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2021年 7月15 日

【例会日】木曜日 12：30
【事務所】福島市万世町 2-5 福島銀行本店内 9F
【TEL】024-536-1010【FAX】024-536-1011

http://www.f-rotary.com
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

会 長 あ い さ つ

2021-22 年度会長

幹 事 報 告

坪井

大雄

あいにくの空模様でしたが、ロータ
リー奉仕デー「スポ GOMI 大会」を無
事に開催することができました。
準備・設営・運営全般にわたって、対応いただい
た担当委員会の皆様はじめ、競技に参加された皆様、
ご協賛ご協力いただいた会員の皆様に心から感謝申
し上げます。
本日のプログラムは、福島クラブの元会員である
「パリ日本文化会館館長」鈴木仁様の講演です。赴任
前の忙しい時間の中、お越しいただきました。日本代
表としての鈴木様のこれからのご活躍を楽しみにし
ながら拝聴したいと思います。
また、次回例会は「ガバナー公式訪問例会」になり
ます。今年度の地区の方針・考え方を聞く貴重な機
会になると思いますので、多くの会員の皆様の出席
のほどよろしくお願いいたします。

例会変更のお知らせ
●市内他クラブ今週の例会変更はござい
ません。
その他のお知らせ
●7月プログラム案内出欠返信について、
まだご返信がない方がいらっしゃいま
すので、食品ロスへの課題取り組みの
為にも、皆様のご協力をお願いいたし
ます。
● 7 月ロータリーレートは 1 ドル 111 円
となりますのでお知らせいたします。

パリ日本文化会館 館長 鈴木 仁 様
（元会員・前 NHK 福島放送局局長）

ゲストスピーチ

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー

各委員会報告
菅沼 裕 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
パリ日本文化会館館長
（前 NHK 福島放送局局長）

今月予定していた夜
間例会が開催されな
いため、皆様へのお土
産としてお配りしま
した。

SAA 通信
本日の例会は昼食廃棄ゼロ達成しました。
皆様のご協力ありがとうございました。

渡辺健寿会員ご紹介

本日のプログラム

新入会員

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第3 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

鈴木仁 様

ドコモ CS 東北福島支店
支店長 高田博樹様

■社会奉仕小委員会
「スポ GOMI 大会開催報告」
佐藤美奈子 小委員長
■親睦小委員会
■例会小委員会
ニコニコBOX 担当

八巻恵一 小委員長
伊藤雄治 委員

■本日のプログラム

入会式

ドコモ CS 東北福島支店 支店長
高田博樹 様 （紹介者 右近八郎 会員）

会長あいさつ

坪井大雄 会長

前年度表彰

プレゼンター 五阿弥宏安 直前会長

幹事報告

金子與志人 幹事

卓話ゲスト紹介 渡辺健寿 会員
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ
パリ日本文化会館 館長

鈴木 仁 様

（元会員・前 NHK 福島放送局局長）

本日は福島ロータリークラブにお招きいただき、あり
がとうございます。福島で暮らした 3 年間は皆様に本当
に温かく接していただき、今日こうしてまたお目にかか
れることができ、大変嬉しく思います。さて、私事で恐縮
ですが、このほど 36 年間余り務めた NHK を退職して 7
月 1 日付けでパリ日本文化会館（Maison de la culture du
Japon à Paris, 略称 MCJP）の館長に就任しました。そこで
本日はパリ日本文化会館とその活動、そして福島との結び
つきについて簡単にお話しさせいただきたいと思います。
パリ⽇本⽂化会館
Maison de la culture du Japon à Paris
u

海外における最⼤の⽇本⽂化施設

・地上6階、地下5階（11階建て）
・敷地⾯積約11,868㎡
・⼤ホール（可動座席、通常300席）
・⼩ホール（127席）
・展⽰ホール
・教室4室
・図書館
・茶室、レセプションホール、厨房施設
・喫茶スペース、売店

まず、会館の歴史ですが、1982 年、フランスのミッテラ
ン大統領によるフランス大統領として初めての日本訪問
に遡ります。ミッテラン大統領は 1981 年以来、2 期 14 年
にわたって大統領の座にあり、私が若い特派員としてパ
リに初めて駐在した 1990 年代前半はミッテラン時代の終
盤でした。その動静を随分追いかけたうえ、1993 年には
日本人ジャーナリストとして最後のインタビューを行う
など、個人的にも強い印象を持っています。
そのミッテラン大統領ですが、文学をはじめ文化面へ
の造詣が非常に深いことでも知られていて、当時の鈴木
善幸首相との首脳会談で、日仏の文化交流を促進するた
めにパリに日本文化の紹介拠点を建設することで合意し
たのです。フランス側がエッフェル塔のすぐそばの非常
に恵まれた場所にある広い土地を、日本側に事実上無償
で貸すという良い条件でした。
その後紆余曲折を経て会館は 97 年にようやくオープニ
ングにこぎつけ、フランス側からはミッテランさん以上
に日本と日本文化好きで知られた当時のシラク大統領が、
また日本側は当時の紀宮さまが出席して盛大な式典が行
われました。
会 館 の 初 代 館 長 に 就 任 し た の が NHK の 大 先 輩 で、
ニュースキャスターの草分けとも言える磯村尚徳さんで
す。ちなみに私は若きパリ特派員、ヨーロッパ総局長、そ
してフランス政府からの勲章など、磯村さんの後を追い
かける形となっています。そして今回、磯村さんから数え
て 5 代目の館長を務めることになり、今回の館長就任を
ご報告したところ、ちょうどゴルフのマスターズの直後
だったのですが、
「松山選手の優勝より嬉しい」と過分な
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お言葉をいただきました。
こうして発足した会館ですが、最大の特徴は「海外にお
ける最大の日本文化の拠点」と言えるその規模です。地上
6 階、地下 5 階（11 階建て）で敷地面積約 12,000㎡、大ホー
ルや小ホール、展示ホールを備えています。
パリには欧米各国が自国の文化を紹介する施設があり
ますが、これだけの規模を持っているのはパリ日本文化
会館だけです。
会館ではこのほか、日本語や茶道などを教える教室に
図書館、それに日本料理のデモンストレーションをする
ための厨房施設までも備わっています。加えて、日本の伝
統的な工芸品や日本に関する書籍などを販売する売店、
そしておにぎりや味噌汁などの簡単な日本食を味わうこ
とができる売店もあります。
「地の利」を活かしてできる
だけ多くの方に気軽に立ち寄っていただき、日本の文化
を鑑賞していただくだけでなく、のんびりくつろいでい
ただこうという狙いです。
もうひとつの特徴は、政府と民間企業が足並みを揃え
ての「官民一体プロジェクト」という点にあります。建設
の際には財界きっての文化人として知られた東京電力の
平岩外四会長が中心的な役割を担い広く経済界から資金
を募りました。現在も会館の運営にあたってはトヨタや
資生堂、日本航空や全日空、それにマスコミ各社など、お
よそ 70 社からなる「日本友の会」から貴重なお金をいた
だいており、
「官と民」の良いところを取り入れた多角的
な文化発信を行っています。福島県の企業でも「日仏文化
交流に貢献すると同時にフランスでの知名度を上げたい」
という企業がありましたら、ぜひ積極的に手を挙げてい
ただければと思います。
1997 年の開館以来、パリ日本文化会館では様々な分野
の日本文化を紹介するイベントが数多く行われています。
最近のハイライトとなったのが、2018 年から 19 年にかけ
てフランスで行われた「ジャポニスム 2018 響き合う魂」
です。日本とフランスの外交関係が樹立されて 160 年を記
念して行われたこの「ジャポニスム」では、当時の皇太子
殿下、今の天皇陛下が出席されたエッフェル塔のライト
アップ点灯式の他数多くのイベントが行われました。パ
リ日本文化会館でもいくつものイベントが開催され、こ
のうち「縄文〜日本における美の誕生」には、当時の安倍
総理大臣も訪れました。会館ではこのほか、藤田嗣治の作
品の展覧会や歌舞伎の片岡仁左衛門さんを紹介した映画
の上映、日本の食文化を紹介するアトリエ、作家の村上春
樹さんの講演会など、本当に盛りだくさんのプログラム

Japonismes 2018

響き合う魂

が組まれ、いずれも大成功を収めました。
「ジャポニスム」と連続する形で行われたのが、NHK 福
島放送局による「FUKUSHIMA の桜フォト展」です。福
島民報社様と福島民友新聞社様のご協力を得て震災と原
発事故の翌年から県内各地と東京で毎年行っている「桜
フォト展」を初めて海外で行おうということで、それまで
の入選作品から選りすぐった作品数十点をパリに運び、
2019 年 3 月 19 日から 8 日間にわたって展覧会を行いまし
た。会場では震災後、継続的に被災地や被災された方々を
撮影してきた写真家の大石芳野さんの作品も紹介されま
した。また、NHK が同じく撮影し続けてきた被災地の様
子が 4K や VR（バーチャル・リアリティ）といった最先端
の映像で公開されました。入場者は 8 日間で 3,000 人を超
え、NHK の地方放送局が海外で開催した異例のイベント
は大きな成功を収めました。初日にはレセプションも行
われ、福島の美味しい酒や料理が振る舞われました（この
ときはまさか一年後の同じ時期に、人と人が集まって楽
しく飲み食いしたり、語り合ったりすることができなく
なるとは思いも寄りませんでしたが…）
。
最後に、今後のフランスにおける日本文化の発信につ
いて簡単に触れたいと思います。私が NHK で最初にパリ
に駐在した 90 年代の初め、日本文化と言えばまだ、源氏
物語や浮世絵など一部の「通」だけが知っている伝統文化
が中心でした。それが 2 度目の駐在となった 2010 年代初
めから中盤、そして桜フォト展で訪れた 2019 年と時を経
るにつれ、驚いたのはフランス人の日本文化への関心が
幅広くかつ深くなっていることでした。アニメやラーメ
ンやトンカツ、果ては弁当といった日本食の爆発的な人
気、そして日本人でさえあまり知らない地方の秘湯めぐ
りなど、例を挙げればきりがありません。一方で福島に関
する知識や認識は「311」のまま殆ど止まっているという
ことをあらためて思い知らされ、今後の課題だと考えて
います。

今後の⽇仏⽂化交流
〜福島の⽂化発信の可能性
▲空前の⽇本⽂化への関⼼
▲従来型では飽き⾜らぬニーズ増⼤
■「311」後のFukushimaについての
情報は不⾜
▲「コロナ後」の情報発信強化の必要性
▲「拠点」としてのMCJPの役割増⼤

さて、日仏の相互交流の促進にブレーキをかけたのが
言うまでもなく新型コロナでした。パリ日本文化会館の
活動は長い期間、オンラインを通じたものに限定されて
いました。しかしフランスではワクチン接種が進むにつ
れ、外出規制などが段階的に緩和され、会館も夏前から入
場者を受け入れての展覧会を再開しています。まさに「コ
ロナに打ち勝った証」としての日本文化発信の最前線と
しての会館の役割はますます大きくなっています。
今後パリ日本文化会館の館長として、そして福島の皆
様にお世話になったものとして、福島をはじめ日本の地
域が持つ魅力の発信にとりわけ力を入れていきたいと考
えておりますので、どうかご支援よろしくお願いいたし
ます。皆様もぜひ、パリにいらしてください。お待ちして
います !

坪井大雄会長より激励金贈呈

2020-21 年 度
★年間 100% 出席賞
阿久津 肇 会員 通算
幡
研一 会員 通算
加藤 義朋 会員 連続
安藤 錬雄 会員 連続
白岩 康夫 会員 通算
河田
亨 会員 通算
長谷部一雄 会員 通算
渡邊 又夫 会員 通算
安藤健次郎 会員 連続
草野 武夫 会員 通算
大沼 健次 会員 通算
浦部
博 会員 通算
阿部 力哉 会員 通算
古俣
猛 会員 通算
渡辺 健寿 会員 通算

年間 100% 出席賞 代表者
横山 淳 会員 加藤義朋 会員

41 回 100%
32 回
〃
33 回
〃
29 回
〃
28 回
〃
25 回
〃
25 回
〃
23 回
〃
21 回
〃
20 回
〃
19 回
〃
16 回
〃
16 回
〃
14 回
〃
13 回
〃

茂田 士郎 会員
菅野
晋 会員
右近 八郎 会員
佐藤 英典 会員
丹治 正博 会員
田沼紀美子 会員
坪井 大雄 会員
相良 元章 会員
箱岩
偉 会員
後藤 忠久 会員
森岡 幸江 会員
菅沼
裕 会員
江花
亮 会員
佐藤美奈子 会員
小原
敏 会員
五阿弥宏安 会員

各賞 代表者

伊藤雄治 会員 幡 研一 会員
櫻井英樹 会員

連続
連続
連続
通算
通算
通算
通算
通算
通算
通算
通算
連続
通算
連続
通算
通算

丹治正博会員より御守り贈呈

表彰
13 回
12 回
10 回
9回
9回
9回
7回
7回
7回
6回
6回
6回
5回
4回
3回
3回

年間スピーチ賞
櫻井英樹 会員
橋川量万 会員

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

佐藤 良智 会員
内池
浩 会員
金子與志人 会員
吉田 大樹 会員
横山
淳 会員
櫻井 英樹 会員

通算
通算
通算
通算
通算
通算

3回
2回
1回
1回
1回
1回

〃
〃
〃
〃
〃
〃

★年間スピーチ賞
櫻井 英樹 会員
橋川 量万 会員
★ニコニコ BOX 賞
小原
敏 会員
茂田 士郎 会員
幡
研一 会員
横山
淳 会員
★「私のひとこと」賞（古俣 猛 小委員長選定）
村上 守人 会員
安藤健次郎 会員
伊藤 雄治 会員

ニコニコ BOX 賞

小原 敏 会員 幡 研一 会員
横山 淳 会員

「私のひとこと」賞

村上 守 会員 伊藤雄治 会員
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例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

私のひとこと

■ 8 月 5 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 ・汚染水対策官 木野正登 様

学校法人東稜学園福島東稜高等学校
理事長・校長

小原 敏 会員

＊８月誕生祝い

癒しのひととき
昨年秋、福島東稜高校に福島の銘木モニワザクラが
植樹されました。福島ロータリークラブ創立 70 周年
記念事業の一環として行われたもので、本校でもお裾
分けいただきました。
福島市茂庭で発見された桜で、花は一重咲きで白ま
たはうす紅色、咲き進むにつれて花の真ん中が赤みを
帯びてくる可憐な珍しい品種の桜です。新南校舎建設
前はソメイヨシの桜の大木が所狭しと咲き誇り、かつ
て近所のちょっとした桜の名所となっていました。
10 年ほど前に新校舎建設のため、そのほとんどが伐
採されてしまいました。その後同窓会の寄贈で、しだ
れ桜が植樹されましたが、数本枯れてしまい、そうし
た空いたところに植樹されました。
コロナ禍が続く中、今年の春には、早速小さな苗木
でも可憐な桜の花を咲かせ、癒しのひとときを与えて
くれました。

ニコニコBOX報告
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＊「友」紹介

■ 8 月 26 日（木）12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
ゲストスピーチ
福島県障がい者スポーツ協会 書記 増子恵美 様

入 会 式

ドコモ CS 東北福島支店
支店長 高田博樹 様
（紹介者 右近八郎 会員）

［報告］ 伊藤雄治 委員

○大沼 健次 会員
パリ日本文化会館館長 鈴木仁様のスピーチを祝し、又、パリ
での活躍をお願いし、おおいに日本の文化を発信して下さい。
○小原 敏 会員
東稜高校バスケ部に続き卓球部男子、馬術部が全国大会出
場を決めました。県を代表するふくしまの若者に皆様の熱
いエールを送ってくださるようお願い申し上げます。
○加藤 義朋 会員
年間 100％出席（連続 33 年）賞感謝します。鈴木仁パリ日
本文化会館館長のスピーチを楽しみに。
○菅野 晋 会員
弊社、今日で会社設立 80 周年を迎えました。なお、創業は
88 年となりました。
○後藤 忠久 会員
坪井年度が充実した 1 年になりますようご祈念いたします。
商工会議所でワクチンの職域接種を準備しましたが、政府の
方針の混迷で対応に苦慮しています。しっかりして欲しい
ものです ! !
○佐藤 美奈子 会員
スポ GOMI 大会、多くの会員の皆様のご協力で盛会に開
催することができました。感謝申し上げます。
○鈴木 勇人 会員
お陰様で福島ユナイテッドは前半戦が終了し、首位と勝点
を並んで 2 位で折返すことができました。後半戦も優勝目指
して全力をつくします。昨日は激励金をいただきありがと
うございました。
○幡 研一 会員
鈴木仁前 NHK 福島放送局長のパリ日本文化会館館長ご就
任おめでとうございます。
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■ 8 月 12 日（木）祝日の週のため休会
■ 8 月 19 日（木）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
県北第一分区ガバナー補佐 佐藤宗弘 様

本日の投入額 47件

○半沢 治久 会員
鈴木前局長、パリ日本文化交流会館館長ご就任、おめでと
うございます。本日のスピーチを楽しみにしています。
○横山 淳 会員
鈴木仁さん、これからはエッフェル塔と自由の女神を毎日
視界に入れてのお仕事ですね。セーヌ川のほとりでワイン
ご一緒出来るのを楽しみにしてます。又本日は表彰ありが
とうございます。
○渡辺 健寿 会員
本日のゲストスピーカー鈴木仁様のご来訪、心より歓迎い
たします。パリ日本文化会館館長ご就任おめでとうござい
ます。日仏文化交流のためご活躍を祈念いたします。
○渡邊 又夫 会員
鈴木館長さん、ようこそ。私がベルレーノの詩「秋の日の
ヴィオロンのため息の」と吟じたらすかさず流暢な佛語（フ
ランス語）で朗々と吟じてくれました。在任中、是非パリを
訪ねてみたいです。
○坪井 大雄 会員
「ロータリー奉仕デー・スポ GOMI 大会」へのご協力、あ
りがとうございました。鈴木館長、パリ就任前のお忙しい時
に講演をお引き受けいただき、ありがとうございます。
○他に／伊藤雄治／植田リサ／内池 浩／浦部 博／岡田新也
／荻野誠也／小野悦也／加藤弘樹／金子與志人／加納武志／
五阿弥宏安／児玉健夫／古俣 猛／坂本壮敏／相良元章／佐
藤英典／佐藤良智／清水太郎／白岩康夫／菅沼 裕／高田博
樹／田沼紀美子／丹治正博／土屋牧雄／寺田 充／中川宏生
／畠山良平／藤井 守／村上守人／森岡幸江／八代大輔／薮
政勝／八巻恵一／吉田大樹

