1日 21

遠藤哲也　一橋大学客員教授（元原子力委員会委員長代理）(シリーズ企画
「３．１１大震災」)

10月4日 84

ヴォルフガング・ショイブレ　ドイツ財務相 10月11日 123

スタンレー・フィッシャー　イスラエル中央銀行総裁 10月11日 28

エレン・ジョンソン＝サーリーフ　リベリア大統領 10月12日 51

枝野幸男　経済産業相 10月15日 89

米国人元戦争捕虜 10月16日 18

ファトゥ・ベンソーダ　国際刑事裁判所（ＩＣＣ）検察官 10月17日 31

ヴィリー・ソウンダール　デンマーク外相 10月22日 24

下地幹郎　郵政民営化・防災担当相 10月22日 35
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日付 参加者 記録

マイケル・クラーク　英国王立防衛安全保障研究所（RUSI）所長、サー・
ジョン・スカーレット　シニア・アソシエイト・フェロー、ジョナサン・エ
ヤル　国際安全保障部長、アレキサンダー・ニール　国際安全保障部アジア
研究グループリーダー、秋元千明　アジア本部所長

10月23日 66 詳

ギュンター・フェアホイゲン　前欧州委員会副委員長 10月31日 24

前原誠司　国家戦略・経済財政担当相 11月5日 138

神美知宏　ハンセン病市民学会共同代表（全国ハンセン病療養所入所者協議
会会長）、遠藤隆久　同事務局長

11月8日 25

ミチェル・バチェレ　ＵＮウィメン事務局長 11月13日 45

マリア・ファンデルフーフェン　国際エネルギー機関（IEA)事務局長 11月22日 74 詳

アナンド・グローバー　国連人権理事会特別報告者 11月26日 65

野口元郎　国際刑事裁判所被害者信託基金理事 11月29日 11

駒野欽一　前駐イラン大使 12月4日 47

ソム・ミッタル　インドソフトウェアサービス協会会長 12月7日 18

ペドロ・メドラノ　国連世界食糧計画（WFP)事務局次長代行 12月13日 23

桐竹勘十郎　文楽人形遣い 12月17日 78

天野之弥　国際原子力機関（IAEA）事務局長 1月11日 95

茂木敏充　経済産業相 1月21日 98

冨田哲郎　ＪＲ東日本社長 1月23日 82

白川方明　日本銀行総裁 1月25日 163 詳

アントニオ・グテレス　国連難民高等弁務官 2月6日 34

山口那津男　公明党代表 2月8日 97

ミヒャエル・マイスター　ドイツ下院議員 2月8日 27

加藤紘一　元自民党幹事長（日中友好協会会長） 2月13日 94

カピル・シバル　インド通信・情報技術相 2月14日 35

リヤード・マリキ　パレスチナ自治政府外相 2月15日 21

福田富昭　日本レスリング協会会長、吉田沙保里 選手 2月20日 105

遠藤雄幸・福島県川内村村長、増子輝彦・民主党副代表（参議院議員、福島
県出身）　(シリーズ企画「３．１１大震災」)

2月21日 61 詳

サアド・アル・カタートニー　エジプト自由公正党党首 2月22日 26

ヤン・エリアソン　国連副事務総長 2月28日 38

黒川清　元東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）委員長
(シリーズ企画「３．１１大震災」)

3月8日 91

北澤宏一　東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた
委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議座長(シリーズ企画「３．
１１大震災」)

3月8日 71

内部被曝問題研究会　沢田昭二・理事長（名古屋大学名誉教授）、矢ヶ﨑克
馬・副理事長（琉球大学名誉教授）、生井兵治・常任理事（筑波大学名誉教
授）、松崎道幸・会員（北海道深川市立病院医師）(シリーズ企画「３．１１
大震災」)

3月11日 48

ハウェル・世界経済フォーラム・マネージング・ディレクター 、土屋聡・同
日本代表

3月12日 44

細野豪志　民主党幹事長 3月13日 78

フォルカー・シュタンツェル　駐日ドイツ大使、クリスチャン・マセ　駐日
フランス大使

3月15日 44

迫本淳一・松竹社長、安孫子正・松竹専務、中村吉右衛門・日本俳優協会専 3月18日 112

スティーブン・シュルーズベリー　在日米軍法務部長 3月22日 38

佐々木則夫　サッカー日本女子代表監督 3月25日 59

パウロ・ポルタス ポルトガル外相 3月27日 18

サルマン・クルシード インド外相 3月27日 46

マリ・パンゲストゥ　インドネシア観光・クリエエイティブエコノミー相 3月29日 18
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日付 参加者 記録

研究会・懇談会 ８２回

石井彰　エネルギー・環境問題研究所代表(シリーズ企画「３．１１大震災
エネルギー論」)

4月3日 43

瀬畑源　一橋大学大学院特任講師(著者と語る『公文書をつかう　公文書管理
制度と歴史研究』)

4月12日 32 詳

李鍾元　早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授(権力移行期の世界４　韓
国)

4月13日 61

土佐桂子　東京外国語大学大学院教授(ミャンマー３) 4月17日 44 詳

荒井聡　民主党原発事故収束対策プロジェクトチーム座長(シリーズ企画
「３．１１大震災」)

4月18日 79 詳

渡邊啓貴　東京外国語大学教授(権力移行期の世界５　フランス) 4月19日 48

デービッド・ストラウブ　元米国務省朝鮮部長(囲む会) 4月20日 55 詳

久保文明　東京大学教授(権力移行期の世界６　米国) 4月25日 77 詳

村田奈々子　法政大学講師(著者と語る『物語　近現代ギリシャの歴史　独立
戦争からユーロ危機まで』)

4月25日 65

橘川武郎　一橋大学大学院教授(シリーズ企画「３．１１大震災　エネルギー
政策」)

5月11日 65 詳

マイケル・マクデビット　米海軍分析センター上級研究員(囲む会) 5月15日 59 詳

モハウ・ペコ　駐日南アフリカ大使(囲む会) 5月15日 32

レム・コールハース　オランダ人建築家(著者と語る『プロジェクト・ジャパ
ン　メタボリズムは語る』)

5月17日 28

植田和弘　京都大学大学院教授(シリーズ企画「３．１１大震災　エネルギー
政策」)

5月22日 62 詳

ケン・シーガル　広告クリエイティブ・ディレクター(著者と語る『Think
Simple アップルを生みだす熱狂的哲学』)

5月24日 38

マイケル・サンデル　ハーバード大学教授(著者と語る『それをお金で買います
か』)

5月26日 93 詳

東京都防災会議地震部会　平田直・部会長（東京大学地震研究所教授）、中
林一樹・副部会長（明治大学大学院特任教授）　(首都直下地震の被害想定と
対策)

6月4日 111

黒沼ユリ子　バイオリニスト(囲む会) 6月7日 36 詳

遠藤誉　東京福祉大学国際交流センター長(権力移行期の世界７　中国) 6月11日 85 詳

エラルド・エスカラ　駐日ペルー大使(囲む会) 6月12日 31

浅田均　大阪維新の会政調会長(大阪府議会議長)　(大阪維新の会１) 6月12日 106

加藤隆俊　国際金融情報センター理事長(欧州経済１) 6月13日 79

平松邦夫　前大阪市長(大阪維新の会２) 6月14日 52

四宮啓　弁護士(検察審査会制度) 6月18日 42

本間正義　東京大学大学院教授(TPP９) 6月20日 63

池内恵　東京大学先端科学技術研究センター准教授(権力移行期の世界８　エジ
プト)

6月29日 47 詳

竹森俊平　慶応大学教授(欧州経済２) 7月11日 103

與那覇潤　愛知県立大学准教授(著者と語る『中国化する日本』) 7月13日 55 詳

六車由実　民俗学者・特別養護老人ホーム介護職員(著者と語る『驚きの介護民
俗学』)

7月25日 33

成田憲彦　駿河台大学教授(二大政党と選挙制度のあり方) 7月30日 78 詳

中野三敏　九州大学名誉教授(著者と語る『江戸文化再考　これからの近代を
創るために』)

8月20日 51

木村哲　エイズ予防財団理事長(ＨＩＶ／エイズ) 8月28日 22

赤阪清隆　前国連広報担当事務次長(囲む会) 9月6日 34

五野井郁夫　高千穂大学准教授(デモと民主主義) 9月6日 37
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加藤朗　桜美林大学教授(シリア) 9月7日 52

柏木孝夫　東京工業大学特命教授(シリーズ企画「３．１１大震災　エネル
ギー政策」)

9月25日 46

豊田正和　日本エネルギー経済研究所理事長(シリーズ企画「３．１１大震災
エネルギー政策」)

9月27日 51 詳

橋山禮治郎　千葉商科大学大学院客員教授(著者と語る『必要か、リニア新幹線』) 10月24日 52

保阪正康　ノンフィクション作家(領土問題１) 10月25日 114

加藤昌男　元ＮＨＫアナウンサー(著者と語る『テレビの日本語』) 10月25日 41

東郷和彦　京都産業大学客員教授(領土問題２) 11月6日 94 詳

中山俊宏　青山学院大学教授(権力移行期の世界９　米国) 11月9日 66

高橋伸彰　立命館大学教授(著者と語る『ケインズはこう言った』) 11月9日 55 詳

カマル・ガバラ　エジプト・アルアハラム紙編集主幹(囲む会) 11月12日 46

山口洋一　元ミャンマー大使(著者と語る『歴史物語ミャンマー』) 11月14日 35

渡部恒雄　東京財団上席研究員(権力移行期の世界10　米国) 11月16日 41

石郷岡建　日本大学教授(領土問題３　北方領土) 11月19日 55

興梠一郎　神田外語大学教授(権力移行期の世界11　中国) 11月27日 86 詳

陳冠中　中国人作家(著者と語る『しあわせ中国　盛世2013年』) 12月3日 61

石川幸憲　在米ジャーナリスト(世界の新聞・メディア１７) 12月4日 58

田中伸男　前国際エネルギー機関（IEA)事務局長（日本エネルギー経済研究
所特別顧問）(シリーズ企画「３．１１大震災　エネルギー政策」)

12月5日 39 詳

朱建栄　東洋学園大学教授(領土問題４) 12月6日 75

赤坂真理　作家(著者と語る『東京プリズン』) 12月10日 43

早野透　桜美林大学教授（元朝日新聞コラムニスト）(著者と語る『田中角栄』) 12月12日 60

奥薗秀樹　静岡県立大学准教授(権力移行期の世界12　韓国) 12月13日 55

坂元茂樹　神戸大学大学院教授(領土問題５) 12月14日 52 詳

松本正生　埼玉大学教授(衆院選後の日本-民意をどう読むか１) 12月19日 93

待鳥聡史　京都大学大学院教授(衆院選後の日本-民意をどう読むか２) 12月21日 67 詳

喜田宏・北海道大学教授、渡辺彰・東北大学教授　(インフルエンザ１) 12月21日 38

谷口将紀　東京大学大学院教授(衆院選後の日本-民意をどう読むか３) 12月26日 58

金本知憲　元阪神タイガース選手(囲む会) 12月27日 77

柯隆　富士通総研経済研究所主席研究員(２０１３年経済見通し１) 1月9日 116 詳

浜矩子　同志社大学大学院教授(２０１３年経済見通し２) 1月15日 120 詳

ロバート・フェルドマン　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券　マネージング・ディレ
クター　チーフエコノミスト兼債券調査本部長(２０１３年経済見通し３)

1月15日 96

岩田一政　日本経済研究センター理事長(２０１３年経済見通し４) 1月16日 133 詳

深川由起子　早稲田大学教授(権力移行期の世界13　韓国) 1月16日 85

土屋大洋　慶応大学大学院教授(サイバーセキュリティ１) 1月25日 82

横山秀夫　作家（著者と語る『６４』） 2月1日 77

松原実穂子　サイバーセキュリティ・アナリスト（パシフィックフォーラム
ＣＳＩＳ客員研究員）(サイバーセキュリティ２)

2月4日 65

前田雅英　首都大学東京大学院教授(サイバーセキュリティ３) 2月5日 66

ジャック・ルイルリー　ＡＦＰ通信東京支局長(北・西アフリカ情勢) 2月6日 60

黒田夏子　作家・芥川賞受賞者（著者と語る『abさんご』） 2月15日 54

梶山恵司　富士通総研経済研究所上席主任研究員(シリーズ企画「３．１１大
震災　日独エネルギー政策の比較」)

2月18日 57

赤坂憲雄　学習院大学教授(シリーズ企画「３．１１大震災　東北学」) 2月18日 58 詳

ベルナール・ヴォション　フランス大統領府・エリゼ宮殿料理長、クリス
チャン・ガルシア　モナコ公国・モナコ宮殿料理長、ジル･ブラガール　クラ
ブ・デ・シェフ・デ・シェフ創設者（囲む会）

2月19日 44

竹田敏一　福井大学附属国際原子力工学研究所所長(シリーズ企画「３．１１
大震災　原子力研究開発の現状　大学の現場から」)

2月20日 41
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田河慶太・内閣官房新型インフルエンザ等対策室室長、岡部信彦・政府有識
者会議委員(インフルエンザ２)

2月25日 27

鈴木岩弓　東北大学教授(シリーズ企画「３．１１大震災　東北大学宗教学講座」) 3月4日 35

桑山紀彦　心療内科医(シリーズ企画「３．１１大震災　心のケア」) 3月5日 33

船橋洋一　日本再建イニシアティブ理事長(著者と語る『カウントダウン・メ
ルトダウン』)

3月7日 66

ロベール・ボワイエ　米州研究所（パリ）エコノミスト(著者と語る『ユーロ
危機　欧州統合の歴史と政策』)

3月8日 29

ミュア・ディッキー　FT紙前東京支局長（囲む会） 3月26日 59

北欧取材団　フィンランド・デンマーク
（1月13日～21日）

参加 26人

フィンランド

見学　オルキオト原子力発電所３号機工事現場、オンカロ（放射性廃棄物
処分場）

1月14日

バパーブオリ　雇用経済相、ニーニスト　環境相、バルヨランタ　放射
線・原子力安全センター（ＳＴＵＫ）所長　記者会見

1月16日

デンマーク
リデゴー　気候エネルギー建設相　記者会見 1月17日

見学　ミデルグルン洋上風力発電パーク 1月18日

見学　風力発電技術者養成学校▼ヴェスタゴー　ロラン市長、クリステン
セン　市議　記者会見

1月19日

見学会 ２回

JR東京駅丸の内駅舎 9月24日 110

歌舞伎座 3月25日 100

試写会・上映会 ２１回

相馬看花 第一部 奪われた土地の記憶 4月16日 67

道～白磁の人～ 5月16日 99

死刑弁護人 6月5日 105

The Lady ひき裂かれた愛 6月18日 160

セブン・デイズ・イン・ハバナ 7月11日 102

女優 7月20日 102

ニッポンの嘘 報道写真家 福島菊次郎 90歳 7月23日 44

木村栄文ドキュメンタリー 8月1日 43

デンジャラス・ラン(原題　Safe House) 8月10日 180

LOVE 沖縄＠辺野古、＠高江 8月31日 94

難民映画祭　記者発表・試写会 （ＵＮＨＣＲ駐日事務所主催） 9月5日 44

生き抜く　南三陸町　人々の一年 9月26日 72

３Ｄ 東日本大震災、疾走！相馬野馬追～東日本大震災を越えて～ 10月9日 88

テロリズムとケバブ 10月20日 65

東京原発 11月1日 105

東京家族１回目 12月14日 151

東京家族２回目 12月14日 120

１００年の谺(こだま)　大逆事件は生きている 12月21日 54

約束　名張毒ぶどう酒事件　死刑囚の生涯 1月31日 95

舟を編む 3月26日 203

リンカーン 3月29日 320

記者研修会 参加 99人

開沼博　福島大学特任研究員（原子力ムラのいま） 8月30日 詳
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パネルディスカッション「福島原発事故から１年半―地元メディアの視点」
五十嵐稔・福島民報編集局報道部副部長、小野広司・福島民友編集局報道部
長、佐藤崇・福島中央テレビ報道制作局長

「ソーシャルメディアへの取り組み」橋本聡・朝日新聞神戸総局長（前編集
担当補佐）、田中明良・ＮＨＫネット報道部長

四宮啓　弁護士（裁判員制度施行から3年―現状と課題） 8月31日

御厨貴　公文書管理委員会委員長

保阪正康　ノンフィクション作家（昭和史からみた現代―東日本大震災後の
日本を問う）

詳

「震災報道―現場取材からみえてくるもの」萩尾信也・毎日新聞社会部部長
委員（2012年度日本記者クラブ賞受賞者）、外岡秀俊・ジャーナリスト（元
朝日新聞編集局長）

賛助会員の会 ３回

西川孝純　共同通信特別編集委員「野田内閣と解散・総選挙の行方」 8月3日 42

賛助会員と記者の集い 11月13日 60

坂東賢治　毎日新聞編集編成局次長 ｢習近平の中国｣ 11月29日 34

趣味の会

囲碁の会（4/21 5/19 6/23 7/21 9/29 10/27 11/10 12/15 2013年1/26
2/23 3/16)

ゴルフの会　(5/10 10/30)

※「記録」の「詳」はホームページに会見詳録を掲載


