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【例会場】福島市上町 4-30
クーラクーリアンテ サンパレス
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幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

3 月 16 日深夜に発生した、福島県沖を
震源とする地震により被害を受けられた
皆様に謹んでお見舞い申し上げます。一
日も早い被害からの復旧と皆様のご健康
を心よりお祈り申し上げます。
この地震により、例会場が使用不可となり 17 日開催予
定の「創立記念例会」が急遽中止になりご迷惑をおかけし
ました。
本日はプログラムを変更し、改めて「創立記念例会」と
して開催させていただきます。
「まん延防止等重点措置」
も終了しましたので、通常の形式での開催となります。
この間、3 月 10 日「視察会」
、12 日「三者合同新世代会
議」
、18 日「マリキナ RC 創立記念オンライン例会」
、各委
員会の開催。そして、19 日には「分区 IM」が開催されてお
ります。本日配布しました会報にて報告させていただき
ます。
また、年度替わりのこの時期、6 名の方々が退会されま
す。ご栄転ですので、いたしかたありませんが、それぞれ
ご活躍された皆様ですので、大変残念で寂しい気持ちで
いっぱいです。東京交歓会等で再会できますことを楽し
みにしております。
最後に、幹事より体調不良によりしばらく休みになる
との連絡がありました。しばらく幹事不在となりますが、
会員の皆様には行事連絡等ご迷惑が掛からないよう、対
応させていただきます。

本日のプログラム

2021-22 年度
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国際ロータリー第 2530 地区

2021-22 年度副幹事

渡辺

泰子

● 3/10（木）視察会にて東日本大震災 ･ 原
子力災害伝承館、請戸小学校、水素エネ
ルギー研究フィールド、福島ロボットテ
ストフィールドの全行程を無事開催終了
いたしました。
● 3/12（土）青少年奉仕委員会にて福島学院大学 RAC・福
島東稜高校 IAC による ｢三者合同新世代会議｣ が Zoom
にて開催されました。詳細はお渡ししました会報特別号
をご確認ください。
● 3/19（土）｢県北第一分区インターシティミーティング」が
YouTube にて開催されました。まだ視聴されていない方は
以前にお知らせしました URL にてアーカーイブがござい
ますので、ぜひご視聴いただければと存じます。
● 4/2（土）午後 2 時 30 分よりクーラクーリアンテサンパ
レスにて新会員オリエンテーションが開催されます。コ
ロナ禍を考慮し懇親会は中止となりました。当クラブよ
り丹治正博会員、吉田大樹会員、荻野誠也会員、小原孝
嗣会員、大槻美恵子会員、加藤弘樹会員、土屋牧雄会員
が出席されます。
● 3 月ロータリーレートは 1 ドル 116 円となりますのでお
知らせいたします。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 4 月 14 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
    

＊「友」紹介

「情報流出防止のための安全保障対策について」
   福島県警察本部本部長 児嶋 洋平 様

■ 4 月 21 日（木）
18：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【夜間例会】観桜夜間例会

創立記念例会 記念講演  桜あれこれ

- 特に茂庭ザクラについて - 白岩 康夫 会員

記念品タオルプレゼント

国家斉唱
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 管野裕一 会員

退会あいさつ

二階堂宏樹 会員

4/1 付 東北電力㈱上席執行役員東京支社長として
ご栄転されます。

伊藤雄治 会員
4/1 付 みずほ銀行東京本社へご栄転されます。

日本銀行福島支店  支店長
植田リサ会員より

福島ユナイテッド施設改修寄付贈呈

福島ユナイテッド FC 代表取締役社長
鈴木勇人 会員

各委員会報告

■公共イメージ委員会
「友」3 月号紹介
■例会小委員会
ニコニコ BOX担当

中川宏生 委員長
伊藤雄治 委員
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本日のプ ロ グ ラ ム
創立記念例会 記念講演

桜あれこれ

- 特に茂庭ザクラについて -

白岩 康夫 会員

モニワザクラがデザインされた福島ロータリークラブの手ぬぐい

■日本の桜

平安、鎌倉、室町時代の中央集権時代には山から里、また各
地から中央に献上されて桜が集まった。そこで自然とヤマザク
ラの野生種を中心に雑種が生まれた。
＊とくに、鎌倉時代には伊豆半島に自生しているオオシマザク
ラを母種として様々な品種が生まれた。…里桜という。また
園芸種として交配した新種も生まれたに違いない。
＊日本には400種類以上の桜があり、その多くが園芸品種である。
林弥栄（1974 年）が集め、系統的に分類した桜 100 品種につ
いて検討した中尾佐助（1976 年）は、これらの 8 割が伊豆半
島に分布するオオシマザクラを母体とした雑種であろうと
推定している。
里桜の形成には鎌倉幕府、小田原文化という歴史的な背景が
関与している。
日本古来の桜（野生種 9 種）

（原色樹木大圖鑑 北隆館 昭和 60 年 5 月 31 日発行・他より引用）

１）オオシマザクラ
伊豆七島、伊豆半島、房総半島に分布
火山性の特異な地質に生息、分布域が狭い
早咲きで白い大きな花 若葉は緑色
２）ヤマザクラ
本州の宮城県、新潟県以南、朝鮮半島南部、近畿地方に多い
若葉は赤みがある 白い花
３）カスミザクラ
北海道、本州に多い、四国、朝鮮半島、中国東北部に分布
若葉は少し緑色 開花がヤマザクラより 2 週間ほど遅い
４）エドヒガン（アズマヒガン）
本州、四国、九州、済州島に分布
花托筒の下部がフラスコ状に膨らんでいる
寿命が永く巨木になる
花は淡紅色、彼岸の頃に花を咲かせる
日本三大桜（山高神代桜、根尾谷の薄墨桜、三春滝桜）はエ
ドヒガン
５）＊オオヤマザクラ
本州の中部以北、北海道に多く、サハリン、南千島に分布
花が大きく薄紅色 花の直径 3.2 ～ 4.0cm
６）マメザクラ（フジザクラ）
関東地方、中部、近畿地方に分布
小型のサクラ、樹高 3 〜 8m 白から薄紅色の小ぶりな花
下向きに咲く
７）タカネザクラ（ミネザクラ）
本州中部以北の山地 標高 1,500 ｍくらいが分布の中心
葉が出ると同時に直径 2 ～ 3cm の白い花をつける
８）チョウジザクラ
本州北部から中部の太平洋側、近畿、中国、九州に分布
花托筒と平に開く花弁が丁の字になる
９）ミヤマザクラ
温帯、亜寒帯に広く分布、本州、朝鮮半島、中国東北部に分布
花の咲くのが遅く、若葉が出そろってから白い花ガ咲く
花序は総状をなす（総状花序）
約 100 年ぶりに新種のサクラを紀伊半島南部で発見

［NHK ニュース 2018 年 3 月 13 日（18 時 14 分）
］

紀伊半島南部で、およそ 100 年ぶりに新種のサクラが発見さ
れ、地元の名前にちなんで「クマノザクラ」と命名したと森林
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総合研究所などが発表した。新たに見つかったサクラは、この
地域に自生するヤマザクラなどと比べ、花が薄いピンク色を帯
びていて、花序柄と呼ばれる花が付く茎の部分が短く、開花の
時期も早い。
国内で野生の新種のサクラが見つかるのは、1915 年の「オオ
シマザクラ」以来 103 年ぶりで、森林総合研究所では地元の地
域の名前にちなんで「クマノザクラ」と命名した。
桜各種
＊ヒカンザクラ（カンヒザクラ） 中国中南部、台湾に分布、琉
球諸島に野生化している。緋紅色の花を半開きにした鐘状に
下向きに咲く
ヒカンザクラ
ジュウガツザクラ
ヨウコウザクラ リュウキュウカンヒザクラ
トウカイザクラ カワズザクラ
桜の起源はヒマラヤ（ネパール）説

［桜の来た道ーネパールの桜と日本の桜ー 染郷正孝 著 信山社・
2000 年 3 月発行］

桜の分布は日本だけでない。ミャンマー、中国、台湾、韓国
など温帯地方各地に自生する桜がある。
ヒマラヤザクラ
大木で 30 ｍにもなる。花は 11 月から 12 月の冬に咲く。
ヒカンザクラは先祖にこの種を持つと考えられている。

■桜開花の条件

桜の開花に必要な低温条件
桜の花は福島では 4 月初旬に咲きます。その花芽は前年の夏
に形成されていて、秋から冬にかけては休眠状態に入っていま
す。休眠中の花芽は冬となって一定の低温にさらされると休眠
から目覚め、春になって気温が上昇すると休眠から覚めて開花
に向かいます。休眠覚醒あるいは休眠打破と呼ばれる状態です。
休眠覚醒に必要な低温条件について、山形県立園芸試験場の
佐藤裕則らによる“啓翁桜”の研究では 8℃以下の積算時間で
900 時間とされています。900 時間＝約 38 日
陽光桜 ヨウコウザクラ
高岡正明氏が開発した。アマギヨシノとカンヒザクラの交配
種。高岡氏は愛媛県温泉郡川内町の人、太平洋戦争当時青年学
校の教師をしていた。戦時教育のもと多くの若者を戦士として
南方戦線に送った。彼らの中には終戦になっても祖国に帰らな
ものがいた。彼は戦死者の眠る南国で咲くサクラを創りだし、
それらを彼の地に咲かせることにより慰霊し平和を祈りたい気
持から熱心に開発に取り組んだ。いま、陽光桜はベトナムのダ
ナン、ダタットをはじめ東南アジア各地で花を咲かせている。
ヨウコウザクラは昭和 56 年（1981 年）5 月 27 日付けで品種登
録された。

■ベトナムで桜植樹（ふくしま・ベトナム友好協会事業）
桜苗木は「日本さくらの会」の寄贈による
ふくしま・ベトナム友好さくら植樹
桜苗木寄贈：
日本さくらの会・306 本
実施団体：ふくしま・
ベトナム友好協会
日時：2015 年（平成 27 年）
11 月 24 日（火）
14：00 〜 17：00
場所：式典／タンロン遺跡のタンロン盆栽協会事務所北側
植樹：式典場所続き北側の植生草地
来賓：ベトナム側／チュオン・ミン・ティエン（ハノイ市文
化スポーツ観光局副局長）
、フォー・クアン・ロイ（ハ
ノイ市文化センター所長）
、チュオン・ミン・ティエ
ン（ハノイ市文化スポーツ観光局副局長）
、リュー・
ミン・チー（タンロン盆栽協会長）
日本側／穴沢葉子（在ベトナム日本大使館広報文化班長）

■福島ロータリークラブとさくら植樹

福島ロータリークラブと桜植樹 植えた桜
ソメイヨシノ
エドヒガン系とオオシマザクラの交配種
江戸の染井村で作られた園芸種で、吉野として売られて
いた。後に吉野の桜と紛らわしいので染井吉野と改名した。
全国の桜の約 80％を占める。葉の出る前に花が開き満開と

なる。花は白色。満開時には花が密集して全体的に白く見え
る。育ちが早く、樹齢 50 年で胸高周囲 2.5m にもなる。
モニワザクラ
ソメイヨシノとチョウジザクラの自然交配種
福島市飯坂町茂庭に自生していたのが発見された。
葉の縁には鋸歯があり、葉の展開と同時に花を咲かせる。
花の色は白または淡紅色で、咲き進むにつれて花の真ん中が
赤みを帯びてくる。
モニワザクラの由来 モニワザクラ（prunus moniwana）
福島市飯坂町茂庭で発見された。チョウジザクラとソメイヨ
シノの自然交配種と考えられている。発見者は茂庭在住の今野
礼三氏。発見時期についてはインターネットや百科事典等で調
べてもはっきりしない。
今野礼三氏は同じ茂庭でタキノザクラ（prunus takinoensisi）
を発見しており、タキノザクラはカスミザクラとソメイヨシノ
自然交配種と考えられ、その種名については昭和45年
（1970年）
川崎哲也氏によって命名されている。
モニワザクラは同じ今野氏の発見であり、この頃の今野氏は
植物の研究を盛んに行っていたと考えるとモニワザクラの発
見は昭和 45 年（1970 年）頃と考えられる（白岩・私見）
。
福島ロータリークラブと桜植樹（その 1）
ロータリー環境保全デー記念植樹
国際ロータリー第 250 地区ガバナー 佐久間有寿
1990 － 91 年度 会長 今井吉之
幹事 八子英器
社会奉仕委員長 山田信一郎
社会奉仕委員
山口宇一
佐久間有寿ガバナーはパウロ・コスタ RI 会長が強く訴えて
いた地球環境保全自然保護を第一目標としていたので、11 月 1
日の「ロータリー環境保全デー」に植樹するようにと地区内各
クラブに 3 本のソメイヨシノの苗木を送った。
山田信一郎らは福島ロータリクラブに送られてきた苗木を、
1990 年 12 月 5 日に新築になったばかりの大原医療センター敷
地内に移植した。なお、クラブでは翌年 1 月 31 日には大原医療
センターを職場訪問している。

■茂庭桜の植樹

福島ロータリークラブと桜植樹（その 2）
ロータリー創立 100 周年記念事業－１
2004 － 05 年度 会長 渡辺又夫
幹事 梅宮勇造
社会奉仕委員長 白岩康夫
摺上川ダム周辺地区整備事業の一環として茂庭桜苗木 100 本
を福島市に寄贈した。福島市に目録を贈呈、市から感謝状をい
ただいた。
茂庭桜はソメイヨシノとチョウジサクラ自然交雑種で、茂庭
で発見された、まさに茂庭独自の桜です。この桜で「桜並木」を
形成し、福島の名所にしようとの計画です。ただし、すぐさま
100 本の苗木を集めることはできず。苗木の育成期間 2 年の猶予
をいただいて、差し当たって 5 本を茂庭の湯の近くに植樹した。
この 5 本の桜は生着して元気に花を咲かせているが、中には
枯れたものもあり、2007 年に補植した。
ロータリー創立 100 周年記念事業－ 2
2005 － 06 年度 会長 大沼健次
幹事 後藤忠久
社会奉仕委員長 氏川守義
引き続き市側と協議を行った。植樹場所の決定を見たが、土
壌が悪く白紙に戻った。苗木の取得、維持管理などについて福
島市との協議を継続した。
2006 － 07 年度 会長 渡辺健寿
幹事 加藤真司
社会奉仕委員長 丹治正博
地元町内会より強い要望があり、植樹場所はダムサイトの
下流右岸、道路脇の傾斜地と決定した。また苗木不足のため茂
庭桜の育苗計画を立てた。2006 年 2 月、茂庭公墓前の茂庭桜よ
り分芽を行い、㈱福島天香園の荒井畑地で 1 年間の仮植育樹を
行った。
ロータリー創立 100 周年記念事業－ 3
2007 － 08 年度 会長 佐藤順一
幹事 丹治正博
社会奉仕委員
加藤真司
実地作業について福島市と綿密な打ち合わせを、市では地元
への説明を行った。植樹準備のため 2007 年 10 月に植樹場所の
刈り払い・除草を後藤造園土木㈱の協力のもとに行った。また

2008 年 3 月下旬から 4 月にかけて苗木 100 本を植樹した。そして
2008 年 5 月 15 日「茂庭桜 記念植樹例会」を開催。
福島市から瀬戸孝則市長、東海林仁建設部長ほか、茂庭地
区代表者に協力い
ただいた造園関係
者、それに福島ロー
タリークラブ会員
を加え盛大に植樹
祭を行い、ここに 4
年間にわたるロー
タ リ ー 創 立 100 周
年記念事業は完結
した。
福島ロータリークラブと桜植樹（その 3）
茂庭桜植樹 13 年後の見本木補植と記念プレートの更新
2016 － 17 年度 会長 古俣 猛
幹事 管野裕一
社会奉仕委員長 坪井大雄
＊摺上川ダム周辺地区整備事業の一環として 5 本の植樹を行っ
てから 12 年が経ち、1 本が虫害に会い、また記念プレートの
腐蝕が見られたことから、これらを更新することになった。
2017 年 4 月 27 日に会長・幹事および社会奉仕委員会委員ら
によりモニワザクラ 1 本の補植と新たな記念プレートの設置
を行った。
＊最初に植えた桜は植樹後 12 年となり、4 本すべて花をつけて
いる。その 3 年後に植えた 100 本は摺上川右岸の傾斜地に植
えられたのだが、樹勢が盛んで遠方から見ると桜並木の観を
呈している。平地に植えた 5 本は土地が砂地で栄養分が少な
いのであろう。
＊モニワザクラの発祥地、茂庭での桜並木はさらに本数を増や
せば桜の名勝地となるに相違いない。
福島ロータリークラブと桜植樹（その 4）
福島ロータリークラブ創立 70 周年記念事業
2020 － 21 年度 会長 五阿弥宏安
幹事 佐藤美奈子
創立 70 周年記念事業実行委員長 渡辺健寿
◎記念植樹事業（2020 年）
１ . 信夫山おみさか花広場「モニワザクラ」寄贈
モニワザクラ苗木 5 本を標記に植樹することとし、９月 10
日、五阿弥宏安会長が 未来研究会の佐藤勝三代表理事と
ストリートふくしまの水口和栄理事長に目録を手渡した。
２ . ふくしま植樹祭
「モニワザクラ」寄贈
モニワザクラ苗木 70 本
を、10 月 11 日に開催され
る「 第 3 回 ふ く し ま 植 樹
祭」実行委員会に寄贈し
た。植樹は猪苗代町、猪苗
代湖畔で行われ、佐藤美
奈子幹事らが参加した。
３ .JRA 福島競馬場「モニワザクラ」寄贈
モニワザクラ苗木 1 本を福島競馬場に寄贈した。桜はレー
スコースの内側「内馬場」にある公園に植えられた。
モニワザクラ接ぎ木プロジェクト
2021 － 22 年度 会長 坪井大雄
幹事 金子與志人
日時：令和 3 年 10 月 2 日（土）
場所：福島市荒井 福島天香園
福島ロタリークラブ創立 70 周年記念事業の一つ
「モニワザクラを増やそう」プロジェクト
福島東稜高等学校、青葉学園の生徒やロータリークラブ会員
30 名、幼稚園から高校生までの子供達 15 名の参加があった。青
葉桜を台木にモニワザクラのそぎ芽を接ぎ木した。福島天香園
岡田社長と職員の講習を受けながら実施した。接ぎ木は 200 本
に達した。
なお、成長したモニワザクラは再来年に、参加した東稜高校
や青葉学園の他、会員の職場や自宅に植樹される。
※本事業は（公社）国土緑化推進機構の「緑の募金事業」の助成
を受けた。
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退 会 あ い さ つ

私のひと言

■二階堂宏樹 会員

東日本旅客鉄道㈱  福島駅 駅長

4/1 付 東北電力㈱上席執行役員
東京支社長としてご栄転されます。

■伊藤雄治 会員

4/1 付 みずほ銀行東京本社へ
ご栄転されます。

記念品について

■福島ユナイテッド FC
代表取締役社長
鈴木勇人 様

クラブより創立記念として日
本 銀 行 本 館 エ ン ク ッ キ ー を、
植田リサ会員からは千円札が
あしらわれたタオルが、プレ
ゼントとして配られました。

福島ユナイテッド施設改修寄付贈呈

●特集 水と衛生月間
地域の水と生きていく
P7-13（横書き）
第 2530 地区では約 20 年前から地元の
水質保全活動を行っています。自分たち
が始めた活動を、地域の人とシェアし、
地域に返していく。そのプロセスと現在
の関わり方を紹介しています。
8 ページでは阿久津肇 PG が「あぶく
ま清流協議会」など、阿武隈川の水質改
善活動について寄稿されています。
改めて、ロータリーの「友」電子版ログインの ID とパスワード
をお知らせいたします。
ホームページアドレス https://rotary-no-tomo.jp
ID：rotary
パスワード：rotary
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去る 4/2（土）14：30 より、県北第一分区主催（ホスト福島南
RC）による新会員オリエンテーションが福島市のクーラクーリ
アンテサンパレス福島にて、分区７クラブより15名の新会員（入
会 3 年未満）を始め、講師の平井義郎、来賓の大橋廣治両パスト
ガバナー、分区役員、7 クラブの会長・幹事など総勢約 50 名が参
加して開催されました。
当クラブより坂本壮敏、加藤弘樹、大槻美恵子の新会員と、丹
治情報小委員長、吉田会員増強委員長の 5 名が参加、平井パスト
ガバナーによる「ロータリーの基本」と題した講義の後、参加 7
クラブの新会員より一人ずつ感想、所感の発表が行われました。
最後に大橋パストガバナーより講評があり 16：30散会しました。
当日はコロナ感染防
止に配慮して、予定さ
れていたグループ討
論、懇親会は急遽中止
となりました。
（丹治正博会員 記）

［報告］ 伊藤雄治 委員

〈メッセージ会員〉
〇二階堂 宏樹 会員
2 年間大変お世話になりありがとうございました。皆さま
のご健康とご多幸を心よりお祈り致します。
（大枚ご投入）
〇伊藤 雄治 会員
2 年間大変お世話になりありがとうございました。
（大枚ご投入）
〇阿久津 肇 会員
創立 71 周年を皆様と共に祝福したいと思います。白岩康夫
先生のスピーチを期待して。
〇大槻 美恵子 会員
白岩康夫先生のスピーチ楽しみにしております。いつもあ
たたかい微笑みと優しさをありがとうございます。感謝して
おります。
〇加藤 義朋 会員
RLI 研究会パートⅡに初めて出席しました。白岩会員のス
ピーチを期待します。
〇五阿弥 宏安 会員
白岩先生のモニワザクラのお話を楽しみにしています。
〇白岩 康夫 会員
本日さくらにまつわる話をさせていただきます。
〇中川 俊哉 会員
転勤・退会される皆様、お世話になりました。ご健勝ご多
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東日本大震災から 11 年、昨年 2 月
の福島県沖の地震から約 1 年、またもや 3 月 16 日に福島
県沖を震源とする地震が発生しました。なぜ神様は東北、
福島に試練を与え続けるのかと考えたくもなります。地
震をはじめ様々な災害が続くと心がくじけそうになる方
も多いと思います。
福島駅も約 1 年を掛けて駅舎の修繕を完了したばかり
でしたが、振り出しに戻されてしまいました。しかし私
たち JR 東日本は東日本大震災で被災した東北新幹線の運
転再開を笑顔で迎え入れてくださった御恩を決して忘れ
ることはできません。今回も昼夜を問わず復旧作業を進
めており、4 月 20 日前後に全線運転再開を予定しており
ます。今後も笑顔と元気を届けられるように頑張ってま
いります。応援よろしくお願いします！

県北第一分区新会員オリエンテーション開催される

ロ ー タ リ ー の 友 3 月 号

ニコニコBOX報告

佐々木 高敏 会員

本日の投入額47件

幸をお祈りします。
〇幡 研一 会員
創立 71 周年を祝して。白岩会員のスピーチ拝聴致します。
〇横山 淳 会員
福島に来て２度目の大地震経験しました。二度ある事は三
度あると思ってます。With コロナと with 地震のつもりです。
ウクライナの平和祈ってます！（大枚ご投入）
〇渡辺 健寿 会員
白岩康夫会員の創立記念講演、サクラの季節にタイムリー
なテーマで、楽しみに拝聴します。
〇坪井 大雄 会長
本日は「創立記念例会」です。白岩会員の記念スピーチあ
りがとうございます。
〇他に
安藤健次郎／植田リサ／浦部 博／大沼健次／加藤弘樹／加
納武志／後藤洋伸／古俣 猛／坂本壮敏／相良元章／佐藤英
典／佐藤充孝／佐藤美奈子／茂田士郎／菅沼 裕／鈴木朋恵
／鈴木勇人／高田博樹／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博／
土屋敦雄／土屋牧雄／寺田 充／中川宏生／箱岩 偉／半沢治
久／藤井 守／森岡幸江／八代大輔／藪 政勝／八巻恵一／吉
田大樹／渡辺泰子

