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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。昨日は、新しい総理大臣が誕生し
ました。この困難で不確定な時代、素晴らしい国の舵取
りを期待したいものです。今日はまず訃報からお知らせを

申し上げます。大変残念ですが、パスト会長でもあります増子康さんが一昨
日お亡くなりになりました。式は完全に家族葬ということでクローズにさせて頂
きたいということです。ただ明日、新聞にも載りますが、郡山斎場でお通夜式
が5時から、翌日告別式が10時からということで、受付と御焼香台は用意を
させて頂きます。
　本日卓話を頂戴致しますお客様をご紹介致します。菊池医院院長菊池
信太郎様です。信太郎先生は、当クラブの会員でもあった、平成27年12月
にご逝去されました故菊池辰夫先生のご子息であります。数年前に、当クラ
ブで職場訪問の機会があり、横塚にあります「PEP KIDS KORIYAMA」
の運営をしているNPO法人「郡山ペップ子育てネットワーク」の理事長でも
あります。菊池先生は、東日本大震災の起きた2011年、震災後避難している
子ども達、外遊びができなくなった子ども達が健康的に心と体を育む環境を
整える必要があることを痛切に感じ、その年の12月クリスマスの日にPEP 
KIDS KORIYAMAを開館致しました。現在までに累計200万人以上が利
用をしていると聞いております。当時、施設の開館までには様々なご苦労が
あったと思われますし、医師として毎日診察にあたりながら郡山の子ども達の
ため、社会奉仕のためにその事業を始められた行動力には、心より敬意を表
したいと思います。運営されているのがNPO法人ですので、その事業費は、
会費や賛助金、団体や企業からの寄付金、公的な補助金が主な収入と思
われます。私達ロータリアンも、それぞれの会員の皆様が何かの形でお手伝
いをすることができればと思っております。是非、会員の皆様のご協力ご支
援をお願い致します。後程の卓話を楽しみにしております。

　コロナが世界を一変させた。『目に見えない敵』への「不安感」が人を
臆病にして、疑いが生まれ、人と人の繋がりを分断している。10年前『目に
見えない放射能』に怯え、子ども達は自宅にこもり、ふるさとを追われ、地域
が分断され、言われなき差別を受けた福島。だからこそ、我々は『コロナ差
別』の負の連鎖を断ち切り、助け合う地域でありたい。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／54名　欠席／46名
出席率／54％　前回修正率／57.47％
他クラブ出席／2名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会ご参加ありがとうございます。菊池信太郎
先生の卓話、宜しくお願いします。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日はご多忙の中、菊池信太郎先生におかれましては卓話にお越し頂
き誠にありがとうございます。 伊野泰司君
◎菊池信太郎先生の卓話、楽しみにしております。 太田　宏君
◎菊池信太郎先生の卓話、楽しみに参りました。是非、郡山RCにもご入
会下さい。 湯浅大郎君

◎菊池先生のお話を楽しみにしております。
 遠藤友紀晴君、山口松之進君
◎菊池氏の卓話、楽しみにしています。涼しくなって参りました。風邪など
ひかないようご自愛下さい。 前田泰彦君

◎増子康さんは私の推薦人です。ご冥福をお祈り申し上げます。
 初瀬照夫君
◎クラブ会員の皆様、ご無沙汰しています。64クラブ中、昨日で38クラブ
公式訪問終了致しました。ご協力、ご支援、心から御礼申し上げます。

 石黒秀司君
◎先日、7ケ月ぶりに県外旅行（岩手）に行きました。楽しかったです。
 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

医療法人仁寿会　菊池医院
院長 菊池信太郎様

　今回コロナが非常に大きな問題
になっております。よくよく考えますと、
私達は10年前に東日本大震災を
経験しまして、with放射線を10年
間やってきたわけですね。それと同じような状態が、特に子どもの環境にお
いては今も続いていると思います。例えば子どもの遊びが不自由であった
り、様々な健康被害が起きるんじゃないかとか、色々コミュニティが崩壊す
るとか色んなことが起きています。そしてその時with放射線の時、つまり
東日本大震災の後に子ども達に何が起きたかというと、幾つか指摘され
ております。例えば一つは肥満傾向児が増えたという話です。このグラフ

ゲスト卓話

　新会員候補者カードを受付に置いてありますので、
是非とも会員増強委員会よりのご依頼ですのでお願い
致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日の卓話は菊池信太郎先生にお願いを致してお
ります。診療だけではなく、郡山の子ども達そして地域

のために非常にご尽力を頂いております。そして講演会などでは、福島県
だけではなく日本各地、世界大会などでもお話をされています。本日は診
療の合間を縫ってお越し頂きました。本日は「郡山市が子育て日本一最
高になる街創り～成育都市の創造を目指して～」というタイトルで卓話を
頂きます。

プログラム紹介
山口　仁副委員長

　公式訪問地区内64クラブ中38クラブが終わりまし
た。同行されている副幹事の皆様方と各クラブの例会
を楽しんでいるわけでありますけれども、異口同音に喋

るのは「郡山RCはいいよね」という言葉です。これだけの会員の方々が
集って色んな情報交換をしながら、この特異な1時間を過ごすことができ
るというのは、やはり我々は幸せだなということを本当に感じております。ま
た地区大会も太田先生を中心に揉んで頂いておりまして、今度の諮問委
員会でご報告をするという段取りになっております。また色々な面でご協力
を頂いていることを心から感謝を申し上げたいと思います。

石黒秀司2530地区ガバナー

　「ロータリーの友」9月号を紹介いたします。
横組　20頁　侃侃諤諤（かんかんがくがく）

　　　　　　　　　　　　　ロータリーの友といえば
　　　　　　　縦組　　4頁　変態が改革する多様性社会

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

は全国のお子さんの肥満傾向児の出現率を表しておりますが、この
スケールで見ますと肥満が多いんです。全国だとワースト10位以内に
入ってしまいます。震災から10年経っても、その傾向はまだ変わって
いません。そしてもう一つ話題になっているのが、子ども達の体力・運
動能力が落ちていますよということです。私どもが10年間ずっと郡山
の子ども達の体力・運動能力を追いかけているんですけど、平成22
年が震災前の郡山の子ども達の数字が軒並み低かったんです。そ
れが震災以降更に内側に傾いて数字が落ちてしまって、そして令和
元年度は震災前には勿論戻っておりませんし、場合によっては震災
後よりも更に数字としては悪化しているというのが現状です。震災直
後は外で遊べないとか色んな話がありましたけど、時間が経ってもこ
のスピードが速くなっていかないという現状があります。一方で子ども
達の生活の中にはメディア系（テレビゲーム・インターネット）が入って
来ています。これも2013年から私どもがずっと子ども達の生活習慣を
追いかけているんですけども、郡山市の9割のお子さんのデータです
が、小学1年生だと学校が終わってゲーム・インターネット・テレビに接
続されている時間が2時間。小学6年生だと約4時間、子ども達が平
日そういったものと触れているというのが現状です。それだけ子ども達
にとってはメディアが普通になりましたし、一方でこの4時間の間ずっ
とじっとしているわけです。それから最近ではいじめの話しも増えてい
ます。大体1クラスに1人ぐらい不登校がいるというくらい不登校の数
が多いです。新聞等々でもご覧になったことがあると思いますが、虐
待ですね。これも毎日のように虐待に関する報道がされています。つま
り日本の子ども達の今の生きている環境は非常に厳しい状況に置か
れている。少なくとも30～40年前の子ども達とは全然違う様相になっ
ているというのが現状です。もう1つは日本ではあまり話題になってい
ませんが、できちゃった結婚での出生の数というのも1960年代からど
んどん増えてきています。問題なのは15～19歳でできちゃった結婚を
した人。この年代でできちゃった婚というのは、そもそも予定されてい
ない。しかも子育て能力がほとんど無いカップルの中で生まれてしまっ
ているという現状があります。その後若年離婚も増えるわけです。当
然できちゃった婚、若年結婚、若年離婚に繋がって、子どもはひとり親
家庭という構図が完全に成り立っているんですね。若年離婚される
と、当然その後子どもの貧困に繋がって来るんですね。
　今の日本の社会の中で子どもの遊びに必要な3つの「間」というの
が失われているということが指摘されています。それは遊ぶ時間、遊
ぶ仲間、遊ぶ空間です。この3つがこの30年の間にあっという間に無
くなってしまった。つまり時間が無い、遊ぶ友達がいない、遊ぶ場所が
無い、これが我が国の子ども達に共通している遊びに欠けてしまった
3つの間です。そしてもう1つ、子ども達は最近余り異年齢と遊ばなく
なってきましたので、遊びそのものが伝達しにくくなっているということ
で、その遊びを支えてくれるお兄さん・お姉さんの存在が今の子ども
環境には必要です。そこでPEP Kidsでは今のこの3つの間をしっか
り確保する。そしてプレリーダーのお兄さん・お姉さんをしっかり配備す
るということで成り立っている施設です。PEP Kidsは2011年12月に
オープンして以後、30万人を維持しています。とうほう地域総合研究
所にPEP Kidsの経済効果の調査をして貰いましたが、総額年間11

億2千万円が郡山市にもたらされる。そしてその3割が市外からもたら
される。ただ単に子ども達の遊び場を提供しているだけではなくて、周
辺地域を始めとした郡山市にとっての経済効果ももたらしているとい
うことが分かります。
　郡山市も少子高齢化が進みまして、特に子どもの数が年々減って
おります。今郡山市で2,700人しか子どもが生まれていません。何より
も地域が生きるためには、郡山市に住めば子どもが元気になる、健康
になる、病気にならなくてすむ、保護者が子育てを楽しめる、そして安
心できる、こうした街にするしかないのかなと思っております。ジェーム
ス・ヘッグマンというアメリカの経済学者が提唱している理論ですが、
費用対効果が一番高いのが生まれる前から生まれた後の数年間に
投資をすることだと言われています。でも日本でやっているのは、例え
ば社会補償費の内訳は年金医療だけで８割近く占めて、子どもに関
わるものはわずか10％しか無いんですね。それぐらいしかお金をかけ
てないというのが今の日本の現状ということになります。そこで今最も
子ども達に必要なことは、やはり子どもを元気にするということじゃない
かと思います。そのためには子どもの目線から色んなことを考える。子
どもに投資をするということだと思います。子どもの元気な街、子どもに
優しい街というのは自ずと高齢者にも優しい街になります。子ども達の
視点、子ども達への投資というのは非常に重要だと思います。
　郡山の子ども達を日本一元気にしたい。これは東日本大震災から
の復興でもあります。そしてその思いが、そのやれたことが何れ日本
のモデルになるんじゃないかなと思います。子どもの健康というのは連
続しています。ところがそれを見守る行政、その他色んな機関という
のはどうしても細切れになってます。私達小児科医は1人の子どもと
ずっと寄り添って見守っています。是非そうした私達のような細切れ
ではなく連続して子ども達のことを追っていく行政機関、組織というの
が必要かもしれません。子どもも人生も持続可能になるために私達が
できることをやって行きたいと思っております。

〒963‒8014  郡山市虎丸町21‒14

阿部測量 株式会社
代表取締役 阿　部　充　宏

☎ 933‒2585　　922‒5005
〒963‒8022  郡山市西ノ内2‒10‒32

株式会社 小野屋
取締役社長 阿　部　和　博

☎ 953‒6257　　953‒6258

「郡山市が子育て日本一最高になる街創り
　　　　　  ～成育都市の創造を目指して～」

住友生命保険（相）福島支社
　　　　　支社長　柿木田修君

次 回 第12回例会
令和2年10月1日㈭

会員卓話
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いては今も続いていると思います。例えば子どもの遊びが不自由であった
り、様々な健康被害が起きるんじゃないかとか、色々コミュニティが崩壊す
るとか色んなことが起きています。そしてその時with放射線の時、つまり
東日本大震災の後に子ども達に何が起きたかというと、幾つか指摘され
ております。例えば一つは肥満傾向児が増えたという話です。このグラフ

ゲスト卓話

　新会員候補者カードを受付に置いてありますので、
是非とも会員増強委員会よりのご依頼ですのでお願い
致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日の卓話は菊池信太郎先生にお願いを致してお
ります。診療だけではなく、郡山の子ども達そして地域

のために非常にご尽力を頂いております。そして講演会などでは、福島県
だけではなく日本各地、世界大会などでもお話をされています。本日は診
療の合間を縫ってお越し頂きました。本日は「郡山市が子育て日本一最
高になる街創り～成育都市の創造を目指して～」というタイトルで卓話を
頂きます。

プログラム紹介
山口　仁副委員長

　公式訪問地区内64クラブ中38クラブが終わりまし
た。同行されている副幹事の皆様方と各クラブの例会
を楽しんでいるわけでありますけれども、異口同音に喋

るのは「郡山RCはいいよね」という言葉です。これだけの会員の方々が
集って色んな情報交換をしながら、この特異な1時間を過ごすことができ
るというのは、やはり我々は幸せだなということを本当に感じております。ま
た地区大会も太田先生を中心に揉んで頂いておりまして、今度の諮問委
員会でご報告をするという段取りになっております。また色々な面でご協力
を頂いていることを心から感謝を申し上げたいと思います。

石黒秀司2530地区ガバナー

　「ロータリーの友」9月号を紹介いたします。
横組　20頁　侃侃諤諤（かんかんがくがく）

　　　　　　　　　　　　　ロータリーの友といえば
　　　　　　　縦組　　4頁　変態が改革する多様性社会

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

は全国のお子さんの肥満傾向児の出現率を表しておりますが、この
スケールで見ますと肥満が多いんです。全国だとワースト10位以内に
入ってしまいます。震災から10年経っても、その傾向はまだ変わって
いません。そしてもう一つ話題になっているのが、子ども達の体力・運
動能力が落ちていますよということです。私どもが10年間ずっと郡山
の子ども達の体力・運動能力を追いかけているんですけど、平成22
年が震災前の郡山の子ども達の数字が軒並み低かったんです。そ
れが震災以降更に内側に傾いて数字が落ちてしまって、そして令和
元年度は震災前には勿論戻っておりませんし、場合によっては震災
後よりも更に数字としては悪化しているというのが現状です。震災直
後は外で遊べないとか色んな話がありましたけど、時間が経ってもこ
のスピードが速くなっていかないという現状があります。一方で子ども
達の生活の中にはメディア系（テレビゲーム・インターネット）が入って
来ています。これも2013年から私どもがずっと子ども達の生活習慣を
追いかけているんですけども、郡山市の9割のお子さんのデータです
が、小学1年生だと学校が終わってゲーム・インターネット・テレビに接
続されている時間が2時間。小学6年生だと約4時間、子ども達が平
日そういったものと触れているというのが現状です。それだけ子ども達
にとってはメディアが普通になりましたし、一方でこの4時間の間ずっ
とじっとしているわけです。それから最近ではいじめの話しも増えてい
ます。大体1クラスに1人ぐらい不登校がいるというくらい不登校の数
が多いです。新聞等々でもご覧になったことがあると思いますが、虐
待ですね。これも毎日のように虐待に関する報道がされています。つま
り日本の子ども達の今の生きている環境は非常に厳しい状況に置か
れている。少なくとも30～40年前の子ども達とは全然違う様相になっ
ているというのが現状です。もう1つは日本ではあまり話題になってい
ませんが、できちゃった結婚での出生の数というのも1960年代からど
んどん増えてきています。問題なのは15～19歳でできちゃった結婚を
した人。この年代でできちゃった婚というのは、そもそも予定されてい
ない。しかも子育て能力がほとんど無いカップルの中で生まれてしまっ
ているという現状があります。その後若年離婚も増えるわけです。当
然できちゃった婚、若年結婚、若年離婚に繋がって、子どもはひとり親
家庭という構図が完全に成り立っているんですね。若年離婚される
と、当然その後子どもの貧困に繋がって来るんですね。
　今の日本の社会の中で子どもの遊びに必要な3つの「間」というの
が失われているということが指摘されています。それは遊ぶ時間、遊
ぶ仲間、遊ぶ空間です。この3つがこの30年の間にあっという間に無
くなってしまった。つまり時間が無い、遊ぶ友達がいない、遊ぶ場所が
無い、これが我が国の子ども達に共通している遊びに欠けてしまった
3つの間です。そしてもう1つ、子ども達は最近余り異年齢と遊ばなく
なってきましたので、遊びそのものが伝達しにくくなっているということ
で、その遊びを支えてくれるお兄さん・お姉さんの存在が今の子ども
環境には必要です。そこでPEP Kidsでは今のこの3つの間をしっか
り確保する。そしてプレリーダーのお兄さん・お姉さんをしっかり配備す
るということで成り立っている施設です。PEP Kidsは2011年12月に
オープンして以後、30万人を維持しています。とうほう地域総合研究
所にPEP Kidsの経済効果の調査をして貰いましたが、総額年間11

億2千万円が郡山市にもたらされる。そしてその3割が市外からもたら
される。ただ単に子ども達の遊び場を提供しているだけではなくて、周
辺地域を始めとした郡山市にとっての経済効果ももたらしているとい
うことが分かります。
　郡山市も少子高齢化が進みまして、特に子どもの数が年々減って
おります。今郡山市で2,700人しか子どもが生まれていません。何より
も地域が生きるためには、郡山市に住めば子どもが元気になる、健康
になる、病気にならなくてすむ、保護者が子育てを楽しめる、そして安
心できる、こうした街にするしかないのかなと思っております。ジェーム
ス・ヘッグマンというアメリカの経済学者が提唱している理論ですが、
費用対効果が一番高いのが生まれる前から生まれた後の数年間に
投資をすることだと言われています。でも日本でやっているのは、例え
ば社会補償費の内訳は年金医療だけで８割近く占めて、子どもに関
わるものはわずか10％しか無いんですね。それぐらいしかお金をかけ
てないというのが今の日本の現状ということになります。そこで今最も
子ども達に必要なことは、やはり子どもを元気にするということじゃない
かと思います。そのためには子どもの目線から色んなことを考える。子
どもに投資をするということだと思います。子どもの元気な街、子どもに
優しい街というのは自ずと高齢者にも優しい街になります。子ども達の
視点、子ども達への投資というのは非常に重要だと思います。
　郡山の子ども達を日本一元気にしたい。これは東日本大震災から
の復興でもあります。そしてその思いが、そのやれたことが何れ日本
のモデルになるんじゃないかなと思います。子どもの健康というのは連
続しています。ところがそれを見守る行政、その他色んな機関という
のはどうしても細切れになってます。私達小児科医は1人の子どもと
ずっと寄り添って見守っています。是非そうした私達のような細切れ
ではなく連続して子ども達のことを追っていく行政機関、組織というの
が必要かもしれません。子どもも人生も持続可能になるために私達が
できることをやって行きたいと思っております。
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「郡山市が子育て日本一最高になる街創り
　　　　　  ～成育都市の創造を目指して～」

住友生命保険（相）福島支社
　　　　　支社長　柿木田修君
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