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公益社団法人  日本記者クラブ 

２０１３年度事業報告 

（２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日まで） 

 

■概観 ９党党首討論会など２２４回の会見 史上最多 

公益社団法人に移行してから３年目となった２０１３年度、日本記者クラブは合計２

２４回のプレス会見（昼食会、討論会、記者会見、研究会、記者ゼミ）を主催した。 

２０１１年度は２０１回、２０１２年度は１８８回であり、２０１３年度の回数はクラブ史上最

多となった。さまざまなニュースの当事者を多く招き、取材・報道の場を用意する

ことにより、ジャーナリズムの共通基盤としての役割を幅広く追求した。それだけ

でなく、現役記者を対象にした「記者ゼミ」の開設、東京電力福島第一・第二原子

力発電所へのクラブ取材団派遣、討論会形式のプレス会見など新たなプロジェクト

にも取り組んだ年度だった。 

中でも、参議院選公示日前日の２０１３年７月３日に開催した９党党首討論会は各

党の主張と論戦が行われ、新聞、テレビともに大きく取り上げられた。また、「原

発即ゼロ」を明言した小泉純一郎・元首相の会見（１１月１２日）は４１０人が出席し、こ

れまでの最高規模となった。外国からのゲストで最も関心を集めたのは、２７年振り

に来日したアウンサンスーチー・ミャンマー国民民主連盟党首（４月１７日）で、３３０

人が出席した。安倍晋三首相の会見（４月１９日）にも３１２人が出席した。 

プレス会見を撮影したビデオ動画は２０８本をインターネットで公開した。会見の

文字記録版４３本を「会見詳録」としてクラブのウェブサイトに掲載した。ネットを通

してだれでもクラブの主催会見にアクセスできることも、公益法人の機能といえる。 

こうしたプレス会見だけでなく、試写会・上映会、見学会、取材団、記者研修会、

総会記念講演会、クラブ賞受賞記念講演会なども行った。クラブ主催会合・行事の

総回数は２５２回、参加者累計２万７７８７人だった。 

２０１２年度に続き、記者会見・研究会のうち記録性がある１９本の会見詳録を収録し

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。 

日本記者クラブ賞は小山鉄郎さん（共同通信社）が文芸記者として初めて受賞し

た。同特別賞はシリアで取材中に銃撃され死亡した山本美香さん（ジャパンプレス）

に贈られた。 

クラブの基幹を構成するプレスの法人会員として新たに８社が入会し、１９９９年

度以来初めて、法人会員数が増加した年度となった。 
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≪ ≫ 

■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、２０１１年４月１日、社団法人から公益社団法人に移行した。

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、２０１３年度のおもな事業活動と運営を報告する。 

Ⅰ．公益目的事業① 記者会見 ――――――――――――――――― 

≪プレス会見は２２４回 内外とも多様なゲストを招く≫ 

日本記者クラブが２０１３年度主催した行事・会合は、昼食会２０回、記者会見１１５

回、研究会７１回、討論会３回、記者ゼミ１５回、試写会・上映会２０回、見学会、取

材団、記者研修会、さらに総会記念講演、クラブ賞受賞記念講演といった一般行事

など多岐にわたる。この中で、昼食会、記者会見、研究会、討論会、記者ゼミは会

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２２４回に達した。これはクラブ創立以来最多だった。諸行事・会合の一

覧は別表を参照していただきたい。 

会見の主催は日本記者クラブの公益目的事業の中核である。今後も幅広い話題を

取り上げ、国民の知る権利に資する会見を充実させていきたい。 

研究会新シリーズ 
「中国とどうつきあうか」「参院選後の日本」「成長戦略」「集団的自衛権」 

日本記者クラブは、ニュースやジャーナリズムの関心が高いテーマについて、シ

リーズでゲストを招く会見を「研究会」と名付けて企画している。２０１３年度も内

外の変化を取り上げた。 

習近平体制の中国と世界はどのように向き合っていったらよいのかを内外のゲ
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ストを招き考える研究会「中国とどうつきあうか」は、７回行った。 

２０１３年７月の参院選での自民党大勝を受け、「参院選後の日本 民意をどう読む

か」を、アベノミクス、世論調査、ネット選挙などの観点から専門家を招き、５回

行った。 

アベノミクスの第３の矢「成長戦略」について考える研究会「成長戦略には何が

必要か 現場からの視点」を６回行い、三木谷浩史・楽天会長兼社長や長谷川閑史・

武田薬品工業社長など主に企業トップから話を聞いた。 

政府の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会（安保法制懇）」が２０１４年

春に報告書をまとめる予定となり、研究会「集団的自衛権を考える」を３月からス

タートした。北岡伸一・安保法制懇座長代理を皮切りに行使容認派、反対派双方の

ゲストを招き４回行い、２０１４年度も継続する。テーマがタイムリーだったことも

あり、研究会ながらストレートニュースとして記事化されることが多かった。 

東日本大震災後の復旧・復興および福島原発事故対策で問題になっている除染、

汚染水処理、廃棄物処理、廃炉問題などについて個別に研究者を招き、４回会合を

行った。 

年初恒例となっている研究会「経済見通し」も６人のエコノミスト・専門家にア

ベノミクスなどの経済展望を聞いた。 

「サイバーセキュリティ」研究会は２年目に入り、内外の研究者を招き５回行っ

た。「エジプト・中東情勢」「ヘイトスピーチ」「ビットコイン」も連続して取り上

げたテーマだった。 

≪外国人ゲスト ６９回≫ 

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、１９６９年のクラ

ブ創設の大きな理由でもあり、日本唯一のナショナルプレスクラブとしての重要な

使命であり続けた。外国人ゲストによる記者会見は６９回（２０１２年度５１回）を数えた。

ミャンマーのアウンサンスーチーさんの会見は世界的に注目を集めた。 

記者会見を行った大統領は次の６人だった。ペニャニエト・メキシコ大統領、マ

ルズーキ・チュニジア大統領、ズマ南アフリカ大統領、ブルカルテル・スイス大統

領、イルヴェス・エストニア大統領、ハッサン・ソマリア大統領（開催順）。国際

機関のトップの訪日が多く、以下のように会見を行った。ラスムセンＮＡＴＯ事務

総長、グリアＯＥＣＤ事務総長、マウラー赤十字国際委員会総裁、中尾武彦アジア

開発銀行総裁、ブルーンＵＮＩＴＡＩＤ事務局長、ミンＡＳＥＡＮ事務総長、バン

グーラ紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表、ファン・デル・フーフェンＩ

ＥＡ事務局長、グテレス国連難民高等弁務官、ワルストロム国連事務総長特別代表

（防災担当）、ムランボ・ヌクカＵＮウィメン事務局長（開催順）。 

日本をよく知るカート・キャンベル前米国務次官補、マイケル・グリーン元米国家

安全保障会議アジア部長、ケント・カルダー・ライシャワー東アジア研究所長、エ

ズラ・ヴォ―ゲル・ハーバード大学名誉教授も招き、日米関係を中心に見解を聞いた。 
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≪小泉元首相に高い関心 国内の重要なゲスト≫ 

２０１３年度の会見の中でも最大の関心を集め、時間が経過しても会見内容が頻繁

に引用され、映像も繰り返し使われたのは、原発ゼロをテーマにした小泉純一郎・

元首相の会見だった。政界引退後も国民の関心が高く、引退後の初のオープンな場

での会見ということもあり、各紙・各局とも破格の扱いとなった。 

政府からは、安倍晋三首相をはじめ、主要閣僚７人を招いた。下村博文・文部科

学相（２回）、甘利明・経済再生担当相、小野寺五典・防衛相、林芳正・農林水産

相、根本匠・復興相、森雅子・特定秘密保護法担当相、岸田文雄・外相（開催順）。 

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故は、引き続き会見の主要テーマであっ

た。大震災・原発事故から３年をメドに被災地の首長を数多く招いた。福島県双葉

郡８町村の首長については、葛尾村長を除く、７町・村長が会見した。福島県では、

この他に、飯舘村長、福島市長、南相馬市長および福島県酒造組合会長も招いた。

福島県に続き、岩手県、宮城県の首長の記者会見も企画し、岩手県の本田敏秋・遠

野市長の会見を行った。この企画は２０１４年度も続けている。 

東日本大震災発災３年目の前日には、北澤宏一・元民間事故調査委員会委員長、

黒川清・元国会事故調査委員会委員長、畑村洋太郎・元政府事故調査委員会委員長

と、震災時の米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）の委員長だったグレゴリー・ヤツコ

氏の４人を招き、討論会を行った。 

法案の内容が明らかになるにつれ議論が高まった特定秘密保護法についても、記

者会見を５回行った。法案成立前に、町村信孝・自民党「インテリジェンス・秘密

保全等検討プロジェクトチーム」座長、清水勉・日弁連「秘密保全法制対策本部」

事務局長、西山太吉・元毎日新聞記者、成立後に三木由希子ＮＰＯ法人「情報公開

クリアリングハウス」理事長、森雅子・特定秘密保護法担当相を招いた。 

≪参院選 ９党党首討論会≫ 

クラブ主催の参院選での党首討論会は今回で５回目になった。９党党首を迎えて

公示日前日（７月３日）に行った。対象政党については、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

とを企画委員会で決め、各党と折衝した。 

日時：７月３日（水）１３：００～１５：０５ 

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前年度に行った衆院選の「１１

党党首討論会」の形式を踏襲した。 

新聞・放送の報道： 
新聞は７月４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（ラジオも同様）し、民放は代表取材の映像

などを用い、同日の夕方や夜のニュース番組などで取り上げた。ＥＮＧはニュース
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映画協会代表１社、外国報道協会（ＦＰＩＪ）代表１社、外通６社が取材。民放ラ

ジオは国会放送記者会から７社が取材。カメラは中継や政党を含め、テレビ２５台、

スチル２０台の計４５台が会場に並んだ。参加記者は２９９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。 
自 由 民 主 党  安倍晋三 総裁  

民 主 党 海江田万里 代表  

日本維新の会  橋下徹 共同代表  

公 明 党 山口那津男 代表  

み ん な の 党 渡辺喜美 代表  

生 活 の 党 小沢一郎 代表  

日 本 共 産 党  志位和夫 委員長  

社 会 民 主 党  福島瑞穂 党首  

み ど り の 風 谷岡郁子 代表  

≪東京都知事選は個別記者会見に≫ 
猪瀬直樹知事の辞任にともなう東京都知事選の主要候補予定者の会見は、前回（２

０１２年１１月２８日）のように告示日前日の１月２２日に共同会見を行うことを１月の

企画委員会で決定した。宇都宮健児、田母神俊雄、細川護煕、舛添要一の４氏に出

席を求めた。細川陣営から出席できないとの返答があり、共同会見を断念。２２日午

後、残りの３候補を順に招く、個別会見に切り替えた。告示前に主要候補者からま

とまった話が聞ける機会となったため、参加者は平均１８０人となり、新聞は翌日大

きく取り上げ、放送局も当日のニュース番組で報道した。 

≪オリンピックからリメンバー ヒロシマ・ナガサキまで幅広く 文化・スポーツ≫ 

スポーツや文化関係の会見にも力を入れた。 

スポーツ関係のゲストは、２０２０年東京五輪招致決定を受け、竹田恒和・東京２０

２０オリンピック・パラリンピック招致委員会委員長や佐藤真海パラリンピック女子

陸上選手、新国立競技場デザインの見直しを求める建築家・槇文彦氏などを招いた。

このほかスポーツ関連では、８０歳でエベレストに登頂し最高齢登頂者となったプロ

スキーヤーの三浦雄一郎氏、東北楽天ゴールデンイーグルスを初の日本一に導いた

星野仙一監督、ザッケローニ・サッカー日本代表監督の会見も行った。 

話題の著書の著者を招く「著者と語る」シリーズでは詩人の長田弘さん、開高健

ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子さん、黒川祥子さん、厚生労働次官の村木

厚子さんらが関心を集めた。外国からはフランシス・フクヤマ・スタンフォード大

学上級研究員、ジョン・キーン・シドニー大教授が邦訳出版された自著を語った。 

ネットとジャーナリズムをめぐって、アリアナ・ハフィントン・ハフィントンポ

スト創設者、伊藤穰一マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長、石田英敬・東

京大学教授らが興味深い考えを示した。 
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作家のなかにし礼さんとオペラ歌手の佐藤しのぶさんの２人による新曲「リメン

バー」発表会見では、佐藤さんが「リメンバー ヒロシマ ナガサキ」と歌い、大きな

拍手を集める場面もあった。 

≪討論会で論戦 ３回≫ 

複数のゲストを同時に招き、賛否をたたかわす討論会形式の会見は３回行った。 

前述の参院選党首討論会は９人、「福島原発事故から３年」討論会は４人が登壇

し、限定正社員のテーマでは専門家３人が議論した。都知事選でも候補者討論会と

なる共同会見の開催を目指したが、前述のように全員がそろわなかった。ニュース

の論点をめぐり、考え方の違いや共通点が浮かびあがる討論会は今後も企画したい。 

≪記者研修会は３年続けて大震災と福島原発事故が中心テーマ≫ 
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１６回記者研修会となる２０１３年

度は８月２８日、２９日の２日間にわたり行った。昨年度に続き東日本大震災と福島原

発事故を主要テーマとした。田中俊一・原子力規制委員会委員長、松浦祥次郎・日本

原子力研究開発機構理事長の昼食会をはじめ、この時期に上京した泉田裕彦・新潟

県知事の会見も急きょプログラムに加えた。このほかに新装となった韓国大使館を

訪問し、６月に着任したばかりの李丙琪・駐日大使会見も盛り込むことができた。

パネルディスカッションは沖縄の地元メディアの記者を招き、「沖縄報道を考える」

をテーマに行った。 

初の試みとして、研修会参加者の中から希望者を募り、福島へ１泊２日で取材団

（２９日、３０日）を派遣した。東電福島復興本社で石崎芳行代表と会見し、２０１２年４

月に役場機能を回復させた川内村などを取材した。前年度同様、全国から多数の記

者が集まった。２０１１年度から非会員の参加も受けいれており、記者研修会には６２

社９４人（うち会員社 新聞・通信３２社５５人 放送１７社２５人 ／ 非会員社 新聞４社

５人 放送９社９人）が参加。福島取材団には３８社６０人（うち会員社 新聞・通信２

０社３８人 放送１０社１４人 ／ 非会員社 新聞３社３人 放送５社５人）が参加した。 

≪東京電力 福島第一・第二原子力発電所へ取材団を派遣≫ 
東電の福島第一原発と第二原発への取材団を１月１５日、１６日に派遣した。新聞・

通信・放送の法人会員４８社の記者など６５人が参加した。スチルとムービーは代表

取材とした。参加者多数のため２日間に分け、同じ行程を取材した。 

第一原発では、免震重要棟に入り、小野明所長の説明と質疑応答を行った後、バ

ス車内から構内の施設（第１号機から６号機の建屋を含む）を取材した。第二原発

では、３号機の原子炉建屋内に入った。第一原発と同じ沸騰水型である第二の原子

炉格納容器内部に入り、第一でのメルトスルーが起きたとされる、原子炉圧力容器

を真下から見上げる取材もすることができた。 

 



 

7 
 

≪記者ゼミ開講 ４０歳前後の現役対象≫ 

特定のテーマで講師を招き、忙しい現役の記者が集まって学びあう場として「記

者ゼミ」を新しく始めた。４０歳前後の記者を対象にクラブ会員各社に「ゼミ生」の

登録をよびかけ、出先のクラブや編集・報道局から仕事の合間に、「会社公認」で

日本記者クラブに出かけやすい仕組みを作った。ゼミ生の登録は２００人を超えた。 

初年度の２０１３年度は中国、朝鮮半島をテーマに１５回、行った。毎回２０～４０人が

参加、熱心な質問が続いた。 

≪前年度に続き冊子を発行≫ 

前年度は「大震災」のテーマで行った会見や研究会などの会見記録を冊子にまと

めた。２０１３年度は大震災に限定せずに、最も注目を集めた会見や歴史的に記録性

が高いと思われる１９本を選び、冊子をつくった。前年度同様、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の中から選んだ。１９

本の中には、原発災害対応を振り返った菅直人・元首相、オスプレイの本格採用に

言及したアンジェレラ在日米軍司令官、退任前に「中央銀行の役割、使命、挑戦」

について述べた白川方明・日銀総裁、ミャンマーの民主化について語ったアウンサ

ンスーチー・ミャンマー国民民主連盟党首の記録が含まれている。無料の冊子とし

て、８月に刊行した。３２００部を発行し、クラブ会員のほか都道府県・政令都市の

公立図書館、大学のメディア学科などに届けた。 

≪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。２０１３年度は開催した２２４回の会合のうち２割にあたる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 ――――――――――――― 

≪４７人目のクラブ賞 文芸記者初の受賞 特別賞は故・山本美香氏に≫ 

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。 

２０１３年度の日本記者クラブ賞は、共同通信社編集委員兼論説委員の小山鉄郎氏
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に贈り、特別賞は、２０１２年８月にシリアで銃撃され死亡したジャーナリストの山

本美香氏（「ジャパンプレス」所属）に贈った。５月３０日、社員総会後の会員懇親

会で贈賞式を行い、クラブ賞の小山氏には賞状とプラチナ製記念メダルを、特別賞

の山本氏への賞状とクリスタル製トロフィーは、山本氏と取材を共にしたジャパン

プレス代表の佐藤和孝氏が受け取った。 

日本記者クラブの会員から推薦を募り、２０１３年１月末の締め切りまで日本記者

クラブ賞に８候補、同特別賞に２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５日、審査し、総務委員会で構成す

る選考委員会（１５人）が４月３日、推薦委員会の結果を参考に選考し、クラブ賞に

は小山鉄郎氏が、特別賞には故・山本美香氏が受賞者に最もふさわしいと理事会に

答申した。４月２４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。 

小山鉄郎氏 
「小山鉄郎記者は文芸記者として、日本文学を切り開く作家、文学者たちを幅広

く取材してきた。安部公房、中上健次ら多くの作家とインタビューし、生の声を伝

えた。中でも、村上春樹については１９８５年から、次代の日本文学を担う作家とし

て着目し、追い続けてきた。村上はあまりインタビューを受けず、自作を解説しな

いことで知られるが、小山記者は繰り返しインタビューしている。世界的人気作家

となった村上春樹の世界と物語を生み出す力を、村上自身の言葉の中から引き出し

た。村上文学が目指しているものを読み解き、村上作品と近代日本社会との関係性

を解き明かす活動は文芸報道の可能性を示したものといえる。また、２００２年から

は『漢字の世界』にも取り組んでいる。漢字の大家・白川静に『入門』し、漢字の

成り立ちの基礎を学び、白川が亡くなった後もその遺志を受け止め、難解な漢字の

仕組みを小中学生でも分かるように解説する連載や著作を発表している。連載記事

をもとに刊行した『白川静さんに学ぶ 漢字は楽しい』はベストセラーとなった。

一見とっつきにくい現代文学や文字学の作家や学者に直接取材し、読者への『橋渡

し』に取り組んだ小山記者の活動は新しい文芸ジャーナリズムを切り開いたものと

して、日本記者クラブ賞にふさわしいと評価された」 

山本美香氏 
「２０１２年８月２０日、シリア北部アレッポで、内戦取材中、政府軍の銃弾を受けて

死亡したジャーナリスト山本美香さんは長年アフガニスタン、シリア、イラクなど

の紛争地や大規模被災地に危険を冒して入り、取材活動を行ってきた。戦争という

極限状態の現場にあっても、取材の対象はその状況下で苦しむ女性や子どもたちに

も向けられた。たとえば、タリバン政権下で抑圧され自由を奪われた女性たちの姿

を優しい目線でカメラにおさめ、ありのままの姿を世界に伝えた。戦場取材の長い

経験をもつ代表的な女性ジャーナリストであり、戦争の不条理で苛酷な実態を女性

や子どもの視点でとらえた報道は、テレビニュース、写真、記事、書籍など様々な

メディアで発信され、視聴者と読者の理解を深めた。困難な条件があっても現場に

かけつけ、当事者に会おうとした山本さんの取材は若いジャーナリストやジャーナ

リズムを目指す若者たちに大きなインパクトを与えている。最後まで現場から報道
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し続けた山本さんの記者活動は、日本記者クラブ賞特別賞にふさわしいと高く評価

された」 

６月１２日、小山鉄郎氏とジャパンプレス代表・佐藤和孝氏の２者による受賞記念

講演会を日本記者クラブ１０階ホールで行った。クラブ会員だけでなく、一般１１４人

を含め約１６０人が参加した。 

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 

≪紙面刷新続ける フロント面に「今月のことば」 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４２００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。 

２０１１年７月号から１面を大幅に変更するなど、日本記者クラブ会報は紙面刷新

を続け、充実を図ってきた。２０１２年度もフェイスブック、ツイッターを活用して

最新号の内容を紹介するなど情報発信力の強化に努めた。２０１３年度はさらに魅力

ある紙面づくりを目指し、会報委員会では「クラブゲスト」欄の刷新と、１面の２

度目の改変を決めた。 

クラブ主催の記者会見を取材記者が報告する「クラブゲスト」欄は従来１ページ

に２本掲載していたが、２０１３年１１月号から１ページ３本を原則とした。小泉純一

郎元首相会見（２０１３年１１月１２日開催、１２月号掲載）のように、ゲストによっては

長めの報告と複数の記者のコメントもあわせて掲載、記者の多彩な声と視点を紹介

した。また、同じテーマの研究会については複数回を１本にまとめるなど、編集に

メリハリをつけるスタイルにした。 

１面の２度目の改変は２０１４年１月号からで、好評の会員社提供のニュース写真

掲載を続ける一方、目次を中面に移し、クラブ運営に関するお知らせや行事報告な

どクラブから会員への「メッセージ」と、記者会見で印象に残ったことばを紹介す

る「今月のことば」で構成することとした。 

また、印刷用紙を読みやすくカラ―印刷もきれいな紙に変更した（２０１４年 1 月号

から）。 

年度の平均ページ数は２５ページだった。１６回目となった「記者研修会」、自民党

が圧勝した２０１３年７月の「参院選９党党首討論会」もページを割いて詳報したほか、

東京電力福島第一原発、第二原発取材団の報告も掲載した。「東日本大震災から３

年」特集も組み、被災地の岩手、宮城、福島３県の会員社４紙の記者と、事故直後

から震災報道にかかわった全国９人の記者が「あの時の思い、いまの思い」を語り、

それぞれが「風化させない決意」を報告した。さらに南海トラフなど「次への備え」

に取り組む会員社の活動も紹介した。 
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座談会「広がるソーシャルメディアと報道の現場」（２０１３年１１月号）も行った。

フェイスブックやツイッターなどソーシャルメディアの台頭とスマートフォンの

普及で、一層変革を迫られているマスメディアの取材、報道の現場に焦点をあて、

新聞、テレビ、通信社の担当部長らが語り合った。東京都知事選立候補者の会見も

特報したほか、２０１４年１月号で経済記者による「２０１４年の世界経済を読む」特集

を掲載するなど、会報は多様な取り組みを展開した。 

２０１３年６月にスタートした「記者ゼミ」も「中国編」「朝鮮半島編」すべて、参

加した記者のリポートを掲載した。 

時々のホットなニュース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３年目に入り震災報道が薄れていく中で、被災地の地

元メディアのリポートを２０１３年度も積極的に取りあげた。２０１２年から連載を続け

る「被災地通信」は２０回を数えた。 

≪会見動画２０８本加わる ホームページ≫ 
日本記者クラブのホームページ（http://www.jnpc.or.jp/）のアクセス数は微増

を続けている。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逐次、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

会見の動画を公開する事業も続けた。会見の翌日か翌々日には公開されることもあ

り、動画への注目度は上がっている。 

２０１３年度は２０８本を新たに公開し、動画数の累計は８３９本になった。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。２０１３年度の再生回数トップは７月の「参院選党首討論

会」で２万回を超えた。それに次ぐのが「原発ゼロ宣言」をした小泉純一郎元首相

の会見で１万９千回以上、再生された。 

また、会報のＰＤＦ版を毎号発行日（毎月１０日）と同時に掲載、取材した記者が

報告する「会見リポート」（会報の「クラブゲスト」欄）２０４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、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。 

上記の発信機能に加え、インターネットの双方向性を活かし、会員と事務局との

連絡ツールとしても機能している。会見参加の申込は、メールや電話よりもホーム

ページからが最も多い。また、会員の住所・役職変更の連絡や一般からの問い合わ

せなどもホームページから寄せられている。 



 

11 
 

Ⅳ．収益事業 ――――――――――――――――――――――――― 

≪事業収益はほぼ横ばい≫ 
日本記者クラブは会員への貸室、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、施設利用の際の機器貸し出しの３件を行い、収益を得て

いる。これらは公益法人会計上、収益事業に区分し、２０１３年度は全収益の１６．３％

を占めた（２０１２年度は１５．９％）。 

貸室は、クラブが管理・運営する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階ホールを対象とし、会員に貸し出している。あわせて、マ

イク、プロジェクターなどの機器貸し出しも行っている。 

２０１３年度に会員が施設を利用して行った会合は１，２０８件で、２０１２年度の１，１７

２件を３６件上回った。４月１日から９階の貸室料に新料金を適用したことと合わせ

て、貸室収入は前年度に比べ１，４８１，１９５円増加した。一方、飲食割戻は５７１，０５０

円、機器の貸し出し収益は４３５，２２５円減少した。これらを合わせた事業収益は前年

度比約４７万円（０．７５％）増とほぼ横ばいだった。 

第５４１回理事会（１０月２５日）では、施設運営委員会の上申を受け、貸室利用の促進

を目的に、以下の点で貸室利用のルールを変更した。①会場利用予約を受け付ける時

期を６カ月前から１年前に変更する、②キャンセル料を設定する、③利用日から１週間以

内の申し込みは半額にする。 

Ⅴ．日本記者クラブの運営 ――――――――――――――――――― 

≪第２１期役員を選出 吉田理事長を再任 理事会≫ 
５月３０日に開催された第８２回定時社員総会で、第２１期役員（任期は２０１３～２０１５

年）が選任され、総会後に開かれた第５３５回理事会で吉田慎一理事長（朝日新聞）を

再任した。また副理事長に飯塚浩彦理事（産経新聞）と、石田研一理事（ＮＨＫ）

の両氏を、専務理事に中井良則理事を選定したほか、総務委員長に伊藤芳明理事（毎

日新聞）、会員資格委員長に小田尚理事（読売新聞）、企画委員長に会田弘継理事（共

同通信）、会報委員長に石川一郎理事（日本経済新聞）、施設運営委員長に粕谷賢之

理事（日本テレビ）の各委員長委嘱を決定した。 

第５３５回理事会（５月３０日）は、第１５代理事長の斎藤史郎さん（２００９年～２０１１

年 日本経済新聞）を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

同氏を訪ね、名誉会員証を手渡した。理事会はこれまでも歴代理事長を名誉会員に

推薦しており、これで６人になった。 

第５４１回理事会（１０月２５日）は中期財政見通しに基づき、一層の支出削減努

力とあわせ、プレスの法人会員や法人賛助会員の増加を理事会が働きかけて収入増

大をはかり、財政改善を目指すことを決めた。その結果、法人会員８社、法人賛助
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会員３社が入会した。また、第５４２回理事会（１１月２１日）では会員資格委員会からの

上申をうけ、下記の入会促進策を決定した。①法人会員、賛助会員の入会金免除を

２０１４年度も継続する、②法人会員社の退職者が個人Ｄ会員として入会する場合は、

原則として（１）入会金は不要（２）会員登録の経験がある場合は基本会員による

推薦署名を省略できる。 

≪法人会員が８社増≫ 
日本記者クラブの会員はプレス会員（法人会員、基本会員、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）、名誉・功労会員、

学生会員に分けられる。会員が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、最高議決機関

である社員総会を構成しており、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。 

前項のように理事会が会員社の増加に努めた結果、法人会員社８社、法人賛助会

員社３社の新規入会を得られた（法人賛助会員社数は退会もあり増減なし）。９９年

度からの会員社数減少傾向に一定の歯止めをかけた形となった。 

２０１４年３月１日現在の会員数は以下の通り。カッコ内は２０１３年中の増減。 

【プレス会員】 
法人会員 １３４社 （＋ ８社） 
基本会員 ７４７人 （＋１３人） 
個人Ａ会員 ３６０人 （－２８人） 
個人Ｂ会員 ５９人 （＋ ６人） 
個人Ｃ会員 ９６人 （＋ １人） 
個人Ｄ会員 ８８０人 （－ ３人） 

【賛助会員】 
法人賛助会員 ６６社 （± ０社） 
 １２７人 （－ １人） 
個人賛助会員 ２６人 （－ ６人） 
特別賛助会員 ９５人 （＋ ５人） 

【その他の会員】 
名誉・功労会員 １２人 （＋ １人） 
学生会員 ２９人 （－２７人） 

 合計 ２００社 （＋ ８社） 
 ２４３１人 （－３９人） 

≪９階ラウンジでミニ写真展≫ 
新企画として、ラウンジの一部で写真を展示する「Gallery 9th floor」を始めた。第

一弾は、元毎日新聞カメラマンの荒牧万佐行さんによる「４６人の“仕事の現場”」（６

月１７日～２８日）。指揮者の小沢征爾さんや映画監督・市川崑さん、女優・岸恵子さん



 

13 
 

など“プロフェッショナル”の現場に密着して切り取った９０作品（９６年～９８年まで毎

日新聞に連載）のうち４６人を選び、展示した。続いて、栗田格会員（個人Ｄ・仏ガン

マ通信）が海外に発信してきた日本の姿を集めた「やじ馬人生５０年」（７月２９日～８

月９日）。６４年から５０年間に及ぶカメラマン生活で、海外の反響が大きかったものを

中心に選んだ。東日本大震災発災から３年となる３月１１日からは、福島第一・第二原

発取材団（１月１５日、１６日）の代表撮影写真（日本経済新聞・小林健カメラマン撮影）

を展示した（３月２０日まで）。２０１４年度も、東京写真記者協会や新聞博物館などの協力

を得て続けていく。 

≪好評の「賛助会員の会」を２回開催≫ 
「賛助会員の会」は、賛助会員を対象に会員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、好評を得ている。２０１３年度は下記のように２回開

催した。 
６月２８日 講師 川村晃司・テレビ朝日報道局報道企画部コメンテーター 
 「参議院選挙の展望とメディア政治」 参加者３０人 
３月１８日 講師 安井孝之・朝日新聞社編集委員 
 「企業取材から見た日本経済」 参加者２２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「賛助会員と記者の集い」を１２月４日に開催した。２０１１年か

ら３回目となり、プレスとニュースソース双方にとって貴重な意見交換の場となって

いる。参加者６０人。 
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日本記者クラブ 理事・監事 ２０１４年４月１日現在 

理事長 吉田 慎一 朝日新聞社顧問 

副理事長 飯塚 浩彦 産経新聞社常務取締役編集・論説・正論・写真報
道・ＳＡＮＫＥＩ ＥＸＰＲＥＳＳ・制作担当 

副理事長 石田 研一 日本放送協会専務理事・放送総局長 

専務理事 中井 良則 日本記者クラブ 

理事 伊藤 芳明 毎日新聞社専務取締役、主筆、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 石川 一郎 日本経済新聞社常務取締役 
会報委員長 

理事 会田 弘継 共同通信社特別編集委員 
企画委員長 

理事 粕谷 賢之 日本テレビ放送網報道局長 
施設運営委員長 

理事 谷  定文 時事通信社常務取締役 

 山田 哲夫 中日新聞社取締役・論説担当兼東京本社論説室
論説主幹 

 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 

 佐藤  純 河北新報社東京支社長 

 鶴山 潔人 北國新聞社東京支社長 

 金子 秀聡 熊本日日新聞社東京支社編集部長兼論説委員 

 鳴海 成二 東奥日報社常務取締役東京支社長兼大阪支社長 

 中野 智己 福島民友新聞社役員待遇東京支社長 

 玉城 常邦 琉球新報社東京支社長 

 川嶋  明 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 

 西野 智彦 ＴＢＳテレビ報道局長 

 箕輪 幸人 フジテレビジョン常務取締役報道局長兼解説委員長 

 北澤 晴樹 テレビ朝日専務取締役 

 武田 康孝 テレビ東京上席執行役員報道局長 

 川畑 年弘 読売テレビ放送取締役東京支社長兼東京営業局長 

 多畑 修二 札幌テレビ放送東京支社長 

 松田  健 中国放送東京支社長 

 木村 信哉 日本民間放送連盟専務理事 

監事 面出 輝幸 神戸新聞社執行役員東京支社長 

 小林 和彦 秋田魁新報社東京支社長兼論説委員兼総務部長 

 大久保太郎 ニッポン放送報道部長 

（了） 



日付 参加者 記録

昼食会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20回

程永華　駐日中国大使 4月19日 205

萬歳章　全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）会長 5月10日 75

申珏秀　駐日韓国大使 5月15日 114 詳

横倉義武　日本医師会会長 5月24日 72

米田壮　警察庁長官 6月11日 71

マッケンジー・クラグストン　駐日カナダ大使 6月21日 78

谷川浩司　日本将棋連盟会長 7月16日 41

松浦祥次郎　日本原子力研究開発機構理事長(記者研修会） 8月28日 165

田中俊一　原子力規制委員会委員長(記者研修会） 8月29日 211

西室泰三　日本郵政社長 9月10日 86 詳

ルツ・カハノフ　駐日イスラエル大使 9月24日 63

フォルカー・シュタンツェル　駐日ドイツ大使 9月27日 46 詳

田中明彦　国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事長 10月2日 52

マヌ・ヴィルタモ　駐日フィンランド大使 10月29日 30

フランシス・フクヤマ　スタンフォード大学上級研究員 11月8日 87 詳

サルバトーレ・アンジェレラ　在日米軍司令官、第5空軍司令官 2月10日 102

渡辺博史　国際協力銀行（ＪＢＩＣ）総裁 2月14日 54

熊崎勝彦　プロ野球コミッショナー 2月27日 41

長谷川閑史　武田薬品工業社長（成長戦略には何が必要か 現場からの視点６） 3月19日 59

ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン　駐日ドイツ大使 3月27日 62

討論会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3回

9党党首討論会
安倍晋三　自由民主党総裁▼海江田万里　民主党代表▼山口那津男　公明党代表▼橋下徹
日本維新の会共同代表▼志位和夫　日本共産党委員長▼渡辺喜美　みんなの党代表▼小沢
一郎　生活の党代表▼福島瑞穂　社会民主党党首▼谷岡郁子　みどりの風代表

7月3日 299 詳

討論会「限定正社員」
鶴光太郎　慶応大学教授▼大内伸哉　神戸大学大学院教授▼藤田孝典　ＮＰＯ法人ほっとプラ
ス代表理事

9月18日 79

討論会「福島原発事故から３年経つ今、われわれは何を学んだか」
北澤宏一　元民間事故調委員長▼黒川清　元国会事故調委員長▼畑村洋太郎　元政府事故
調委員長▼グレゴリー・ヤツコ　前米国原子力規制委員会委員長

3月10日 145 詳

記者会見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115回

シュリ・チダムバラム　インド財務相 4月1日 49

下村博文　文部科学相 4月3日 49

エンリケ・ペニャニエト　メキシコ大統領 4月10日 123

兒玉和夫　前国連次席大使 4月11日 43

アナス・フォー・ラスムセン　北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）事務総長 4月15日 89

アウン・サン・スー・チー　ミャンマー国民民主連盟党首 4月17日 330 詳

安倍晋三　首相 4月19日 312

ロールバック・マラリア・パートナーシップ　アストリッド　特別代表（ベルギー王女）▼ファトゥマタ・ナ
フォ・トラオレ　事務局長

4月22日 26

レオ・クリステンセン　デンマーク・ロラン市市議会議員 4月22日 54

アンヘル・グリア　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務総長 4月23日 97

ティム・グローサー　ニュージーランド貿易・気候変動問題国際交渉担当相 4月24日 53

マラリア・ノーモア・ジャパン　神余隆博　理事長▼水野達男　専務理事 4月25日 23

達増拓也　岩手県知事 4月27日 26
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ダビッド・チョケワンカ・セスペデス　ボリビア外相 5月8日 37

アリアナ・ハフィントン　ザ・ハフィントン・ポスト創設者、プレジデント兼編集長 5月8日 78

堀江正彦　地球環境問題担当大使 5月16日 42

ペーター・マウラー　赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）総裁 5月17日 24

伊藤誠　第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤＶ）担当大使 5月20日 63

平野克己　日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所地域研究センター上席主任調査研究
員

5月24日 42

モンセフ・マルズーキ チュニジア大統領 5月31日 49

第２回野口英世アフリカ賞受賞者　ピーター・ピオット　ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院学長▼
アレックス・コウティーノ　マケレレ大学感染症研究所長

5月31日 18

ジェイコブ・ズマ　南アフリカ大統領 6月4日 92

伊藤穰一　マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）メディアラボ所長 6月4日 94 詳

三浦雄一郎 冒険家・プロスキーヤー▼三浦豪太さん（次男） 6月6日 114 詳

ブルース・ストークス　ピュー・リサーチ・センター国際経済世論調査部門ディレクター 6月7日 62

桜井博志　旭酒造社長 6月10日 82

甘利明　経済再生担当相 6月19日 109

鈴木英敬　三重県知事 6月20日 35

川勝平太　静岡県知事 7月9日 53

カート・キャンベル　前米国務次官補▼マイケル・グリーン　元米国家安全保障会議アジア部長 7月16日 161

中尾武彦　アジア開発銀行（ADB）総裁 7月17日 74

リチャード・ブルートン　アイルランド雇用・産業・技術相 7月25日 30

近藤誠一　前文化庁長官 7月29日 37

岡素之　規制改革会議議長 8月1日 85

横内正明　山梨県知事 8月6日 47

清家篤　社会保障制度改革国民会議会長 8月19日 94

マイケル・フロマン　米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表 8月19日 186

泉田裕彦　新潟県知事(記者研修会） 8月28日 180

小野寺五典　防衛相 9月3日 116

林芳正　農林水産相 9月6日 91

スティーブン・ジョイス　ニュージーランド経済開発相 9月9日 22

上田清司　埼玉県知事 9月17日 46

根本匠　復興相 9月24日 75

山口那津男　公明党代表 9月24日 82

アイラ・シャピロ　元米通商代表部（ＵＳＴＲ）大使(日本・カナダ担当） 9月26日 67

ティム・グローサー　ニュージーランド貿易・気候変動問題国際交渉担当相 9月27日 38

マイケル・クラーク　 英国王立防衛安全保障研究所（RUSI）所長 9月30日 60

ドゥニ・ブルーン ＵＮＩＴＡＩＤ事務局長 10月8日 14

「人道の船　陽明丸顕彰会」　北室南苑　理事長▼オルガ・モルキナさん 10月11日 41

玉木林太郎　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務次長 10月11日 67

ジュリー・ビショップ　 オーストラリア外相 10月15日 51

米国人元戦争捕虜 10月15日 25

エルッキ・トゥオミオヤ　 フィンランド外相 10月18日 32

新しい日中関係を考える研究者の会　毛里和子　代表幹事（早稲田大学名誉教授）▼菱田雅晴
幹事（法政大学教授）▼高原明生　幹事（東京大学教授）

10月22日 84

竹田恒和 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会理事長▼水野正人　副理事長・専務
理事

10月28日 93

佐藤真海 パラリンピック女子陸上選手 10月29日 55 詳

アンドレア・シュライヒャー 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）教育局次長 10月31日 41
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槇文彦　 建築家 11月1日 78

町村信孝 衆院議員、自民党「インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム」座長 11月1日 91

馬場有　福島県浪江町長 11月5日 70

長井鞠子　通訳 11月5日 41

レ・ルオン・ミン　東南アジア諸国連合（ASEAN）事務総長 11月6日 42

宮本皓一　福島県富岡町長 11月7日 49

清水勉　弁護士、日本弁護士連合会「秘密保全法制対策本部」事務局長 11月8日 75

古賀伸明　 連合会長 11月11日 55

クリスタリナ・ゲオルギエヴァ　欧州委員（国際協力・人道援助・危機対応担当） 11月12日 32

小泉純一郎　元首相 11月12日 410 詳

佐藤しのぶ　オペラ歌手▼なかにし礼　作家・作詞家 11月12日 58

秋本敏文　日本消防協会会長 11月15日 24

西山太吉　元毎日新聞記者 11月15日 67

クリスタ・キウル　フィンランド教育科学相 11月18日 48

ザイナブ・ハワ・バングーラ　紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表 11月19日 24

遠藤雄幸　福島県川内村長 11月19日 41

松本幸英　福島県楢葉町長 11月20日 62

渡辺利綱　福島県大熊町長 11月20日 49

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28日 91

星野仙一　東北楽天ゴールデンイーグルス監督 12月3日 88

菅野典雄　福島県飯舘村長 12月4日 45

アントニオ・グテレス　国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ） 12月4日 42

フィリピン台風30号被災者支援活動報告　椎名規之　ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）事務局長
▼杉澤芳隆　AAR「難民を助ける会」シニア・コーディネーター▼上野力　災害人道医療支援会
（HuMA)医師

12月6日 32

ロジャー・サットン　ニュージランドカンタベリー地震復興庁チーフ・エグゼクティブ 12月9日 31

石破茂　自由民主党幹事長 12月11日 138

アルベルト・ザッケローニ　サッカー日本代表監督 12月16日 102

メルバト・タラウィ　エジプト憲法改正委員会委員 12月16日 31

エーリック・ソールハイム 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）・開発援助委員会（ＤＡＣ）議長 12月17日 26

ナビル・ファハミ　エジプト外相 12月19日 49

三木由希子　情報公開クリアリングハウス理事長 1月9日 57

秋山弘子　高齢社会検定協会代表理事▼大方潤一郎　東京大学教授 1月14日 31

下村博文　文部科学相、東京オリンピック・パラリンピック担当相 1月15日 72

マーティン・ニューマン　2020年東京五輪招致プレゼンテーション・トレーナー 1月16日 75

森雅子　特定秘密保護法担当相 1月17日 111

ジャン・フランソワ・リゼ　カナダ・ケベック州国際関係相 1月21日 28

田母神俊雄　東京都知事選立候補予定者個別連続会見１ 1月22日 192

舛添要一　東京都知事選立候補予定者個別連続会見２ 1月22日 226

宇都宮健児　東京都知事選立候補予定者個別連続会見３ 1月22日 140

遠藤智　福島県広野町長 1月24日 35

伊澤史朗　福島県双葉町長 1月30日 58

ディディエ・ブルカルテル　スイス大統領 2月6日 52

ペッテリ・ティーッパナ　フィンランド放射線・原子力安全センター（ＳＴＵＫ）所長▼ティモ・セッパラ
オンカロ管理会社・ポシバ社広報部長▼ヘルッコ・プリット　フィンランド労働・経済産業省エネル
ギー局次長

2月6日 103

稲嶺進　沖縄県名護市長 2月13日 90

マルガレータ・ワルストロム　国連事務総長特別代表（防災担当） 2月24日 34

小林香　福島県福島市長 2月26日 56
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村山富市　元首相 2月27日 128

桜井勝延　福島県南相馬市長 3月3日 48

福島県酒造組合　新城猪之吉　会長▼渡部謙一　副会長 3月5日 42

トーマス・イルヴェス　エストニア大統領 3月6日 57

山名元　技術研究組合 国際廃炉研究開発機構（ＩＲＩＤ）理事長 3月7日 55

リナス・リンケビチュウス　リトアニア外相 3月11日 38

日中韓三国協力事務局　岩谷滋雄　事務局長（日本）▼陳峰　事務次長（中国）▼李鍾憲　事
務次長（韓国）

3月11日 71

ハッサン・シェイク・モハムッド　ソマリア大統領 3月12日 48

イーホル・ハルチェンコ　ウクライナ駐日大使 3月13日 66

安藤裕康　国際交流基金理事長 3月20日 31

本田敏秋　岩手県遠野市長 3月24日 25

プムズィレ・ムランボ・ヌクカ　UNウィメン事務局長 3月28日 28

岸田文雄　外相 3月28日 107 詳

研究会・懇談会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71回

名和利男　サイバーディフェンス研究所情報分析部部長・上級分析官（サイバーセキュリティ４） 4月4日 75

長田弘　詩人（著者と語る『なつかしい時間』） 4月5日 24 詳

池内恵　東京大学先端科学技術研究センター准教授（エジプト革命２年後のいま） 4月15日 51

なかにし礼　作詞家、作家（著者と語る『生きる力　心でがんに克つ』） 4月22日 54

宮本久仁男　ＮＴＴデータ品質保証部情報セキュリティ推進室ＮＴＴＤＡＴＡ－ＣＥＲＴシニアエキス
パート（サイバーセキュリティ５）

4月24日 55

香田洋二　元海上自衛隊自衛艦隊司令官（シリーズ企画「中国とどうつきあうか」１） 4月24日 108 詳

佐々涼子　フリーライター、第10回開高健ノンフィクション賞受賞者（著者と語る『エンジェルフライト
国際霊柩送還士』）

5月8日 36

尾身茂　新型インフルエンザ等対策有識者会議会長（鳥インフルエンザ） 5月13日 56

段躍中　日中交流研究所所長・日本僑報社社長（シリーズ企画「中国とどうつきあうか」２） 5月27日 62

瀬野清水　前重慶総領事（シリーズ企画「中国とどうつきあうか」３） 6月5日 101 詳

向田昌幸　元海上保安庁警備救難監（シリーズ企画「中国とどうつきあうか」４） 6月7日 78

ケント・カルダー　ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)エドウィン・O・ライシャ
ワー東アジア研究所所長（著者と語る『新大陸主義』）

6月14日 70 詳

小林節　慶応大学教授（憲法９６条改正問題） 6月17日 91

内藤正典　同志社大学大学院教授（トルコ情勢） 6月21日 80 詳

田中浩一郎　日本エネルギー経済研究所中東研究センター長（イラン） 6月27日 51

青木麗子　ＤＬＣ・ＧＢコンサルティング社長（シリーズ企画「中国とどう付き合うか」５） 7月8日 70

鈴木恵美　早稲田大学イスラーム地域研究機構主任研究員（エジプト情勢　これからどうなる１） 7月18日 62

松本正生　埼玉大学教授（参院選後の日本　民意をどう読むか１） 7月23日 91

渡辺豊博　都留文科大学教授、グラウンドワーク三島専務理事（囲む会） 7月24日 62

ブライアン・パルマ　米ボーイング社バイス・プレジデント　サイバーセキュリティー担当（サイバーセ
キュリティー６）

7月24日 77

田中均　日本総合研究所国際戦略研究所理事長（参院選後の日本　民意をどう読むか２） 7月26日 117 詳

横田貴之　日本大学准教授（エジプト情勢　これからどうなる２） 7月26日 48

西田亮介　立命館大学大学院特別招聘准教授（参院選後の日本　民意をどう読むか３） 8月2日 68

池辺裕昭　エネット社長（成長戦略には何が必要か　現場からの視点１） 8月6日 53

木村幹　神戸大学大学院教授（シリーズ企画「中国とどうつきあうか」６） 8月8日 77

伊藤元重　東京大学大学院教授（参院選後の日本　民意をどう読むか４） 8月20日 79

武藤敏郎　大和総研理事長（参院選後の日本　民意をどう読むか５） 8月23日 91

エズラ・ヴォーゲル　ハーバード大学名誉教授（囲む会） 9月2日 111

開沼博　福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任研究員（シリーズ企画「３．１１大震
災」）

9月4日 56
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ヒシャーム・エルズィメーティ　駐日エジプト大使（エジプト情勢　これからどうなる３） 9月5日 53

アラー・アル＝ハーシミー　駐日イラク大使▼坂本威午 前国際協力機構（JICA）イラク事務所長
（イラク戦争　１０年後のイラク）

9月20日 51

黒木英充　東京外国語大学教授（シリア問題） 9月25日 68

中野晃一　上智大学教授▼中北浩爾　一橋大学大学院教授（著者と語る『民主党政権　失敗の
検証』）

10月18日 73

村木厚子　厚生労働事務次官（著者と語る『私は負けない「郵便不正事件」はこうして作られた』
）

10月23日 84

大山健太郎　アイリスオーヤマ社長（成長戦略には何が必要か　現場からの視点２） 10月25日 52

三木谷浩史　楽天会長兼社長（成長戦略には何が必要か　現場からの視点３） 10月25日 116

ロバート・シェルドン　前米議会米中経済安全保障検討委員会上級政策アナリスト（サイバーセ
キュリティ ７）

10月30日 59

安田浩一　ジャーナリスト（ヘイトスピーチ１） 11月7日 51

横田洋三　人権教育啓発推進センター理事長（ヘイトスピーチ２） 11月13日 32

安原正也　産業技術総合研究所主任研究員（東電福島第一原発　汚染水処理） 11月18日 64

杤山修　原子力安全研究協会処分システム安全研究所長（高レベル放射性廃棄物処分） 11月25日 70

趙全勝　アメリカン大学教授・アジア研究所長（シリーズ企画「中国とどうつきあうか」７） 11月27日 52

フィリップ・リプシー スタンフォード大学助教授▼村井哲也　明治大学非常勤講師（日本の政治） 11月27日 57

ジョン・キーン　シドニー大学教授（著者と語る『デモクラシーの生と死』） 12月4日 40 詳

藤本隆宏　東京大学ものづくり経営研究センター長（成長戦略には何が必要か　現場からの視点
４）

12月5日 65

山本武利　早稲田大学、一橋大学名誉教授（著者と語る『GHQの検閲・諜報・宣伝工作』） 12月9日 55

ジム・フォスター　慶応大学大学院教授（サイバーセキュリティ ８） 12月11日 33

高橋和夫　放送大学教授▼池内恵　東京大学先端科学技術研究センター准教授（アラブの春か
ら３年：米・中東関係）

12月13日 78

多田順一郎　放射線安全フォーラム理事（除染と線量） 12月16日 47

石田英敬　東京大学大学院教授（デジタル多メディア時代のジャーナリズム） 12月18日 63

平田オリザ　劇作家（首相の演説と日本の政治） 12月24日 51 詳

菅野雅明　ＪＰモルガン証券チーフエコノミスト（２０１４年　経済見通し１） 1月20日 125 詳

関志雄　野村資本市場研究所シニアフェロー（２０１４年　経済見通し２） 1月24日 110 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
ト兼債券調査部長（２０１４年　経済見通し３）

1月27日 96 詳

早川英男　富士通総研経済研究所エグゼクティブ・フェロー（元日銀調査統計局長）（２０１４年
経済見通し４）

1月27日 85 詳

中西友子　東京大学大学院教授（著者と語る『土壌汚染　フクシマの放射性物質のゆくえ』） 1月29日 52

高橋進　日本総合研究所理事長（経済財政諮問会議民間議員）（２０１４年　経済見通し５） 2月3日 96 詳

河合正弘　アジア開発銀行研究所（ADBI）所長（２０１４年　経済見通し６） 2月7日 72 詳

高橋政代　理化学研究所発生・再生科学総合研究センタープロジェクトリーダー（ｉＰＳ細胞） 2月13日 79

黒川祥子　フリーライター、第11回開高健ノンフィクション賞受賞者（著者と語る『誕生日を知らな
い女の子　虐待―その後の子どもたち』）

2月17日 21

長田弘　詩人（囲む会） 2月19日 38 詳

北岡伸一　国際大学学長、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会座長代理（集団的自
衛権を考える１）

2月21日 157

熊坂義裕　前岩手県宮古市長、社会的包摂サポートセンター代表理事（囲む会） 2月26日 38

阪田雅裕　元内閣法制局長官（集団的自衛権を考える２） 3月6日 141

岡田仁志　国立情報学研究所准教授（揺れる通貨　ビットコインの先にあるもの１） 3月7日 82

日覚昭広　東レ社長（成長戦略には何が必要か 現場からの視点５） 3月14日 66

柳澤協二　元内閣官房副長官補（集団的自衛権を考える３） 3月14日 112

長谷川閑史　武田薬品工業社長（成長戦略には何が必要か 現場からの視点６　昼食会） 3月19日 59
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野口悠紀雄　早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問・一橋大学名誉教授（揺れる通貨　ビット
コインの先にあるもの２）

3月19日 65

下斗米伸夫　法政大学教授（ウクライナ） 3月20日 96

長谷部恭男　東京大学教授（集団的自衛権を考える４） 3月28日 101

記者ゼミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　15回

杉山晋輔　外務省アジア大洋州局長 6月11日 69 詳

川島真　東京大学大学院准教授 6月24日 44 詳

阿古智子　東京大学大学院准教授 7月11日 27 詳

麻生晴一郎　フリージャーナリスト 7月25日 30 詳

増田雅之　防衛省防衛研究所主任研究官 9月12日 29 詳

柴田聡　元在中国日本大使館経済部参事官（現財務省理財局調査室長） 10月3日 22 詳

江尻義久　ハニーズ代表取締役社長 10月22日 15 詳

王平　蘇州高新日本事務所長 11月14日 11

松田康博　東京大学大学院教授 12月6日 23 詳

李玉川　北京日報東京支局長▼加藤千洋　同志社大教授 12月9日 17 詳

染野憲治　東京財団研究員 1月14日 18 詳

福田円　法政大学准教授 2月6日 14 詳

小倉紀蔵　京都大学大学院教授 2月24日 22 詳

礒﨑敦仁　慶応大学専任講師 3月11日 38 詳

陳昌洙　韓国世宗研究所日本研究センター長 3月26日 38 詳

記者研修会 参加 94

照井翠　俳人（岩手県立釜石高校国語教諭） 8月28日

松浦祥次郎　日本原子力研究開発機構(原子力機構)理事長

李丙琪　駐日韓国大使(大使館訪問)

パネルディスカッション「沖縄報道と地元メディア－沖縄の声を伝える」 詳

泉田裕彦　新潟県知事

交流会

丹波史紀　福島大学「うつくしまふくしま未来支援センター」准教授 8月29日

田中俊一　原子力規制委員会委員長

船橋洋一　ジャーナリスト

横山秀夫　作家

福島取材団 参加 60

浜風商店街訪問

久之浜沿岸の被災と復旧視察

東電福島復興本社訪問（楢葉町のJ ヴィレッジ内）　石崎芳行　代表（東電副社長）会見

ＪＲ常磐線富岡駅周辺見学

川内村役場　猪狩貢　副村長▼井出寿一　復興対策課長　会見

折田真紀子　長崎大学川内村復興推進拠点所属、保健師・看護師

KiMiDoRi 川内高原農産物栽培工場　見学

菊池製作所　見学

東京電力福島第一・第二原子力発電所取材団

事前勉強会
新川達也　経済産業省資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室長▼松本純　東京電
力原子力・立地本部福島第一対策担当部長

1月10日 45

福島第一：
免震重要棟（小野明　第一原発所長　会見）
処理水貯蔵タンク▼多核種除去設備（アルプス）▼貯留タンク▼滞留水処理設備制御室▼地下
水バイパス揚水井▼４号機原子炉建屋▼１～４号機海側設備▼乾式キャスク保管庫▼５、６号
機海水設備▼夜ノ森線鉄塔倒壊現場など（小森明生フェローから施設・工事の説明）

8月30日

1月15、16日 65
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福島第二：
設楽親　第二原発所長　会見
３号機原子炉建屋▼原子炉格納容器内▼使用済燃料プールなど

見学会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2回

洋上風力発電施設 4月26日 36

文楽　セミナーつき鑑賞会 12月8日 20

一般行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　4回
総会記念講演　三浦しをん　作家 5月30日 125 詳

日本クラブ賞贈賞式・会員懇親会 5月30日 163

日本記者クラブ賞・同特別賞受賞記念講演　クラブ賞・小山鉄郎　共同通信社編集委員兼論説
委員▼同特別賞・山本美香　ジャパンプレス所属（佐藤和孝　ジャパンプレス代表）

6月12日 160 詳

新年互礼会員懇親会 1月17日 214

試写会・上映会                                                                            20回

試写会「李藝　最初の朝鮮通信使」 4月4日 80

試写会「劇場版　水滸伝」 5月10日 108

上映会「馬毛島クロス」 5月20日 51

試写会「インポッシブル」 5月24日 91

試写会「熱波」 6月14日 70

試写会「スタンリーのお弁当箱」 6月18日 85

試写会「ひろしま　石内都・遺されたものたち」 7月8日 40

試写会「南の島の大統領 沈みゆくモルディブ」 7月23日 40

試写会「標的の村」 7月30日 52

試写会「メキシカン・スーツケース」 8月7日 80

試写会「天心」 9月13日 120

試写会「ハンナ・アーレント」 9月30日 160

試写会「人類資金」 10月3日 129

試写会「いのちの林檎」 10月29日 45

試写会「母の身終(じま)い」 11月22日 80

試写会「少女は自転車にのって」 12月2日 120

試写会「小さいおうち」 1月9日 153

試写会「60万回のトライ」 2月24日 60

試写会「あなたを抱きしめる日まで」 3月12日 160

試写会「ワレサ　連帯の男」 3月17日 131

賛助会員の会　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             3回

川村晃司　テレビ朝日報道局報道企画部コメンテーター「参議院選挙の展望とメディア政治」 6月28日 30

賛助会員と記者の集い 12月4日 60
安井孝之　朝日新聞編集委員「取材現場から見た日本企業」 3月18日 22

趣味の会

ゴルフの会　(5/13 10/25)

囲碁の会　（4/20、5/18、6/29、7/20、9/28、10/19、11/16、12/14、2014年1/26、2/22、3/29)
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