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南 日本新 聞を
﹁え？私が紙面モニター
このお話を頂いた時は︑．

さと戸惑いとが同時に沸き起こ
った︒心の声は︑こうだ︒
﹁愛読していないのに？﹂
これも神様が与えてくれた試
練と思い︑今こうして言葉を綴
っている︒
毎朝欠かさず配達員の方が届
けてくれる贈り物を︑まずはそ
るりと一読︒その中で︑﹁お︑
これは﹂と目に留まる記事を選
び﹂﹁私ならこう考える﹂﹁いや
いや︑論点はそこじやないでし
ょ﹂とひとりツッコ主︒これが
意外と楽しい時間なのだ︒
′例えば︑14日付の﹁学ぶ！未
来の遊園地﹂の記事では︑取り
ントに私は実際足を運んでいた

上げられていた方のトークイベ
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だろう︒

らす両親に掲載記事を送ったら

惑元の新聞に載鼻ことを
ず︑例えば遠く離れて暮らす家
鹿児島の人はどう捉えているの 族への便りにもなる︒▼大阪で暮

信者や発信媒体としての価篤 までたくさんの方が登場されて らりと光る姿を目にできる︒県
民の活躍は地元の人々のみなら
や前提がフィルターとなり︑行 きたが︑私もそのひとり︒
く先を示すのだ︒
私は学生時代︑テレビ局や新
ので︑記者が取材して読者に伝 聞社︑出版社といったマスコミ

う︒

未来を伝え続けてほしいと願

作り手も読み手も心に留めな
がら︑鹿児島の過去・現在・

大阪︑東京と暮らしてきて鹿 とても喜んでくれた︒
えたいと感じ紙面で表現されて への就職を目指していた︒﹁報
いることち現場で私が受け取 道﹂には社会を変える力がある 児島で生きる私としては︑・﹁新
社会情勢を伝える媒体はたく
さんある︒クリックひとつで欲
と信じていたからだ︒自分一人 鹿に載る﹂なんて︑よほどの功
では何もできない︒でも変えた 鹿をあげない限り縁のない世界 しい情報が手元に届く時代︒そ
の中で新聞が果たす役割を︑

ったメッセージとの相違に﹁へ
えー︑そこが記事になるんだ﹂

だと思っていた︒それが︑私で
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伝わる言葉を身につけたい︒﹁ど 申し訳ないが︶︒﹁伝える﹂機
を機に鹿児島へ︒．13年人材サー
うすれば伝わるのか﹂模索して 会を頂けたことに深く感謝︒・ ビス業で独立し︑リーダー・起
きた15年だ︒
﹁かおしに限らず︑新聞をめ 業家育成に従事︒鹿児島ウーマ
くるとそこに億友人の活躍の様ンライフ研究会代表︒本領発揮
子や︑鹿児島で生きる人々のき に火をつける着火ウーマン︒
南日本新聞と言えば︑﹁かお﹂
も楽しみな記事のひとつ︒これ

る︒そのために︑もっと広く︑
も載る︒︵と言っては︑記者に
もっと遠く︑も丁と多くの人に もこれまで登場された方にむ

い現実がある︒目指す世界があ

毎朝記事にツッコ︑︑ヽ

という驚きや疑念があった︒単
なる切り口の違いとも言える
が︑事実と解釈について考えさ
せられた︒
﹁報道﹂には社会を変える力
がある︒メッセージを発信する
ことで︑人の心を動かし﹂行動
を後押しし︑社会を動かす︒浄
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2015年（平成27年）9月27日

南 日本 新 聞を
実は︑紙面モニターをお引き
受けする際に﹁読者対象はどん
な方ですか？﹂と尋ねたところ︑
担当者の答えは﹁老若男女︑多
くの方﹂だった︒
価値観や生き方︑働き方が多
様化し個別化している今︑﹁あ
まねく多くの人に﹂届けること
は︑価値観が絞られ均一化され
っている︒私自身︑個人事業を

ていた時代と比べると困難にな
営む身として﹁誰の︑どのよう
なニーズに︑私の価値を提供で
きるか﹂を常に考えざるを得な
いし︑商売をしている人なら誰
でも少なからず実感があるだろ
う︒
では新聞の役割って⁝？

銅関銅鉱相打
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るというよりは︑半ば﹁いち
ゃもん﹂のようだったり︑時

男女が行き交う場所だ︒品ぞろ き︑言葉を交わし︑コミュニケ
えの好みや世代はあるかもしれ ーションの土壌を培ってきたの
ではないか︒

事ネタにかこつけて好き勝手に ないが︑家族でいつ行ってもそ

読み手の視点を知る

択監開配当ション

り報道の意欲を引き出される︒

自分の話を持ち出したりするこ れぞれのニーズに合うよう設計
南日本新聞は︑子どもから高
る○○新聞を購読していたのだ ともあるが︑この日々のトレー されている︒
齢者まで︑ローカルネタからグ
が︑毎朝6時頃に父が玄関に行 ニングとも言える経験が今に生
新聞はまさにそういう役割︒ ローバルネタまで︑桜島の風向
き︑手に取った新聞をトイレに きている︒
﹁おはよう﹂で家族の一日がは から離島のお祭りまで︑・誰が読
持ち込むのが慣例だった︵余談
そう思うと数年ごぶさたして じまり︑﹁新聞﹂を中心に昨日
んでも何かが見つかる仕掛けが
だが︑幼心にみんなで使うもの いた新聞が実はとても身近な存 はどうだった︑今日はどうだ︑
ある︒こんなに品ぞろえがよく
地域で最も選ばれている﹁情報
のデパート﹂を活用しない手は
ない！
一つリクエストするとすれば
とコミュニケーションが生まれ 紙媒体の弱点﹁双方向性﹂への
る︒父と娘では見る記事も異な 対応だ︒どの記事が人気で話題
るだろうが︑それが異文化交流 になったかという反応や共感が
になってちょうど良い︒一つの 分かる仕組みがあれば︑作り手
記事に対して翳翳と主張を
にとっても読み手の視点が分か

交わし合うのも良い︒
そうやって人は︑知識や情報

品から7階レストランまで老若 を得て︑視野を広げ︑視点を磨

老笥アパートがあるが︑地下食

をトイレに持ち込むという行動在だったと気づく︒子どもから
に抵抗感を抱いていた︶︒
大人まで︑年齢性別を問わず楽
それはさておき︑わが家では しめる︒
食卓を囲むたびに︑新聞記事
ん？ 確かそんな場所があっ
やテレビのニュースを題材に たよな⁚・﹁あ︑デパート！﹂
あれやこれやと議論するのが
鹿児島には﹁山形屋﹂という

コミュニケーションの基盤と
なっていた︒高尚な議論をす
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2015年（平成27年）10月25日

日本新

聞を

矢野 圭夏

南
紙面モニターも今日で3回
目︒l回目は﹁伝えることと新
聞﹂︑2回日は﹁家庭内コミュ
ニケーションと新聞﹂をテーマ
に私の昔話堂父えて書いた︒
このlカ月では﹁ネットと新︑
聞〜取材現場から﹂がとても興
味深かった︒今の時代だからこ
そ生じる課題や配慮すべき事柄
が毎回テーマに取り上げられて
いる︒
情報端末の発達により情報源
が多様化し︑いつでもどこでも
欲しい情報を得ることができ︑
個人の発信も容易になった︒そ
れに伴い︑個人情報にまつわる
犯罪やトラブル発生の危険性も
高まったように思う︒
情報が自由化された恩恵を受
けて︑私もSNSで仕事やプラ
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た記憶はない︒誰もが自分の体

イべートについて語り︑
WEBサイトでもブログ

け入れる寛容さ︒小さな成功体

はまる︒仲間のチャレンジを応
援する心︑失敗も成功も認め受

これは個人のみならず企業や
コミュニティトにおいても当て

いんです﹂
もちろん︑伝わらずにもどかし ないと分からない︒﹁どうしよ
対人関係やコミュニケーショ い思いをしたり︑誤解や言葉の うかな﹂と脳内でそるぐる考え
ンに課題を感じている人は多
あやで人間関係がこじれたりし を回らせるのも必要な時間だ
い︒それもそのはず︑学校教育で たことも数知れず︒
が︑リアルの場へ﹁どやー﹂と
﹁コミュニケーション芦を習っ
しかしそんなことは恐れず対 飛び込んでみて得られる成果は
話のトレーニングを重ね︑頭を 大きい︒

ているのだが⁝︒

験を通じてしか学べないのだ︒ 殴られるような﹁伝わらない﹂
では︑﹁うまく伝えられない﹂ 体験と︑魂が震えるような﹁伝

私を含め多くの人が日々︑ソ

ネット時代の課題興味深く

私は幼少の頃から﹁伝える﹂

なくてはいけないテーマかも︒

⁝なんて偉そうに書いてはみ
たが︑実は私が一番に肝に銘じ

向かうのか︒

ず⁝︒
選び何を得てどう生かすのか︒
学びから得たことでもあり大 リーダトとして何を示しどこへ

験を積み重ねて蔽織の財産にで
ーシャルメディアとリアルの両 時に何がおこっているのだろう わる﹂体験を繰り返し今に至る︒ きるかどうかはリーダーの器次
方において大量のコミュニケー つ・そもそも﹁うまく﹂とはど
この過程ではきっとたくさんの 第だ︒
ういう状態か？ ﹁伝える﹂と 方にご迷惑もおかけしてきたは ・世に野る情報の泉から何を
はどういう行為なのか？
ションを交わしていて︑その一
言一句に妄三憂しているかも
しれない︒

私は組織のリーダーや講師を ことに強いこだわりを抱いてい 切にしているのは﹁小さな成功
育てる仕事をしているが︑こん たということは第1回でご紹介 体験﹂︒仕事もプライベートも︑
な悩みによく立ち会う︒
したが︑コミュニケーションが 対個人のコミュニケーションで
﹁気持ちをうまく伝えられな 苦手だと自覚したことはない︒ も同じ︒失敗も成功もやってみ

4

2015年（平成27年）11月22日

南 日 本 新 聞 を
この1カ月を振り返り︑何に・
言及すればいいのだろう⁝︒そ
んな気分に陥った最後の執筆︒

私は﹁そもそも﹂を大切にし

で不安だらけです﹄とつぶやく

私は第3回のウークショップ は︑﹃当事者意識を持てよ！﹄ 担当する女性2人に指導をさせ
の企画とファシリテーション と言われて持てるものではない ていただいたが︑人の成長を間
ということ︵笑︶︒ではどうや
近で感じられた︒﹃司会よろし
︵司会進行︶を承った︒求めら
れたのはただの会議進行ではな って﹁その気﹂にさせるのか？ く︑つて任されたけど︑初めて
く︑会場の空気を温め︑参加者

いるようで︑社会に出る前に社

来会議﹂︒鹿児島市の谷山地区

﹁当事者意識﹂はどうやって
醸成されるのか？ 確かなの

で多いのが︑﹁当事者意識﹂が

第4回でファシリテーションを あ︒⁝ネーミングは別として︒1

﹁そもそも﹂に立ち戻ることで︑ ている︒新聞という報道媒体が

ている︒
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に住む人や関心がある人が力を 欠如していること︒周囲の出来 物事の原占筈見直すことができ 大小すべてのドラマに光を当て
合わせ︑地元の活性化のために 事や目の前の課題を自分に引き 整理されてくる︒自分の思いや ることは難しいが︑地域の取り
アイデアを持ち寄り自分たちの 寄せて︑何ができるか考えて行 モチベーションの源泉に気づき 組みに光を当てるために読者と
マチづくりを推進するコミュニ 動を起こす力︒今回の依頼者か 力が湧いてくると︑当事者意識 新聞とをつなぐ﹁ネタのパトロ
ティ1・イベントである︒今年 らもそんな事情を聞いていた︒ も芽生えて行動に結び付く︒
ール隊﹂のような仕組みやコミ
﹁たにやま未来会議﹂では︑
ュニティーがあったらいいな
9月から毎月1回の会議を重ね

まちの下ラマ発掘の仕組みを

かけになったのが﹁たにやま未

国民文化祭で活気づくニュース

な事件が1両で報じられる日も
ある︒私が日々の出来事に泣い
て笑って悩んで浮かれている間
碇も︑由界はぐるそると回って
いるのだ︒
鹿児島市に住むひとりの測代
女性として近頃の関心事のひと
つは﹁まちづくり﹂︒わが国の
施策でいえば﹁地方創生﹂だろ
うか︒鹿児島の特産品を全国へ
という記事をかなりの頻度で目
にしたし︑実際に地域の商品開
発の場に立ち会う経験もでき
た︒学生が企業や専門家と阻ん
で商口開発l を行う事例も増えて

﹁五㌦嘉

て谷山地区の禾釆がとても楽し
みだ︒
まちには小さなドラマが潜れ

が飛び交ったかと思えば︑悲惨
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会との接点をもつことは大きな の気持ちをひとつにし︑力を引 ている︒価値観も背景も異なる 彼女たちが﹁楽しい上と笑顔
財産になるに違いない︒
き出し︑成果を高めること︒な 人と人が顔を合わせ物事に取り で人前に立てるようになるまで
私がまちづくりに関わるきっ かなか骨太な場だった︒
組む過程で︑感情や意見がぶつ のドラマはここでは書ききれな
経営者やリーダーからの相談 かり合うのは当然︒そんな時に いが︑まんまと﹁その気﹂にさ
せられた彼女たちの今後︑そし
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