創立 1951.1.1 承認 1951.3.23 登録番号 7734

DIST.NO.2530

OF

WEEKLY REPORT
2013-14 年度 福島ロータリークラブ会報 vol.
■例会日／2014年2月27日（木） ■開会点鐘／12：30
■会 場／ホテル［辰巳屋］8F
福島ロータリークラブホームページ

33

2月は
「世界理解月間」
です

【事務所】福島市栄町5の1 ホテル辰巳屋 7F 【例会日】木曜日12：30 【例会場】ホテル辰巳屋 8F
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第 33 回 会長挨拶

例 会 次 第

新会員スピーチ

2013-14年度 会長

紺野

晴郎

所得税の確定申告の時期に
なりました。大雪の為、スケ
ジュールが大幅に崩れ、関与
先様にご迷惑をかけております。東京電力の事故に伴い
申告期限の延長されていた相双地区や川俣町は 3 月 31
日が期限となりました。平成 22 年度分から 4 年分の申
告なので税務署では個別相談に応じて 1 年間の猶予期間
を設けています。また、公的年金の収入金額が 400 万円
以下で公的年金以外の所得金額が 20 万円以下の方は税
務署への確定申告が不要の為、医療費控除や寄附金控除
などで所得税が還付される場合を除き、市役所への市県

福島テレビ㈱取締役副社長

森

洋一 様

紺野晴郎 会長
開会点鐘
ロータリー・ソング
「福島ロータリークラブの歌」
ソングリーダー

丹治正博 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
会長挨拶		
退会挨拶		
─食

紺野晴郎 会長
宮本行一 会員

事─

幹事報告		
各委員会報告

日比野恒夫 幹事

●プログラム・ニコニコBOX小委員会

民税の申告となりました。せっかく申告会場へお越しに

ニコニコ BOX 担当		

八巻恵一 委員

なったご高齢の方々が説明を聞き、お帰りになる姿を拝

◎本日のプログラム
閉会点鐘		

紺野晴郎 会長

見し心が痛みました。市県民税の申告会場も一緒になれ
ば解決する問題かと思います。

例会プログラムのご案内

今日はロータリー財団奨学生小室あかねさんのドイツ
ルール大学ボーフムへの留学激励と、宮本行一福島競馬

■ 3 月 13 日（木） 理事会承認休会（3 回目）

場長の転勤挨拶があります。送り出す方はさびしさがあ

■ 3 月 20 日（木）

りますが、お二方のこれからのご活躍をご祈念申し上げ
ます。また、福島へおいでになるものもあるようで、中国
からの PM2.5 濃度が上昇しているようです。皆様マスク
なとでご注意ください。

再生可能
エネルギー
情報館オープン

（福島駅）

狩野 安則 会員
福島駅新幹線コンコース内に 3 月 1 日（土）設置
される、再生可能エネルギー情報館の PR をされ
ました。

18：30 〜「辰巳屋」

「クラブ創立 63 周年記念 〜音楽の夕べ〜」
■ 3 月 27 日（木）
・新会員スピーチ

12：30 〜「辰巳屋」
中島健至会員（日本銀行福島支店長）

＊血圧測定

幹事報告

日比野恒夫 幹事

例会変更のお知らせ
● 3 月 4 日（火）福島北 RC の例会は
理事会承認休会となっております。
その他のお知らせ
●本日 18 時 30 分より石林にて「競馬を楽しむロー
タリアンの会 宮本行一会員送別会」が開催されま
す。参加予定の方、宜しくお願い申し上げます。
●次週 3 月 6 日（木）18 時 30 分より、石林にて 3 月
理事会を開催致します。役員 ･ 理事の皆様宜しくお
願い申し上げます。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

逸見政孝と田丸美寿々がキャスターのローカルニュー
スを担当し、ホテルニュージャパンの火災、翌日は日本
航空の片桐機長の羽田沖墜落事故、そして、三浦和義の
ロス疑惑など大きな事件、事故の取材を経験しました。

新会員スピーチ

私は、昭和 25 年 1 月の「五黄の寅年」生まれです。福
島には平成 21 年 6 月にフジテレビから福島テレビに参
りました。
フジテレビでは、昭和 47 年から東京ローカルの情報
番組「リビング 4」という「3 時のあなた」の後、午後 4 時

昭和 60 年には、運輸省の記者クラブに担当が変わり、
その年の 7 月の国鉄改革法案、8 月には日航ジャンボ機
墜落の御巣鷹山の事故などの取材を 2 年間経験しました。
その時の日本テレビの運輸省担当記者が現環境大臣の石
原伸晃氏で、よく一緒に夜回りなどをしておりました。
昭和 63 年には、ゴールデンタイムでの情報番組の制
作に変わり、逸見政孝キャスターの「なんてったって好
奇心」という番組を担当し、昭和天皇の崩御や、
「めざま
し TV」の前身の「ワールドアップリンク」という早朝の

からの番組のディレクターとしてテレビ局人生をスター
トしました。
この番組のコンセプトは、
「奥様方の役に立ち、番組を
見ると得をする」というローカルならではの小回りのき
くものでした。例えば、産地直送、千葉や埼玉からその日
に収穫された魚や野菜を、番組がトラックをチャーター

番組も立ち上げました。
そして、平成 6 年 44 才で営業に異動し、平成 7 年の 1
月 17 日の阪神大震災を営業で経験しました。CM を放送
しない放送を東京で 1 週間、大阪では 3 週間続け、民放
営業の厳しさを経験しました。営業では、オリンピック
放送の民放のセールス責任者としてアトランタ五輪、長

して中継車のいる都内の大団地に運び、市場価格で販売
しました。
「大バーゲンセール」三越、西武など大手百貨

野、シドニーを経験しました。
その後、編成、そしてネットワーク局という系列局の

店と組み、武道館で破格の値段でセールを行い、武道館
を一周する人々が集まりました。
又、ハワイやヨーロッパの番組が企画した旅行をこれ
も格安に募集しました。これも大好評で 4 年ほど続けま
したが、ハイジャック事件の頻発など海外旅行をテレビ

担当となり、その際には系列局の社長様とアトランタ五
輪にも参加し、夏 3 大会、冬 1 回の開会式を会社の出張
で楽しませてもらいました。
そして、平成 15 年、ネットワーク担当では、今日、資
料をお持ちした「FNS チャリティーキャンペーン」の責任

局が責任を持つようなことはやめるということになりま
した。
「大バーゲンセール」や「海外旅行」が何故破格で出
来たかといえば、テレビにお客様を集めるパワーがあり、

者としてテレビ局のチャリティ事業にも関わりました。
現在、フジテレビ系列は 1974 年から 2007 年まで「ア
ジアの恵まれない子供たちの為に」をテーマに募金活動

業者さんは広告宣伝費などの経費を大幅におさえること
が魅力だったということです。
これらの積み重ねの結果、フジテレビは業界初の通販
会社を設立し、レギュラーでテレビ通販をスタートさせ
ました。
その後、昭和 55 年から報道局に移り、異動のその日、
当時の大平総理が急逝し、初の衆参ダブル選挙になり報
道の企画番組を中心に仕事を進めました。

を行い、創設 35 年を迎えた 2008 年からは「世界の子供
たちの笑顔のために」と支援を世界全体に広げ、アフリ
カ、南米などにも広げて参りました。チャリティ活動で
難しい点は、その場限りではダメだということです。そ
の為、フジテレビ系列はユニセフと協力し、支援国の選
択から支援のあり方まで協議しながら行っています。
今日お配りしております“FNS チャリティーキャン
ペーンニュース”は平成 25 年度のものです。本年度はネ

福島テレビ㈱取締役副社長

森
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洋一 会員

パール共和国です。取材は朝の情報番組“特ダネ”チーム
が担当し、30 才前後の働き盛りのキャスター、ディレク
ターとユニセフのコーディネーター、そして、フジテレ
ビの事務局のベテランが同行し、フォローしています。
この取材を経験した若手はそれまでとは一味違う視点

他のマスコミでも、日本テレビ系列は 24 時間テレビ
「愛は地球を救う」
、テレビ朝日系列は「ドラえもん募金」
、
福島では福島民報社の「財団法人福島民報厚生文化事業
団」やラジオ福島の「通りゃんせ募金」キャンペーンなど
があります。マスコミのきちんとした報道放送と共にテ

を持ち、その後の番組取材に生かされます。3 ページか
ら 10 ページに今年度の報告がありますので後ほどお読
みいただければと思います。

レビ媒体の影響力で、チャリティ活動に積極的に取り組
む姿勢が常日頃から大切だと思っております。
私も福島テレビに参りまして 5 年になりますが、これ
までの経験を生かし、
「東日本大震災、原発事故」からの
福島県の復旧・復興に少しでも役立つようこれからも頑
張りたいと思っております。

「競馬を楽しむロータリアンの会」主催による宮本行一会員送別会が行われました
■日時／ 2 月 27 日（木）18 時 30 分より ■場所／石林にて
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お客様並びに来訪ロータリアン

退会挨拶

● 2013-14 年度地区補助金
ロータリー財団奨学生

宮本 行一 会員

小室あかね さん
3 月にドイツボーフムの
《ルール大学ボーフム》へ留
学されます（クラブより激
励金を贈呈致し、あいさつ
を頂きました）
。

3 月 1 日付で JRA 本部
システム管理部長とし
てご栄転されます。
※ 中面にて送別会の様子をご紹介しております。

古くから日本はモノをつくることを非常に尊ぶ国で
す。以前に大学や高校に行かず中卒でも仕事に就けない
子供たちに、農業県として余っている農場に活用資金を
安藤健次郎 会員

「大工さんになりたい」子供たち。

つくり、棟梁の指導のもとに伝統的な日本文化「大工」
を育てる仕事づくりが長期的に必要ではないかと思って
いました。

まだ温もりも残る昨年、伊勢神宮でも幻想の古式豊か

以前、子供たちに夢として「何になりたいか」の問い

な遷宮の儀式に感動しました。本殿の造営修理に際し神

に、将来「大工さん」が非常に多かった記憶が。東日本大

体を本殿から権殿（かりどの）にうつす仮殿遷宮、権殿

震災の復興に、一生懸命に励んでいる姿に子供たちはよ

から本殿にうつす正遷宮。

り一層「大工さん」に憧れ、遷宮のように神殿の造営を

古来より木造建築の粋を極めるべき全国から選りすぐ

子供たちがどのように視てくれたのでしょうね。

られた宮大工の匠の結晶を見せてもらいました。

ニコニコBOX報告

本日のニコニコBOX投入額

▶紺野 晴郎 会長

累計

¥1,621,000

あづま「東邦みんなのスタジアム」で開幕されます。皆様

大雪の時に雪かきをしました。近所
の方も雪かきに出てきて井戸端会議

八巻恵一 委員

で是非応援にお出でください。
▶後藤 洋伸 会員

をしてしまいました。大雪もご近所のコミュニケーショ

小学一年生の娘が、2 月 23 日にスキーをはじめました。

ンには役立ちました。

午後にはリフトに乗りたいと言い、あっという間にボーゲ

▶日比野恒夫 幹事

ンで滑り降りてきて、スキーを一式揃えないと大変です !!

先日新橋の新橋亭に行って、満漢全席を食べてきました。

▶志村 光昭 会員

是非一度皆様も食べてみてください。今日は森洋一新会

今、東京から戻ってきました。東京は、雨が降って、暖か

員のスピーチ楽しみにしております。

かったですが、福島は、まだ寒いですね。会社ではインフ

▶宮本 行一 会員

ルエンザが流行っています。皆さん気をつけてください。

昨年 3 月 14 日に福島ロータリークラブに入会させてい

▶田苗

ただき、一年間と短い期間でしたが皆様には大変お世話

本日は森さんのスピーチ楽しみです。宮本場長お元気で

になりありがとうございました。

益々ご活躍ください。

▶氏川 守義 会員

▶丹治 正博 会員

大雪の中帰路、自宅近くの横丁まで来て車が立ち往生、タ

いよいよ明日 28 日に太宰府天満宮から菅原道真公ゆか

イヤが空転する音とエンジン音を聞きつけた近所の人々

りの梅の若木が福島高校に植樹され、全校生徒の前で、西

が手に手にスコップを持ち雪と格闘、お陰で何とか我が

高辻宮司が記念講話を行います。大学時代以来、40 年近

家の駐車場に辿りつきました。後ほどご近所に御礼の挨

いご縁が福島復興のために役立ち、うれしい限りです。

拶に回ると、異口同音に「お互い様ですから」との返事。

▶森 洋一 会員

「お互い様」と言う言葉の温かみが身に沁みました。

博 会員

本日スピーチをさせて頂きます。

▶後藤 忠久 会員

▶幡

福島ユナイテッド FC の J3 ホーム開幕戦が 3 月 16 日に

森 洋一会員のスピーチに期待してます。

他に
岩田 尚志／高橋
浦部
博／江花
田沼紀美子
4

¥67,000

31件

聡／茂田
亮／加納

士郎／海野
武志／八巻

研一 会員、渡部 世一 会員

卓哉／小林 仁一／白岩 康夫／緒方
恵一／佐藤 英典／松浦 敬裕／増子

啓道／加藤 義朋／内池
浩
勉／坪井 大雄／土屋 敦雄

今週号の編集長

松浦 敬裕 会員

