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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ「東日本大震災発生から 10 年が経過し、今、思うこと」
会長あいさつ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

本日、東日本大震災と原発事故から丸
10 年を迎えました。かけがえのない多く
の命が失われました。そして避難を余儀
なくされた多くの方がいました。今なお
故郷に戻れない人も数多くいます。犠牲となった方々に衷
心より哀悼の意を捧げるとともに、被災された全ての方々
に、心よりお見舞いを申し上げます。
震災からの復興再生にあたっては全国、そして世界から
温かい支援を頂きました。ロータリー財団も「震災復興基
金」を立ち上げ、全世界のロータリアンに寄付を呼びかけ
てくれました。約880万ドル（約9億円）の寄付が寄せられ、
被災地のさまざまな復興プロジェクトに使われました。こ
うした温かい支援を私たちは決して忘れてはならないと
思います。
また、本日は原発事故当時、飯舘村長として全村避難や
その後の復興再生の陣頭指揮を執った菅野典雄さんにス
ピーチを頂きます。菅野さんは「までいの心」で独自の村
づくりに取り組み、飯舘村は「日本で最も美しい村」の一
つにも選ばれました。菅野さんのお話が聞けるのを私も楽
しみにしています。
さて、被災３県の中でも福島は巨大地震、大津波、原発
事故、そして風評被害という四重苦にみまわれました。一
時は避難者が 16 万人超、避難区域は県内の 12％に上って
いましたが、今は避難者が約 3 万 6 千人、避難地域は 2.4％
に減少しました。とはいえ復興再生を遂げたと考える県民
はまだ少ないようです。風評被害も今なお根深いものがあ
ります。
昨年末に東京都民 1,000 人を対象にした調査では、今後、
福島県民にがんなどの健康影響が出たり、次世代に遺伝的
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影響が生じたりすると誤解している人が 4 割に上ってい
ます。丸 10 年たってもなお、正しい理解が進んでいない結
果には悲しくなります。今回の原発事故の放射線量では今
後健康に影響が出たり、ましてや子や孫の世代に健康影響
が生じたりすることはありません。国連の科学委員会が一
昨日に公表した報告書でも「健康への影響が認められる可
能性は低い」と結論付けています。しかし、原発事故直後
の防護服に身を包んだ不気味な映像が今なお県外や海外
の人々の頭に焼き付いていて、安全を取り戻した福島の現
状はなかなか伝わっていない現状があります。
浜通りの首長が言った言葉が忘れられません。彼は「女
子中学生が涙声で『私は結婚できるんでしょうか、子供を
産めるんでしょうか』って聞くんだ。
『当たり前だ。心配
すんな』と言ったんだけど、悔しくてねー」とため息をつ
きました。ネット空間では「危険なフクシマ」というデマ
や誹謗中傷が今も流れています。これを何とかしたいと私
が民友新聞で手掛けたのが健康キャンペーンでした。福島
をはじめ東北は健康寿命が全国平均より短いのです。もし
福島が健康寿命日本一の県になったら、
「福島で生まれ育
った人はどこよりも健康」ということになり、風評被害も
なくなるのではないかと考えたわけです。県や医大にも協
力いただき、健康キャンペーンを展開しました。私が民友
を辞めたあとは中川社長に引き継いでもらっています。
福島の本当のリスクは放射線ではなく、不自由な避難生
活に伴う持病の悪化や運動不足、地域の絆の喪失、孤独や
生きがいの低下、そして飲酒や喫煙などです。
よく「腹八分目に一日一万歩」と言われますが、減塩に
運動、そして社会参加が健康寿命を伸ばす大きな要因と
なります。今、コロナでステイホームが求められています
が、コロナ禍で外出を控えると高齢者の 3 割に認知機能の
低下がみられたとの調査もあります。ぜひ散歩したり、知
り合いなどに電話やメールをしたり、趣味を楽しんだりし
て辛いこの時期を健康的に乗り切りましょう。

幹事報告

東日本大震災発生から 10 年。犠牲となられた方々のご冥福を
お祈りするため「黙祷」を捧げます。

前飯舘村村長

佐藤美奈子 幹事

各委員会報告
■家事調停委員制度について
渡辺健寿 会員
■公共イメージ委員会
＊ ｢友｣ 3 月号紹介
加藤裕司 委員
■例会小委員会
岡田敏明 委員

■本日のプログラム
閉会点鐘

渡辺健寿 会員

岡田敏明 委員

五阿弥宏安 会長
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本日のプログラム

ゲストスピーチ

「東日本大震災発生から 10 年が経過し、
今、思うこと」
前飯舘村村長

菅野 典雄

様

令和 3 年 3 月 11 日（木）
、東日本大震災並びに東京電力
原発事故から 10 年を迎える節目の日、福島ロータリーク
ラブは前飯館村村長 菅野典雄氏に「東日本大震災発生
から 10 年が経過し、今、思うこと」と題してご講演を頂き
ました。菅野氏は、昨年 10 月に退任されるまで、震災発生
から 1 か月後に後発的全村避難となった飯館村の災害復
興対応に約 10 年間尽力されました。
「までいの村」がゴーストタウンにならないよう帰村に
向けて村民による防犯パトロールを行うことで村民の雇
用の確保に努めたこと、特養老人ホームいいたてに入居
されている方々には室内は放射線量が低いことから、ほ
かの地区の老人ホームに移ることなく飯館村に留まれる
よう政府と交渉したこと、菊池製作所等屋内で操業する
企業については、飯舘村で引き続きの操業を認めてもら
うよう国に働きかけたこと、また、避難先においても充実
した同じ行政サービス等受けられるよう 2 つの住民票的
なことを国に提案したことなどをお話しいただきました。
残念ながら税金と選挙権の問題から二重住民票は実現で
きませんでしたが、二重住民票的な行政サービスは実現
することが出来たそうです。
また、震災対応にあたる中で、
「柔軟な発想、バランス
感覚」の大切さを挙げられました。新聞広告を映像で映し

ながら、
「どういう意味があるのか？どのようなメッセー
ジが隠れているのか」考えることの大切さもご教示頂き
ました。
「地球が 2 つ必要です」今のままの生活を続けて
いくといずれ地球が 2 つになります。一つしかない地球
ですから一つで間に合う暮らし方をこの災害を機会にし
て考えていきましょうとの問いかけでした。つまり「成長
社会」から「成熟社会」への切り替えの時代だということ
です。ものは考えようということで、
「今日は、あたりま
えをありがたいと思う日」
「60 歳還暦です」など沢山の新
聞広告をスクリーンに映し出して下さいました。
続いて、水道工事をしている横を通る二組の親子の母
親のことばを紹介されました。一人の母親は、
「水道工事
をしてくださる方がいるから私たちは美味しい水が飲め
る、感謝しましょう」と子どもに伝え、もう一人の母親は
「勉強をしないとこういう人になる」と子どもに伝えまし
た。どちらが正しいか考えてみてください。
次に、津波に遭遇した親子の話を紹介されました。津波
で娘さんが母親と一緒に流されたが、お母さまは大きな
がれきが足を覆い、がれきをどかすことが出来ませんで
した。娘さんはこのままでは母だけではなく、自分も危な
いと、助けてという母を振り切って島まで泳いで助かっ
たそうです。
「それでよかったんだ」ときっと多くの周り
の人に娘さんは言われたようでしたが、娘さんの境地を
思うと心が痛みます。津波に遭遇した沢山の人が大なり
小なり同じような経験をされているお話は、震災から 10
年たった今も私たちの心に響きました。
最後に、五木寛之の書籍の中に登山は頂上に到達した
ら終わりではなく下りも大事という文言があると紹介さ
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れました。今日本はバブル期を経て間違いなく下り坂に

村に向けて、までいの村飯館村の再生にむけて全身全霊

かかっています。下り坂で、地に足をつけてこれからのこ

を注いできましたと熱く語られました。

とを考えていくことも大事ではないでしょうか。

帰り際に、菅野前村長はご自身の著書「モノハカンガエ

利便性や快適性を追求し続け、戦後私たちは日本列島

ヨウ」を見せてくださりながら、
「原発事故は悲しい事故

の隅々まで電灯をともそうと必死に働いてきました。し

でしたが、原発事故がなければ、普段会えない多くの人

かし、これからは私たちがともしてきた不必要な電灯の

との出会いがありました」と静かにおっしゃいました。そ

一つひとつを消していくことに努力する時代だと思いま

こには、上皇陛下ご夫妻、天皇陛下ご夫妻が飯館村を訪

す。エネルギー政策など国策として次世代にできるだけ

れた際の写真がありました。昨年 10 月に退任された時に

迷惑をかけない努力をしていかなければなりません。こ

は、上皇陛下から「長い間お疲れ様でした」とお電話があ

のことを原発事故から学ぶべきではないでしょうか。

り、ご自身の著書を送付したところ、
「素敵な本をありが

菅野前村長は講演の中で「原発事故はおきてしまった。

とう」と再度お礼のお電話を頂いたそうです。原発事故で

おきてしまったことをとやかく言うことはできない。そ

私たちには語ることのできないほどのご苦労もあったか

こからどうしていくか、どのように復興を成し遂げられ

と存じますが、帰り際にそのエピソードを嬉しそうに語

るか全力を注いできました」とおっしゃいました。ただ、

られる菅野前村長の笑顔が印象的でした。人との出会い

人によっては国の代弁者ではないかと心無い言葉を投げ

は大切だと改めて感じました。

かける方もいました。しかし、自分はただただ一生懸命帰

家事調停委員制度について
福島家庭裁判所より福島ロータリーク
ラブに「家事調停委員」の推薦依頼がき
ております。立候補を希望される方（会
渡辺健寿 会員
員並びに会員のご家族も対象）は事務局
まで 3 月末までにご連絡頂きますようお
願い申し上げます。
家事調停委員とは、非常勤の裁判所職員であり、特別職
の国家公務員です。
＜資格要件＞
１．40 歳以上 63 歳以下の方
２．豊富な知識、社会経験を有する方
＜職務内容＞
１．家事調停は、裁判官の他に調停委員 2 名が加わって組
織された調停委員会が、夫婦・家族間の紛争（離婚・養育
費・親権・遺産分割）について当事者の納得を得て、法律
的な評価のもとに当事者が合意することによってトラブ
ルを解決しようとする制度です。
２．月に数回程度（場合によってはそれ以上）家庭裁判所

（記録：佐藤美奈子 幹事）

で、申立人や相手方から提出された書類に目を通したう
え、調停の席において双方の主張を直接聞いていただき
ます。1 回につき 1 時間から数時間程度です。調停委員は
ベテラン委員と 2 名で活動します。
３．調停は午前 8 時 30 分〜午後 5 時までの時間内に指定
され、予め連絡があり、日程調整が可能です。
４．手当等
所定額の手当及び登庁旅費が支給されます。
５．任期
2 年ですが、再任もあります。
（定年の 70 歳まで継続し
ていくことも考えられます）
６．任命までの手続き
4 月に推薦すると、令和 3 年 6 月中に家庭裁判所におい
て面接を行い、最高裁判所に推薦することになります。任
命の可否は、最高裁判所であるため、候補者となられても
調停委員に任命されない場合があります。任命時期は、令
和 3 年 10 月 1 日。10 月〜 11 月には 2 日間程度の研修が予
定されています。その他経験に応じて研修会があります。
4 月の推薦に間に合わない場合は次回 10 月に再度推薦の
機会があります。
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私のひとこと

ロータリーの友
公共イメージ委員会

阿久津 肇 会員

この度、国際ロータリーより「超我の奉
仕賞」が授与されましたが大変光栄なこ
とと思っています。当 2530 地区では 3 人目の受賞になり
ます。石黒秀司ガバナーはじめ多くの方々から祝意が寄
せられましたが、第一報は、去る 2 月 2 日に右近八郎直前
会長からでした。偶々その日は妻の誕生日で、例年です
と近隣の温泉宿で過ごしていましたが、今年はこのコロ
ナ騒動のため巣籠もりを決め込んでいましたので、この
受賞と併せて自宅でささやかな祝杯をあげました。ロー
タリーに入会して 44 年経ちましが、この受賞も福島 RC
の皆様のお陰と、感謝申し上げます。
これを機会に地区、クラブ、そして地域社会のために
少しでもお役に立てれば、と念じています。

3 月号のご紹介
加藤裕司 委員

●ロータリーアットワーク

創立 70 周年記念で計 70 本のモニワザクラを植樹

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
3月25日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】新会員スピーチ

福島民友新聞社 代表取締役社長 中川 俊哉 会員
㈱ F・J・T 代表取締役 藤井
守 会員

4月  1日
（木）

4月  8日
（木）

県北第一分区ガバナー補佐 葊澤 俊樹 様

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】新会員スピーチ 日銀短観

日本銀行 福島支店長 植田 リサ 会員

PETS 報告

坪井 大雄 会長エレクト

■「友」4 月号紹介

4月15日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】新会員スピーチ

日本生命保険相互会社 福島支社長 櫻井 英樹 会員
㈱すみれ地所 代表取締役 鈴木 朋恵 会員

ニコニコBOX報告
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幹 事 報 告
お知らせ

■本日、午後 5 時よりエルティにて創立 70 周年記念大会
実行委員会を開催いたします。
最終の実行委員会となりますので、実行委員の皆様は
よろしくお願いいたします。
■ 4/4（日）13 時より 2020-21 年度地区大会が YouTube に
て開催されます。
ご案内を出しておりますが、サンパレスにて視聴会を
いたしますので、是非ご参加くださいますようお願い
申し上げます。
■ 3 月ロータリーレートは 1 ドル 106 円となりますので
お知らせいたします。

本日の投入額 38件 ¥76,000 累計 ¥1,752,000

五阿弥 宏安 会長
菅野典雄前飯館村長のスピーチを楽しみにしています。
佐藤 美奈子 幹事
菅野典雄前飯館村長のご講演を楽しみにしております。
阿久津 肇 PG
菅野典雄様のご来訪を感謝して。60 年前に医学部学生の
頃、日本赤十字奉仕団体の一員として飯館村診療所で健康相
談したことを思いだしました。
渡辺 健寿 会員
久しぶり会食例会楽しみです。菅野典雄前飯館村長のご来
訪スピーチ心より歓迎いたします。菅野典雄さんの説く「も
のは考えよう」との言葉、大いに考えさせられます。
古俣 猛 会員
菅野典雄前飯館村長様の貴重なお話を楽しみにしており
ます。
大沼 健次 会員
前菅野村長を歓迎して。お話楽しみにしています。
幡 研一 会員
菅野典雄前飯館村長を歓迎して。お話を楽しみにしています。
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「創立 70 周年記念 70 本のモニワザクラの植樹」について
丹治正博記念誌部会長が寄稿されています。
猪苗代町、信夫山「おみさか花広場」
、福島競馬場での苗
木の寄贈と植樹について触れられています。

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ガバナー補佐クラブ訪問
■ 4 月誕生祝い

P28 〜 29（縦書き）

［報告］ 岡田敏明 委員

熊谷 謙 会員
東日本大震災から 10 年。10 年前を振り返り、これからを考
える。そんな時を過ごしたいと思います。
相良 元章 会員
本日、地区公共イメージ委員会のホームページアクセス数
が目標の 1000 ユーザーを達成しました。ご協力をありがとう
ございました。
小原 敏 会員
明日 12 日、台湾インターアクトクラブと福島東稜高校との
意見交換会がオンラインで開催されます。後日報告致します
ので、乞うご期待ください。
───────────────────────────
クラブ会員より 安斎圭一／伊藤雄治／猪島光典／植田リ
サ／江花 亮／岡田新也／岡田敏明／小原孝嗣／加藤裕司／
加藤義朋／菅野 晋／菅野晴隆／佐藤英典／佐藤良智／清水
太郎／菅沼 裕／田沼紀美子／反後太郎／中川宏生／二階堂
宏樹／半沢治久／藤井 守／村上守人／八代大輔／八巻恵一
／山貫昭子／吉田大樹／渡邊又夫

