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本 日 の プ ロ グ ラ ム

会員スピーチ 「東北デスティネーションキャンペーン等について」
東日本旅客鉄道㈱

福島東稜高校 IAC 活動報告
会長あいさつ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

日本は寄付文化が根付いていないと言
われます。確かに寄付が盛んな欧米と比
べるとそうかなとも思います。でも実は
日本にも昔から寄付の文化はありました。
原点とされるのが東大寺の大仏建立の際の「勧進」です。
8 世紀の聖武天皇の時代ですが、
「勧進」とは大仏や寺社
の建立・修繕などの費用を信者などに奉納させることを
意味します。つまり寄付です。当時は天然痘が猛威を振る
い、旱魃や飢饉が続くなど社会不安が高まっていました。
大仏建立は社会不安を取り除き、国を安定させたいという
願いがありました。大仏と大仏殿の建造費は現在の価格に
すると約 4,600 億円という推計もあります。
なお、歌舞伎の演題にもなっている「勧進帳」とは寄付
の趣旨を記した書状のことで、募金趣意書にあたります。
中世では勧進聖と称する僧侶が寄付を集め、橋や道路の
修理・整備から寺社の建設・修造など公共事業も行って
いたようです。
教育の場でも有力者たちがお金を出して学問所を設立
し、その後の運営費は町民が支えるという地域も多かっ
たようです。
「徳を積む」という儒教や仏教の考えが社会
に広く根付いていたわけです。
「頼母子講」や「無尽講」な
どの助け合いの仕組みも江戸時代から広く行われていま
した。
明治時代になると福祉活動に力を入れる実業家が出て
きます。鹿鳴館時代には日本で初めてチャリティーバザー
が開かれたとの記録も残っています。当時は福祉制度など

例 会 次 第
開会点鐘
ロータリーソング
岡田新也 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

佐々木 高敏

会員

がまだ整っておらず、個人の慈善活動に頼ることが大きか
ったのでしょう。福祉活動に力を注いだ代表的な人物が日
本資本主義の父とされる渋沢栄一です。500 以上もの企業
の設立にかかわる一方で、福祉活動にも力を入れました。
中でも孤児や路上生活者、障碍者などの救済施設である
「東京養育院」の運営には亡くなるまで60年近くも関わり、
ずっと援助を続けました。
さて、寄付というと災害被災地への義援金が頭に浮か
びますが、全国規模で義援金が集まった最初の事例は、実
は明治 21 年の磐梯山の大噴火でした。3 つの集落が埋没
し、500 人近い方が犠牲となりました。明治以降、最も被
害が多かった火山災害です。この噴火では東京の新聞社
15 社が合同で義援金を募り、その後全国の新聞社でも義
援金を集めました。それ以前は災害があってもなかなか
全国に伝わりませんでしたが、新聞というメディアの発
達で災害のニュースはすぐに全国に広がるようになって
いました。情報社会が寄付文化を後押ししたとも言えま
す。また戊辰戦争で朝敵とされた会津に対する支援でし
たので、日本が近代国家として一つにまとまった出来事
ともいわれています。
先日、市民や企業から寄付を募り、市民団体や NPO な
どに資金を助成している「ふくしま百年基金」の代表者と
お会いした際、
「寄付は施しではなく選択です。寄付とい
う形で自分たちの未来に投資しているのです」と話してい
ただきました。
「寄付は未来への投資」という言葉にハッ
とさせられました。寄付することで少しでも社会が良くな
る。そうすると結果的に自分にも良いことが戻ってくる。
まさに「情けは人の為ならず」です。次回の例会ではニコ
ニコ BOX や米山記念奨学会への寄付がグンと増えること
を期待して会長あいさつといたします。

福島東稜高校 IAC

五阿弥宏安 会長

「福島ロータリークラブの歌」

福島駅 駅長

部長

大木 遥 様

副部長 菅野かな 様

部員

石塚英莉 様

部員

金子すみれ 様

顧問教師 上野浩子 先生
岡田新也 会員

会長あいさつ

五阿弥宏安 会長

幹事報告

佐藤美奈子 幹事

各委員会報告
■例会小委員会

金子與志人 副委員長

金子與志人 副委員長

■本日のプログラム
閉会点鐘

五阿弥宏安 会長
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会員スピーチ

本日のプログラム

1.

東北デスティネーション
キャンペーン等について
東日本旅客鉄道㈱ 福島駅 駅長

佐々木 高敏

観光業界を取り巻く現状

１．観光業界を取り巻く現状

1

■3/1 日本観光振興協会 『日本の観光再生宣言』
・観光業は成長が期待される地方創生の切り札

会員

JR 東日本福島駅佐々木高敏駅長より「東北デスティネ
ーションキャンペーン並びにコロナ禍の中の JR の新し
い取り組み」について会員スピーチをいただきました。

・裾野が広く地域経済の下支えとなっている産業
・新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい
状況に陥っている
・感染拡大防止にこれまで以上に注力し、可能な
県内からでも国からの援助再開を期待する

「日本の観光再生宣言」へのご賛同について
本宣言にご賛同いただける企業・自治体・団体等の皆様
を募集しております。

・旅は人間の文化的な生活にとって重要な営み

（お問い合わせ先）
公益社団法⼈⽇本観光振興協会 「⽇本の観光再⽣宣⾔」担当
TEL:03-6435-8331（平⽇・9：30〜17：30）

・観光が果たす役割の重要性を再認識し、一致団結
してこの危機を乗り越えなくてはならない。

（特設サイト
：https://www.nihonkankou.or.jp/home/kankousaiseisengen/）

（サイトＱＲコード）

当日はパワーポイントを使用されながら、下記の通り JR
の取り組みについてご説明いただきました。

2.

コロナ禍の影響で、JR を利用する旅客者数は大幅に減
少していますが、エキナカの店舗利用は好調です。4 月か
らの「東北デスティネーションキャンペーン」に併せ様々
なイベントも計画していましたが、再び感染が拡大して
おり、現在はお見送り等のイベントは JR 職員で実施し、
様々なイベントも中止となっています。ゴールデンウィ
ークを控え列車の予約も少し増えてきたところでした
が、この度の東京、大阪を含む緊急事態宣言により回復

東北 DC の概要
2

２．東北ＤＣの概要
▶期 間

2021年 4月 1日 （ 木 ） ～ 9月 30日 （ 木 ）

▶基 本 的 な 考 え 方

各県の力をかけ合わせて「東北」の大きな力に

・震災から10年の節目に、復興に向けて歩む東北の姿を見ていただき、
これまでのご支援に対し感謝の気持ちを伝える。
・東北の魅力を国内外へ発信し、東北観光のブランド化を推進するとともに、
将来にわたって東北への誘客および東北の活性化に寄与するしくみを作る。
キャッチコピー

「巡るたび、出会う旅。東北」

してきた旅客数も再び減少傾向に向かっていくのではな

【通常ロゴマーク】

【インバウンドロゴマーク】

いかと思っています。
明るいニュースとしては、先日福島駅に設置した駅ピ
アノが好評で、駅ピアノを弾くのに行列ができるほどで
す。皆様も機会があれば是非一度視聴ください。また、旅

実施を通して得たノウハウや知識を、レガシーとして将来につなげる

客数が大幅に減少しているので、産地から新鮮な水産品
や農産品を首都圏に運ぶ取り組みを新たにはじめていま
す。朝、水揚げした魚や収穫した農産品を午後には東京
のレストランに運ぶことができるので、こちらも好調で

3

２．東北ＤＣの概要
東北ＤＣでは、様々な分野の皆さまと連携し、力をかけ合わせて事業を進め、

様々な分野の皆さまとの連携により推進
「東北の魅力」を創出

国内外に情報発信

東北周遊を促進

旅行商品等による誘客

便利に安心して旅行できる環境整備

東北在住者の東北旅行促進

東北の地産品などの消費拡大

す。是非、皆様の中でご興味のある方はご連絡ください。
様々な新しい取り組みを実施しながら、コロナ禍の大変

レガシーとして将来につなげる

な状況に対応しています。
（記録：幹事 佐藤美奈子）

4

２．東北ＤＣの概要
○東北デスティネーションキャンペーンのテーマは「６つ」
○何度も訪問してみたくなる、６県の魅力の数々を紹介
○コロナの状況を踏まえた新しい旅の提案

花

歴史・文化

温泉

ジュピアランドひらた

鶴ヶ城

岳温泉

酒・食

自然・絶景

復興

温泉

復興

酒・食
馬刺し

霧幻峡

２．東北ＤＣの概要
■福島駅の取り組み
■動画配信（福島にイクンジャー）

4/12現在視聴回数
予告編153,000回
■「桜満開」＆「おすすめしたい福島のスポット」パネル展

■駅ピアノ（福のピアノ）設置とセレモニーの実施やお出迎え

2
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本日のプログラム

福島東稜高校 IAC 活動報告
●福島東稜高校 IAC
部長		
副部長
顧問教師

大木 遥 様
菅野かな 様
上野浩子 先生

部員
部員

石塚英莉 様
金子すみれ 様

いつも本校の IAC の活動へのご支援とご協力をいただ
き、ありがとうございます。
令和 2 年度はコロナの影響で、なかなか思うように外
部での活動や交流を含めた研修などができませんでし
た。しかし、そのような中でも校内で募金活動を中心に
地道な活動を続けてきました。
今回はこのような発表の機会を得られましたので、3
月に実施されました台湾の IAC 生徒との交流会の報告を
させていただければと思います。なお、この交流会につ
いては、第 2530 地区と第 3490 地区（台湾）のガバナー挨
拶から始まったことからも分かるように、地区の一事業
として位置付けられたものです。
生徒のプレゼンを一部ご紹介します。
こんにちは、みなさん。私の名前は大木遥です。
Hello, everyone. I am Haruka Oki.
私達はこれからインターアクトクラブについて話します。
We will talk about our InterAct Club.
私達は福島ロータリーから支援を頂いて活動しています。
We are supported by the Rotary club of Fukushima.
現在23名で活動しています。女子21人、男子2人がいます。
Now, we have 23 members. There are 21 girls and
only 2 boys.
そして水曜日のお昼休みに不定期で例会を実施してい
ます。
We occasionally carry out a meeting at lunch breaks
on Wednesdays.
私達はその時間、ボランティア活動や会議について話し
合います。
We usually talk about our volunteer activities or
future meetings at this time.
今までやってきた活動として、各種研修会や災害被災地
への募金活動、環境保全活動などをしてきました。
The activities we have done so far are various study
groups, donation activities to disaster-stricken areas,
and environmental protection activities.
次世代のリーダーを育成するためのリーダー研修会や国
際理解研修会など様々な研修会に参加しています。
About the study groups, we have done leadership
programs, international understanding programs to
learn about other countries, and annual conventions.
例えば他国から見た東日本大震災について学びました。
For example, we learned about how the Great East
Japan Earthquake was viewed in other countries.
環境保全活動では学校近くの湖をきれいにしました。
For environmental protection, we helped to clean up a
lake near our school.

今年度はコロナの影響で参加できませんでしたが、今後
インターネットでの開催を予定しています。
We couldn’t take part in such study groups due to
Coronavirus this year but we will schedule them on
the Internet from now on.
先輩が、ラオスへ行き、ボランティア活動をしました。彼
らが、日本へ帰ってきたとき、ラオスの方々に何かした
いと思いました。
Some members of the Interact Club went to Laos,
where they did volunteer activities. When they came
back to Japan, they wanted to do something to help
the people they met in Laos.
服や文房具を寄贈しました。
We contributed some clothes and stationery.
そして、私達は、全校生徒とその保護者に貢献するよう
に呼びかけました。
And we appealed to all of the students of our school
and their guardians to donate too.
また、文化祭では、彼らが作ったコインケースやペンケ
ースなどを販売しました。収益はラオスの家族たちに寄
付しました。
Also, we sold coin purses and pencil cases made by
people in Laos at our school festival. We donated the
proceeds to their families.
また、日本だけでなく世界で災害が起こりました。
Also,there were disasters in a lot of areas not only in
Japan but also in the world.
私達は、災害被災地への募金活動をしました。
So, we did a fundraising campaign for disaster areas.
今年は、私達は、フィリピン台風と西日本豪雨への募金
をしました。
This year, we collected and donated a lot of money to
the Philippines and west Japan due to typhoons and
heavy rain.
私達は、ポスター作り、生徒や先生方に知らせました。
We made many posters to tell our other students and
teachers about it.
私達は、研修会のような外部にいく活動はできませんで
したが、思っていたより活動できました。
We couldn’t go outside to do things such as InterAct
Club meetings or volunteering, but we were able to
play a more active role than we expected.
ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening !
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私のひとこと

幹 事 報 告

今井理基夫 会員

本日（4/22）の新聞朝刊の記事に目が留
まった。既に関節リウマチ薬として承認
されている薬が新型コロナウイルス感染症の治療薬とし
て、今後厚労省に正式承認される予定との記事。
関節リウマチは、私が 40 年余り悩まされてきた病気で
あるが、2 年前から同記事の薬を服用したところ、自己
免疫による関節の炎症が低下したため、同記事に興味を
持った。新型コロナウイルス感染症の治療薬としても効
果が発揮されることを期待したい。
そして、開催が危ぶまれている今回の東京五輪（パラ
リンピックを含む）が制約された条件の下であっても無
事に開催されることを切に願っている。

例会変更のお知らせ

■次週 4/29（木）は祝日のため休会となります。また翌々
週の 5/6（木）は祝日の週のため休会となります。
次回の例会は 5/13（木）となりますのでよろしくお願
いいたします。

その他のお知らせ

■本日、次年度新理事会並びに親睦小委員会が午後 1 時
30 分より隣室にて開催されますので、理事、役員、委
員の皆様はよろしくお願いいたします。
■ 5/8（土）RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）第 3
期の 1 回目として、Zoom にて開催されます。当クラブ
からは坪井大雄会長エレクトが参加されます。
■ 5/12（水）事務局地震被災による書庫入れ替えに伴い、
書類搬出作業がございます。
また、5/12（水）～ 5/21（金）までの期間、書類搬出、
被災書庫搬出、また書庫搬入、書類整理と作業が続く
ため事務局連絡が滞る可能性がございますが、ご理解
の程よろしくお願いいたします。
■ 4 月ロータリーレートは 1 ドル 110 円となりますので
お知らせいたします。

東京世田谷 RC との友好クラブ締結について
4 月 26 日午前 11 時
より福島 RC 事務局
にて、東京世田谷 RC
と「友好クラブ締結
について」Zoom 会議
を行いました。東京
世田谷 RC からは大
友会長エレクト、矢
萩副会長、池田幹事が出席し、当クラブからは坪井会長エ
レクト、古俣戦略委員会副委員長、相良副会長、菅沼ロータ
リー財団委員長、佐藤幹事並びに小澤事務局員が出席いた
しました。
東京世田谷 RC は以前、朝ドラ「エール」実現に向け福島商
工会議所青年部に協力したという話題も提供され、和やかな
雰囲気のなか友好クラブ締結に向けた議論がなされました。
来年秋の友好クラブ締結を目指し、2023 年 3 月の東京世田谷
RC 創立 60 周年記念式典にて発表できるよう手続きを進めて
いくことになりました。早く新型コロナが終息し、お互いの
クラブを行き来できるようになると嬉しいと思います。

ニコニコBOX報告
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5月20日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ゲストスピーチ

経済産業省資源エネルギー庁
廃炉・汚染水対策現地事務所 参事官 木野 正登 様

■「友」紹介

5月27日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ベテラン会員スピーチ

ネッツトヨタ福島㈱ 取締役会長

大沼 健次 会員

ひろやまメンタルクリニック 院長

廣山 祐治 会員

新会員スピーチ

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
●福島東稜高校 IAC
部長		
副部長
部員
部員
顧問教師

本日の投入額 39件 ¥78,000 累計 ¥2,265,000

五阿弥 宏安 会長
福島東稜高校のインターアクトクラブの皆様、ようこそお
いでくださいました。活動報告を楽しみにしています。福島
駅長の佐々木会員のスピーチ期待しています。
佐藤 美奈子 幹事
佐々木会員のスピーチ並びに福島東稜高校 IAC 活動報告
を楽しみにしています。
小原 敏 会員
本日は福島東稜高校インターアクトクラブの発表の機会を
与えていただきありがとうございます。
加藤 弘樹 会員
佐々木駅長様のスピーチを楽しみに拝聴させていただき
ます。
幡 研一 会員
大分暖かくなってきました。コロナも退散してくれると良
いですね。
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大木 遥 様
菅野かな 様
石塚英莉 様
金子すみれ 様
上野浩子 先生

［報告］ 金子與志人 副委員長

白岩 康夫 会員
昨日新型コロナウイルスワクチン接種しました。副反応は
注射部位の軽い痛みのみです。
渡邊 又夫会員
福島の高齢者ワクチンは今月 28 日案内、5 月 10 日午前 9 時
電話受付だそうです。ところで「駅ピアノ」設置されました
が、過日リチャードクレイダーマンを弾いてきました。
───────────────────────────
クラブ会員より 安斎圭一／伊藤雄治／植田リサ／岡田新
也／小野悦也／金子與志人／加納武志／熊谷 謙／児玉健夫
／小林仁一／古俣 猛／相良元章／佐々木高敏／佐藤英典／
佐藤充孝／佐藤良智／菅沼 裕／鈴木朋恵／田沼紀美子／反後
太郎／坪井大雄／中川宏生／二階堂宏樹／半沢治久／藤井
守／村上守人／八代大輔／藪 政勝／八巻恵一／山貫昭子／
吉田大樹／渡辺泰子

