
52 　MAY 2011

 カメラマンになるまで

―NHKに応募したきっかけは？

金子　企業からの募集は大学の学生課の掲示
板に貼られるんですが，まず受けられるところ
が非常に少なかった。当時は男女別の募集で，
男子を採るとか女子を採るとか，はっきりと書
いていました。女性でかつ文学部でも可という
募集は非常に少なかったですね。
そして，NHK以外のテレビ局は公式な募集
は無い時代でした。ですからNHKの募集が掲
示板に出たのを見て，よし受けてみようと思い
応募しました。
―NHKに入った時の職種は？

金子　「一般事務職」でした。当時は「一般事
務職」の中にディレクターもいました。だから私
の同期には，事務もいれば，ディレクターになっ
た人もいました。私の場合はディレクターになる
のだろうと思っていたら事務だったんです。
―本当はディレクターになりたかった？

金子　そうですね。ディレクターというか，放
送現場の仕事をしたかった。
配属されたのは人事課で，最初から，夜9時
ごろまでの残業で，人事記録カードや身分証明
書を手書きで作る仕事をしました。
きちんとした字で書ければいいんだけれど

雑誌の見開きページで紹介された女性テレビ
カメラマンの姿。これは，昭和33年6月発売の
『週刊女性』に掲載された記事である。金子鮎
子さんは，この当時，完全な「男の世界」だっ
たニュース取材の現場で，日本で初の女性テレ
ビカメラマンとして注目を集めた。彼女は，昭
和30年にNHKに入局し，主にニュースのカメ
ラマンとして活躍した後，広報や人材育成にも
力を注いだ。テレビ業界で働く女性のパイオニ
ア的な存在である。
「放送史への証言」，今回は，金子鮎子さん
の話を紹介する。

〈放送史への証言 〉

チャンスを作り夢をかなえる
～日本初の女性テレビカメラマンが歩んだパイオニア人生～

メディア研究部（メディア史）　柴田　隆　

『週刊女性』昭和 33 年 6月29日号（主婦と生活社）
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（笑），私は字が下手で，よく間違えるから，イ
ンク消しをしょっちゅう使っていました。　
1年後の昭和31年には異動。私自身も異動
を希望していたのですが，上司もあまり人事向
きではないと思ったのでしょうね。しょっちゅう
字は間違えるし（笑）。
―事務の仕事から放送現場に異動するケー

スは，多かったのですか。

金子　ちょうどラジオからテレビへとだんだん
仕事が拡大される時期でした。ですから，事
務部門から放送現場に移るケースも多かったで
すね。現場でも人数を増やさなければいけなく
なり，本人希望があれば行けたのではないかと
思います。
―放送現場でも特にカメラマンを希望された

のはどうしてですか。

金子　最初からカメラマン希望だったわけでは
ありません。最初に現場に移った時は，テレビ

ジョン局映画部で海外ニュースを担当しました。
当時，テレビのニュースは今のようにアナウン
サーの顔出しはなく，全部フィルム映像でした。
それも海外ニュースは，外国からの購入です。
今は衛星中継ですぐに映像が手に入りますが，
昔の海外ニュースは，輸入して税関を通らない
といけない。税関を通ったものをオートバイで
運んだので3，4日遅れて到着しましたね。
そうして輸入したフィルムの英語のキャプ
ションを日本語に訳して編集し，日本の一般
のニュースの中に入れたり，海外だけの週間
ニュースに出したりする仕事をしていました。
当時はニュースが今のようにちょくちょくあり
ませんでしたから，昭和31年当時は，日に3回，
お昼と夜7時と夜9時に出していました。
―その仕事は面白かったでしょうか。

金子　当時は，面白い面白くないというより，
ただ一生懸命でした。フィルムが 3，4日遅れ
て来ますので，その日のほかのニュースの中に
混ぜて放送するわけです。共同通信などの資料
を集めておき，放送時点のニュースと，フィルム
のその時の情報をアレンジして放送しました。
―カメラマンへの道を歩み始めたのはいつご

ろから？

金子　すぐにカメラマンになれたわけではあり
ません。そんなに簡単ではなかった。
海外ニュースの放送が夜9時までありますか
ら，自分の担当の時にはキューを出すために局
に残っている必要があります。そうして手の空
いた待機時間に何かできないかと考えました。
とにかく何でも屋さんのように，使い走りや
いろいろなことをしました。新人ですからね。
日曜日にはなるべく家族持ちの人に休んでもら
い，代わりに若い私たちが出勤しました。
当時は人手不足ですから国内班が取材に行

昭和8年東京生まれ。昭和30年早稲田大学第
一文学部を卒業後，同年NHKに入局，日本初の
女性テレビカメラマンとしてニュース番組などの制作
に携わる。その後、広報室，中央研修所等に勤務。
昭和63年，NHKを退職後，平成元年，精神障害
者とともに働くための株式会社「ストローク」を設
立，同社代表取締役に就任，現在に至る。

金子鮎子（かねこ あゆこ）さん
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く時に，ライトマンなど人が足りないのを見て
「私手伝います」と手を挙げ一緒にくっついて行
き，取材の手伝いをしていました。
そうして，昭和33年ごろから，カメラをワンカッ

トだけでも撮らせてもらえるようになりました。
―カメラマンとしての仕事が本格化してきた

のはいつごろからですか。

金子　昭和 33 年のアジア大会１）の前までは，
もっとカメラの仕事をしてみたいと思っても普通
の取材ではなかなか難しかった。
アジア大会が東京で開催されたおかげで
チャンスをつかむことができました。
アジア大会の選手村は品川のホテルにあり，
そのホテルの中で女子選手村と男子選手村に
分かれていました。女子選手村のスペースは女
性しか入れない。開催前にそのことがわかった
ので「その取材は私に行かせてください」と言っ
てお願いしました。
まだ，正式なカメラマンではないので，カメ
ラは自分専用のものが無い。先輩のを貸しても
らって取材しました。　　
それも，カメラの撮影だけではなくインタ
ビューなどの中身の取材もして，この映像はこ
ういう意味で撮ったということを説明して使って

もらうようにしました。自分の担当の仕事（海
外ニュース）の隙間を縫って，朝早く行ったり夜
行ったりして取材しました。女子選手の練習や
食事の様子，音楽を聴いたり，ダンスしたりく
つろいでいる様子を撮影して「これを使ってくだ
さい」と売り込んで使ってもらいました。
アジア大会期間中は朝から晩まで走り回って
いました。日中は，普通の海外ニュースの仕事
があるわけです。海外ニュースをやりながら，
朝や晩に選手が帰って来たころ，選手村に行っ
て，他社ではできない女子選手村の取材を懸
命にやりました。
―すごい行動力ですね。

金子　自分で，やらせてくれと言ったのだから，
自分で工夫しなければいけませんよね。何と
かネタにしなければいけないわけです。私はス
ポーツ選手のことを知らないので，分からない
ところは運動部の先輩女性ディレクターに頼ん
で一緒に行ってもらいました。
―その後，カメラマンとして認知されてくる

ようになったのはいつごろですか？

金子　その後も，時間を融通して取材を手伝っ
て認められるように努力しました。
内閣改造があると，一斉にカメラマンたちは
出払って新任の大臣を撮らなければいけないの
で，カメラマンが足りなくなる。そういう時にも
「行きますよ」と手を挙げました。　　
私が24歳の時で，新人だから，序列からい
けば本来の役回りではないけれど，昭和33年
6月に佐藤栄作さんが大蔵大臣になった時 2）も
「私が行きます」と手を挙げ，「では，行ってく
れ」ということで実現しました。そんなことをし
ているうちに，だんだん人が足りなければ行か
せてもらうというような感じになってきました。
―そのころ，皇太子（現在の天皇陛下）の

同僚のカメラマンとともに。右が金子さん
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ご成婚がありました。

金子　ご成婚は昭和 34 年，ご婚約発表は昭
和 33 年 11月でしたね 3）。美智子さまご婚約発
表直前の正田邸での撮影も思い出深いものがあ
ります。たまたま，美智子さまの同級生が同じ
映画部にいましたので，彼女と一緒に，マスコ
ミ各社が車で張り込んでいる横を通り抜け，テ
ニスの友達のような感じで正田邸を訪ねました。
邸内で美智子さまを撮影させていただきました
が，透き通るように色白で，美しく気品があり，
細やかな心配りをされる美智子さまがとても強
く印象に残っています。
―それはスクープ映像ですね。

金子　ご婚約発表関連番組の中で，私が撮っ
た映像も放送されました。

 カメラマン時代

―正式なカメラマンになったのはいつですか。

金子　昭和 34 年の人事異動からです。
昭和39年の東京オリンピック開催がその年
に決定し 4），また女子選手村もできるだろうか
ら，女性のカメラマンもいた方がいいのではな
いかということだったと思います。
カメラマンは国会班，スポーツ班などいろい

ろな班に分かれていて，私は遊軍でした。　
遊軍のネタは，天気や展覧会などの街ネタ，

『こどもニュース』関係など，多かったですね。
―先輩たちが撮るカメラの映像を見て金子さ

んとして何か感じていましたか。

金子　そもそもカメラマンとしては，自分独自
の感性もありますが，素材や，そのニュースが
何を伝えるかを映し出すことが重要ではないか
と思います。
例えば，ファッションショーだと，男の人は，
ついモデルの顔の方にカメラが向いてしまうか
もしれないけれど（笑），私だと，ファッション
のデザインとか，その年の流行とか，そういう
ポイントにウエイトを置いて紹介する撮り方をし
ましたね。
それから，動物関係のニュースでも，粘って
撮るように努力しました。例えば動物園から「赤
ちゃんが生まれたから公開します」という連絡
が来ます。そうすると，取材に行くと各社とも
来ていますが，もう，皆さんは手慣れたもので，
ささーっと撮って帰ってしまう。当時，公開の
時刻は午前10時30分で，昼のテレビのニュー
スには間に合わず，新聞の夕刊には間に合うよ
うな時間設定でした。私の場合は，夕方の『こ
どもニュース』5）以降のニュースに間に合わせれ
ばいいので，2〜3時間粘れるんですね。せっ
かくだから，赤ちゃんとお母さんがいい表情を
したところ，いい動きのところを狙う。それを
粘って撮りました。
―当時，カメラなどの機材が重くてその操作

が大変だったのだろうと思うのですが。

金子　当時，私たちが使ったのは，音のない
16ミリフィルムの「ベル・アンド・ハウエル」です。
重さは今のカメラより少し軽く3.75kg のもので
したから，カメラそのものが重くてどうしようも

正田邸での美智子さま（金子さん撮影）



56 　MAY 2011

ないというほどではなかった。
ただ，『こどもニュース』だと，音も取りたい
ので，時にはデンスケ（録音機）も一緒に持っ
て行きました。そして私は背が低いから，少し
高い位置から撮るため，脚立を持って歩いたこ
ともあります。そうなると結構大変で，やはり
腕が太くなりましたね。
―もともと体力はある方でしたか。

金子　いや，そうでもない。NHKに入った時
は 39kgくらいでしたかね（笑）。今より痩せて
いました。でも，若いうちというのは使えば体
がちゃんと出来てきますから。
―カメラマンとしての時代，最も思い出に残っ

ている仕事は何でしょうか。

金子　いろいろありましたが，『現代の映像』
の中で，交通事故多発地点を取り上げたことが
あります。今の環状 7号線の大森の近くや，大
原の交差点の近くで，交通事故が非常に多く，
道路の構造上，見通しが悪い事故多発地点が
ありました。1〜 2 週間毎日行き，その危ない
地点を撮りました。
当時は，今よりもっと子どもの交通事故が多
く，「交通戦争」という言葉も生まれました。通
常のニュースだけでなく，『こどもニュース』で
もNHK全体でも交通事故を無くすキャンペー
ンをしていましたから，映像の力で一般の人に
訴える努力をしました。こうしたことで社会が
変わっていくのだと思いました。
―動物関係の取材も多かったようですね。

金子　動物園へしょっちゅう取材に行っていま
したから，多摩動物園の人と知り合いになり，
あるとき，『こどもニュース』の取材に行って，「コ
ビトコブウシ」というウシの赤ちゃんが生まれま
した。まだ名前が無い。「では，局に帰って放
送が出るまでに決めておいてください」と動物

園の方にお願いしました（笑）。それで，放送
に出る前に電話して「名前は何となりましたか」
と聞いたら，動物園の方は「困ってしまったか
ら，あなたの名前のアユとウシをくっつけて取っ
てアユシにした」（笑）とのこと。『どうぶつと
動物園』（東京動物園協会発行）にも本当に「ア
ユシ誕生」と記録されてしまいました。
また，人間社会で風邪がはやり，猿も風邪を
ひいて動物園でもはやっているというので撮り
に行きました。当時，長い望遠ではなく普通の
カメラで，猿小屋の柵の網の中にレンズを入れ，
撮っていました。猿がゴホンゴホンとせきをして
くれた映像はいいのですが，その猿の風邪を
私がもらってしまいました。
人間にも猿の風邪がうつるんですね。でも，
せきをしているところはどうしても撮りたかっ
た。動物は取材していると面白くなります。
―苦労して撮った映像が放送されるのは，

カメラマン冥
みょうり

利に尽きるのでしょうね。

金子　そうですね。そういう映像を撮りたいか
ら頑張って粘っているわけです。
大方のニュースは朝9時ごろに取材に行き，
午前10時半ごろまでに撮り終え，局に帰ってき
てお昼の放送に間に合わせるよう段取りをよく
考えて撮影します。時間が勝負ですから。今の
ようにたくさん撮れません。1ロールつまり100
フィート（時間にして3分弱）の中で収めないと
帰ってからが時間を取ってしまいます。長く撮っ
てしまうと現像や編集の時間も長くかかります。
―反響が大きかったものは何ですか。

金子　私は人の表情が好きなんです。『こども
ニュース』でも，子どもの場合，気持ちを正直
に表情に出します。それをなるべくキャッチして
撮るようにしました。そうすれば見ている人もそ
れを感じるわけです。
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私の撮ってくる映像は，子どもたちのいろい
ろな表情があるから面白いと言われたことがあ
ります。うれしかったですね。
―男の世界に飛び込み，女性ということで

苦労された体験はありましたか。

金子　私はかわいがってもらいました。こちら
も男の人の世界に入っていくわけですから，気
持ち良く受け入れられなければだめですね。先
輩のフィルムをまとめて現像のセクションに持っ
て行ったり，お使いのようなことをしたり，何で
もしました。今だとそういう発想は無いかもし
れませんが，仕事がうまく回るように，お互いに
気持ち良く仕事をした方がいいですから，懸命
に動きました。
どうしても体力面では，男の人より弱いので，
そこは自分でも工夫しました。午前中の仕事を
終わって，お昼を食べずに，すぐ午後の仕事に
かからなければいけない時のために，ロッカー
にチョコレートやチーズを買って入れておくんで
す。それを途中の車の中で食べる。そういう準
備はいつも心がけました。
お酒を飲むにしても，飲み過ぎて，翌日，調
子が悪いというのはまずいという気持ちがあり
ました。男の人であれば体力がありますから仕
事に影響が少ないけれど，女性の場合は仕事
に影響してしまう。体調管理には特に気をつけ
ていました。
―うれしかったことは？

金子　昭和 34 年の人事異動で正式なカメラマ
ンになって，自分のカメラをもらった時は，とて
もうれしかったですね。
みんな自分専用のカメラがあるのですが，手
伝いでやっているうちは専用のカメラは無い。
光が漏れてくるような当時開発中のカメラを貸
与されたこともあります（笑）。

―そして，いよいよ昭和 39 年の東京オリン

ピック。

金子　あんなに大勢の外国人が日本に来たの
はおそらくあれが初めてだと思います。なじみ
の無かった国からも外国人が来ました。やはり
歴史に残るビッグイベントでしたね。
東京オリンピックでは大会期間前から，競技
場の建設現場なども取材し，ニュースで紹介し
ていました。
代々木体育館 6），日本武道館など，建設用の

足場から屋根にも登って撮影し，オリンピック
競技施設の紹介をしました。
選手村は，今の代々木青少年総合センター
にあって，その中に女子選手村が区画を分けて
合宿していました。
男子の場合は，アメリカの村，フランスの村
というように国別に棟が分かれていましたが，
女子選手村6棟は国によって部屋が分かれてい
ました。だから，同じ棟に複数の国が同居して
いました。
―女子選手村の様子を教えてください。

金子　私は当時女子選手たちがあんなにお
しゃれをするとは思いませんでした。
選手村の中に美容室がありました。開会式の
時はもちろん，自分の競技前も，ちゃんとメー
キャップして競技するんですね。
取材は，競技の妨げになってはいけないか
ら，毎日できたわけではありません。選手村の
ロビーまで行けても，選手の部屋へは入れませ
ん。その選手に招いてもらわないとだめ。中で
話をさせてくれと頼んで，本人のOKが出れば
初めて個人の部屋で取材ができます。ドーン・
フレーザー選手 7）にはそうやって部屋に入れて
もらい取材しました。そのほか，ロビーや食堂
で話をしましたがそれも限定されていました。
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―ロビーや食堂には，男性でも出入りでき

たのですか。

金子　男女共通の食堂はいいのですが，女子
選手村の食堂はだめです。女子選手村のゲート
から先には男性は入ることはできません。
―金子さんは日本最初の女性テレビカメラ

マンですが，そのころ，他の局はどうでしたか。

金子　共同通信にもいましたし，民放各社とも
カメラ取材のできる女性を育てていました。
各社とも東京オリンピックのために人材を確
保していたようですね。NHKでも，記者として
採用した，語学ができる女性にカメラを覚えて
もらった。その時期に4人，カメラを撮れる記
者を育て，私も入れて5人，NHKには女性カメ
ラマンがいました。
―東京オリンピック期間は昭和 39 年10月

10日から2 週間ですが，前後の期間を含め長

く感じたでしょうね。

金子　長かったようですが，もう夢中でしたね。
私は同じ年の 8月からオリンピック取材班とし
て，岸体育館に詰めて取材しました。そして，
選手村の開村式が昭和 39 年 9月15日，私は
選手村専属で取材にあたりました。
毎日朝8時前に出勤し，機材を持ち，選手
村に行っていました。何事もなければ夜8時ご

ろにNHKに帰ってくるという感じでした。
―東京オリンピックの取材は金子さんにとっ

て，どういう経験だったでしょうか。

金子　東京オリンピック期間中には，国際的に
もさまざまな出来事がありました。ソ連では政
変がありフルシチョフ首相が辞任しました。初
の3人乗りのソ連宇宙船ボスホート1号が打ち
上げられ，宇宙開発の面でも米ソが激しく競争
をしていました。また，中国は最初の核実験を
行い，ハンガリーの選手は日本で外国の大使
館に亡命し 8），そして，ザンビアはイギリスから
独立しました。
選手村は世界の動きの縮図でした。女子選
手村の取材だけではなく，私は選手村担当とし
て，そうした状況の中で選手のさまざまな動き
を撮りました。貴重な経験でしたね。
―そういう報道現場を10 年以上経験した

わけですね。

金子　はい。昭和 31年から 43 年までの12 年
間でした。

 管理部門への転身

―昭和43年に現場から広報室へ異動しまし

た。その後，研修所，インフォメーション部とい

わゆる管理部門でのお仕事が続くわけですね。

金子　自分でもずっとカメラマンをやっていくわ
けにはいかないだろうと思っていました。
当時は労働基準法の保護規定で，女性の深
夜労働は禁止されていました。ディレクターやア
ナウンサーは例外的に女性の深夜労働が可能
でしたが，カメラマンは他の職種と同様深夜労
働が禁じられていました。深夜の取材ができな
いため，デスクは途中で男性の交代要員を出さ
なければならない。また，男性はだいたい1週

東京オリンピック（昭和 39 年）
選手村で同僚と（右から3人目が金子さん）
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間に1回泊まり勤務がありましたけれども，女
性には泊まりはできません。そして，年齢面で
もキャリアでも，デスクより少し下ぐらいの中堅
クラスになってきた。デスクは使いにくかったと
思います。
それで，広報室に異動。希望をしての異動で
はなかったけれど，特に不満はありませんでし
た。カメラマンとしてのさまざまな経験は私の人
生の中での貴重なページです。今でも，当時の
カメラマン仲間で作る会に私も入れてもらってい
ます。仲間と認めてくれているんですね。楽し
い集まりになっています。
―広報室，中央研修所，インフォメーショ

ン部ではどのような仕事でしたか。

（広報室）

金子　広報室では，NHKの海外へのPR 用
の雑誌を毎月のように出しました。
日本語でいろいろな原稿を書き，海外向け
のPR誌を作り発送する仕事や，社内報「ネット
ワークNHK」，「放送文化」の編集をしました。
ネタを探すということでは報道現場での経験が
役立ち，新しいことにどんどん取り組みました。
広報室には7年いました。
（中央研修所）

私は，研修所はいろいろなことをやれる可
能性があると思ったものですから，希望を出
し，異動させてもらいました。研修所では人間
関係の研修（コミュニケーションの研修，人間
性の開発の研修，創造性の開発など）などを
手がけました。昭和50年から54年，インフォ
メーション部の4年間をはさんで，昭和58年か
ら63年の退職まで，通算9年間研修所で仕事
ができたことはとても良かったと思っています。
（インフォメーション部）

昭和54年から4年間，インフォメーション部

で受付の人たちの管理も担当しました。
受付はみんな若い女性です。当時，男性が
管理していたのですが，なかなか通常のやりか
たではうまくいかないということで，私に白羽
の矢が立ったようです。上から一方的に押し付
けるのではなく，みんなの意見をくみあげなが
ら制服を変更したり若い女性のデリケートな体
調を親身になって管理したりすることで，職場
の意欲が上がり，役目は果たせたと思います。
―金子さんはテレビ放送草創期の昭和 30

年から63 年までNHKにいらっしゃいました。

その間，男女雇用機会均等法 9）も成立するな

ど女性を取り巻く環境も大きく変化しましたが，

女性の働き方についてどういう感想をお持ちで

すか。

金子　今は，さまざまなところで女の人が元気
に働いていると思います。昔は，男女の役割を
分け，女性の職域を制限していました。今の女
性には，チャンスがあり，できることはもっといっ
ぱいあると思います。
女性は器用です。女の人は子どもを育てなが
らご飯を作ったり，掃除をしたり，いろいろな
ことを並行してやることができます。男の人は不
器用な人が多くて何かをしながら並行して他の
こともするというのが苦手です。洗濯機を回し
ながらずっと突っ立って待っている（笑）。そん
な発想の男性が多い。
そして，女の人の方が柔軟な人が多いんです
よ。子育てだって相手に合わせなければならな
い。子どもは待ったなしです。どんどん成長し
ていくわけですし，それに合わせなければなら
ないわけです。
その器用さ，柔軟性を生かせば，女性がで
きることはいっぱいあると思います。
金魚も大きなところに入れると大きくなると言
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います。それと同じように，女性もチャンスを与
えられれば，いろいろなことにトライできて能力
もさらに伸びると思いますね。
もっと世の中も企業もそういう女性の力を活
用できるような体制にならないといけないと思
います。

―今「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生

活の調和）」が提唱されているように，社会も

変わってきたと思いますが。

金子　変わりつつあるとは思いますがまだまだ
です。女の人が子育てしながら仕事ができる体
制を作らなければだめですよね。それは企業も
含め，社会全体の課題ですね。
そういう体制があればみな安心して仕事がで
きます。待機児童を解消するような保育施設と
か，そういう社会整備が必要ですね。
―女性へのアドバイスはありませんか。

金子　子どもを育てるということはとても大事な
ことですし，子どもが健全に育つような仕組み
を作るのは，女性だけではなく男性も含め社会
全体に必要なことです。
今までの仕組みを積極的に変え，自分の力
をいろいろな形で生かせるようにして女性自身
も努力していかなければいけない。

とにかくあきらめずに女性の側からも粘り強
く発信し提案して，そして変えていくことが必
要です。自分から働きかけて言わないと変わら
ない。
けんかをする必要はありません。私自身は，
けんかや激しいことを言うのは苦手です。だけ
ど，なるべく一緒にできるようにしたい。私の
場合はそういう形で，協力してもらえるような態
勢を作る，それに向けて常に努力をしてきまし
た。でも，そのやり方はいろいろあります。そ
の人のキャラクターによって，いろいろな働きか
け方があると思います。みんなで知恵を出し合
えばできるわけです。今までの慣習にとらわれ
ずに，工夫をしながら，女性がもっとさまざま
なところで仕事ができるチャンスが増えればい
いですね。
―退職後も，精神障害者支援の仕事をな

さっています。その行動力は健在ですね。

金子　私はNHKでまわりの人の理解と協力の
おかげで，さまざまな新しい仕事を経験させて
いただきました。
今，世の中には働きたくとも働く場や機会に
恵まれない人が多数います。私もそうでしたが，
働くことによって自信を与えられ，能力が伸び
ていくものです。まず，働くチャンスを与えるこ
とが必要です。私はNHKを退職後は，精神障
害者の方に働くチャンスや働く場を提供する仕
事をしたいと考え，今も努力を続けています。
おかげさまで，最近では社会や企業側の意
識が相当変わってきていて，NHKでも精神障
害者の方自身がいろいろな番組に出演すること
が増えてきましたね。
これからもチャレンジをしていきますよ。
―長時間，ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　（2011.2.15）

東京オリンピック（昭和 39 年）選手村で取材中の金子さん
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 チャンスを作る
　　　　　　　　－インタビューを終えて

「チャンスの神様には前髪しかない，だから
チャンスが来たら逃さずつかめ」ということわ
ざがある。しかし，金子さんの場合，ただチャ
ンスが来るのをじっと待っていたのではない。
チャンスを作る努力を惜しまなかった。労働法
制上，勤務に制約があり，女性テレビカメラマ
ンが職種として存在していなかった時代，取
材班にくっついて行ってライトマンをやったりカ
メラマンの人数が足らない時にみずから手を挙
げて手伝ったりしながら，アジア大会女子選手
村取材を提案し，先輩のカメラを借りて実績を
上げ，日本初の女性テレビカメラマンとなった。
敷かれたレールを走ったのではなく，みずから
レールを敷いたのだ。その後，広報や人材育
成などでも新しい仕事を手がけ，NHKを退職
後も，精神障害者に働く場を提供する会社を設
立し，毎日がフル稼働である。
インタビューでは終始ソフトな語り口だった
が，女性の仕事のありかたに対する金子さんの
提言は，ご自身が大きな実績を上げてきただけ
に，何にも増して強い説得力がある。
金子さんの自宅兼会社でインタビューを行っ

たが，その最中にも電話が絶えずかかってきた。
インタビュー後，平成23年3月11日（金）に
発生した「東日本大震災」のために，主催した
精神障害者就労支援全国セミナーを急きょ中止
にするなど，これまで以上に忙しく走り回って
いる。
年齢を感じさせず，常に新しいことに積極的
に挑戦し行動し続ける姿勢に学ぶべきことは多
い。

（しばた たかし）

注：
1）第 3回アジア競技大会。昭和 33 年 5 月 24 日〜
6月 1日に東京都で開催された

2）第 2次岸内閣（昭和 33 年 6 月 12 日成立）で佐
藤栄作氏は大蔵大臣に就任した

3）昭和 33 年 11 月 27 日にご婚約発表　
昭和 34 年 4 月 10 日にご結婚

4）東京オリンピックの開催は，昭和 34 年 5 月 26
日の IOC 総会で決定した。東京オリンピック
の開催期間は，昭和 39 年 10 月 10 日〜 10 月
24 日

5）『こどもニュース』は，昭和 34 年４月からスター
ト。当初は毎週火曜日，総合テレビ 18 時台に
8分間の枠で，子どもに関する全国の話題を放
送した

6）現在の国立代々木競技場
7）オーストラリアの女子競泳選手。メルボル
ン・ローマに続き，東京オリンピックでも女子
100m自由形で金メダルを獲得，3連覇を達成

8）ハンガリーのカナディアン・カヌーのテレ・
アンドラシュ選手は同国観光客と米大使館に亡
命，同じくハンガリーの射撃のバラ・ガボール
選手は西独大使館に亡命した

9）「雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法
律」（昭和 61 年４月施行）


