
　皆様、今日は。例会前に東日本大震災10年で
追悼の黙祷を頂きました。10年前のあの日のこと
は、会員の皆様にも様々な記憶として残っている

と思います。地震の後、情報を入れるために点けっぱなしにしてお
いたテレビから、原子力発電所が水素爆発したと、その現場の様
子が流れ、それ以来現在までも、放射能との嫌な関係が続いてい
るわけです、どうか子供や孫の世代の未来には、明るいこの福島
県があるよう、心から願っております。
　さて、話しは全く変わるのですが、今日は「粋」の話をしたいと思
います。「粋」米へんに九十と書く「いき」です。あの人は粋な人だ
な、というように使いますね。ロータリーでは「ロータリアンは品格が
大切」という話がよく出ますが、この「粋」もロータリアンを表す言葉
だと思っています。辞書によると「粋」とは、気質・態度・身なりなど
がさっぱりと垢抜けしていて、しかも色気があること、とされていま
す。この言葉は、江戸時代に生じ、時代に従って変転してきた美
意識で、遊興の場での心意気、身なりや振る舞いが洗練されてい
ること、を表している、とのことです。粋や品は「香り」のようなもの
で、その人と触れ合ったときに、ふと感じたり、あとで思い出して心
に染みてくるもの、だと思っています。私がロータリーに入会して、
先輩方とお付き合いをさせて頂き「粋な大人」を感じた方がたくさ
んいらっしゃいました。皆さんの中にも「粋」な方々は沢山おります
が、私たちの世代では名誉会員になられた安藤澄男パスト会長、
昨年亡くなられた増子康パスト会長が頭に浮かびます。お付き合
いをさせて頂く中で、やわらかい笑顔と共にある、雰囲気や佇まい
が、人に知られることなく誰かのためにしている言動と相まって、そ
の方の優しさや格好良さを感じておりました。私もロータリアンとし
ての品格と共に、粋な人になりたいな、と思った今日この頃であり
ます。ただし、小唄や落語にもあるようですが「粋も過ぎれば下品
になり、品も過ぎれば野暮になる」とならないよう気を付けたいもの
です。
　今日は昨年度のクリスマス家族会の時に、皆さんにご寄付を頂
戴しました件ですが、理事会で協議して参りましたが、手を挙げて
頂いた大和証券グループが行ってます「子ども支援団体サステ
ナブル基金」というのがあり、こちらに寄付をしたいと思います。
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会長挨拶 池田達哉会長
　4月4日の地区大会はYouTube配信によるオ
ンライン大会となります。多くの皆様にご覧頂きた
いと思います。当日、郡山ビューホテル（本館）に

郡山ＲＣとしてサテライト会場を設置したいと思っております。オン
ライン環境の無い方、また地区大会を身近で感じたい方には是
非会場に来て頂きまして、地区大会を盛り上げて頂きたいと思い
ます。詳細は改めてご連絡致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　我々の住む郡山市も、来月４月12日から65歳以上の高齢者へ
新型コロナウイルスのワクチン接種を始めると発表しました。高
齢者を対象にした接種は県内で初めて。いよいよ一般の方への
接種と言うことで、少し一安心。ワクチンには期待しています。
　しかしながら、今後も気を抜くことなく「人との距離確保」「マス
ク着用」「手洗い習慣」等、感染防止対策には十分取り組んで
いただければ幸いです。（幕田 宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／53名　欠席／47名
出席率／53％　前回修正率／62.92％
他クラブ出席／3名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。福
島テレビ鈴木支社長、卓話宜しくお願いします。

 池田達哉君佐、藤政弘君
◎今日は、初めての卓話になります。緊張致しますが、しっかりとやりま
すので宜しくお願い致します。 鈴木　稔君
◎本日は鈴木支社長、卓話を宜しくお願い致します。
 伊野泰司君、遠藤喜志雄君、平栗俊昭君、竹谷金浩君
 石井祐一君、渡邊邦浩君　高橋孝行君
◎先週はお祝い、ありがとうございました。今日がお誕生日です。
 平松敏郎君
◎あの震災から丸10年を迎えました。14時46分にはひととき黙祷し、
亡くなった方々のご冥福をお祈りしましょう。 湯浅大郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　経済的に十分でない子供に向けての支援と
いう形で寄付をさせて頂いている組織がグルー

プ内にありますので、皆様のお気持ちをしっかり届けさせて頂きた
いと思います。ありがとうございます。

大和証券㈱ 郡山支店長
田島茂樹君

　私は昭和43年3月2日生
まれ、実家は田村町御代田

です。私の父は昭和7年生まれで平成28年に83歳で亡くなりま
した。実家の家業は農家で、父は農家の6代目です、鈴木家は
江戸末期頃から御代田に居たということが分かっており、今7代
目が居ない状況になっております。母は現在85歳で元気に御
代田で一人暮らしをしております。母の実家は三穂田町川田
で、川田の方でも非常に大きな農家だったようで、自分はお嬢様
だったんだと申しておりました。私はその両親の下に四番目の息
子として生まれました。昭和55年に御代田小学校卒業、昭和58
年守山中学校を卒業後、郡山高校へ進学しました。1986年に
郡山高校を卒業し、早稲田大学第一文学部に入学致しまし
た。卒業後、1990年に福島テレビに入社をさせて頂きました。翌
年東京支社勤務になり、そこから12年東京でテレビCMの広告
のお仕事をさせて頂きまして、2003年に福島テレビの本社勤務
になり、2009年に再び東京支社勤務になり、そこでは編成担当
でフジテレビとの連絡役を仰せつかりました。2011年に東日本
大震災が起きたわけです。2013年にいわき支社勤務になり、復
興景気の良い時代でした。2016年郡山支社勤務に営業部長
として参りました。郡山に戻って来たのは30年ぶりです。昨年、
総支社長になりまして、秋にRCに入会させて頂きました。趣味
はウォーキングと読書で、ウォーキングは月大体30万歩を目標に
しており、これはほぼ週末で達成しております。
　福島テレビは昭和38年4月1日に福島市に開局致しました。
当時はキー局4つ、全ての番組を取ってのスタートでした。その
年の10月1日に郡山支局が開設になり、完成間もない新城ビル
さんにお世話になったと聞いております。その年の4月1日に県
内2番目の局ということで、福島中央テレビが開局致しました。
この2局時代が長く続くわけですが、1981年福島放送が開局、
1983年にテレビユー福島が開局し、現在の体制が確立されま
した。1991年9月、当時パラボラアンテナを持つ中継車を導入
するにあたって、第一生命ビルに移転しました。それから30年
になるわけですが、その間、地上デジタル放送が始まったり、東
日本大震災が起き、アナログ放送が終了という歴史がございま
した。福島テレビはFTVと呼ばれていますが、2019年に福テレ
という新しい愛称を付けて、東日本大震災でだいぶ傷んだ社
屋を新しい社屋に建て替え、新しい放送を開始しました。
3.11にテレビはどんなことをしていたのかというのを、画面に映
らない内側を見て頂こうと思います。3月11日の14時台、福島テ

福島テレビ㈱ 郡山総支社
郡山総支社長
　　　　鈴木　稔君

会員卓話

　「ロータリーの友」3月号を紹介いたします。

 横組　　　3頁　RI会長のメッセージ
 　　　　19頁　大きな夢を大きく実現
 　　　　22頁　今思うこと
 　　　　24頁　あれから10年、そしてこれから
 　　　　51頁　パズルでロータリー
 縦組　　　4頁　自助・共助・公助

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

ポール・ハリスフェロー
認証状贈呈 佐藤政弘君 　本日は福島テレビ㈱郡山総支社、鈴木総

支社長よりお話を頂きたいと思います。宜しくお
願い致します。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　3月23日のゴルフコンペですが、皆様のご参
加をお待ちしております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

レビでは韓国ドラマを放送しておりました。その放送の中、14時
46分18秒、男鹿半島から約130km離れた三陸沖深さ10km
地点で巨大地震が発生しました。その凡そ20秒後に緊急地
震速報が発令されます。その後間もなく巨大地震が福島県に
到達します。最初は小さな縦揺れから始まったということです。
その後、大きな横揺れに変わり、14時47分30秒前後に大きな
横揺れは震度6弱～強のピークに達し、これが2分以上続きま
した。揺れが段々収まったタイミングでニュースの準備が始まり
ます。14時53分から韓国ドラマを中断しまして、スタジオから男
性アナウンサーが顔出しをして巨大地震の発生を伝えました。
その後間もなくフジテレビのFNN特番に入るんですけど、大津
波警報が出されましたので、随時福島テレビのローカル放送に
切り替えてアナウンサーが避難を呼びかけたということです。こ
の後15時23分に小名浜のお天気カメラが津波の第一波を記
録しています。その後15時41分に福島第一原子力発電所に
巨大津波が到達して、そこから長い原子力災害の始まりという
ことになります。この時からニュース報道につきましては、3月15
日㈫午前1時10分まで約24時間体制で特番が続きました。トー
タル82時間10分で、CM無し休み無しということでは、テレビの
歴史が始まって以来の最長の特番でした。この地震により、弊
社の正面玄関の窓ガラスは粉々に割れ、建物の窓ガラスもほ
ぼ壊れました。先日の福島県沖地震もそうなんですが、災害へ
の備えは皆さん常にやっていらっしゃると思いますが、この震災
の節目ということで私も改めて認識した次第です。
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子が流れ、それ以来現在までも、放射能との嫌な関係が続いてい
るわけです、どうか子供や孫の世代の未来には、明るいこの福島
県があるよう、心から願っております。
　さて、話しは全く変わるのですが、今日は「粋」の話をしたいと思
います。「粋」米へんに九十と書く「いき」です。あの人は粋な人だ
な、というように使いますね。ロータリーでは「ロータリアンは品格が
大切」という話がよく出ますが、この「粋」もロータリアンを表す言葉
だと思っています。辞書によると「粋」とは、気質・態度・身なりなど
がさっぱりと垢抜けしていて、しかも色気があること、とされていま
す。この言葉は、江戸時代に生じ、時代に従って変転してきた美
意識で、遊興の場での心意気、身なりや振る舞いが洗練されてい
ること、を表している、とのことです。粋や品は「香り」のようなもの
で、その人と触れ合ったときに、ふと感じたり、あとで思い出して心
に染みてくるもの、だと思っています。私がロータリーに入会して、
先輩方とお付き合いをさせて頂き「粋な大人」を感じた方がたくさ
んいらっしゃいました。皆さんの中にも「粋」な方々は沢山おります
が、私たちの世代では名誉会員になられた安藤澄男パスト会長、
昨年亡くなられた増子康パスト会長が頭に浮かびます。お付き合
いをさせて頂く中で、やわらかい笑顔と共にある、雰囲気や佇まい
が、人に知られることなく誰かのためにしている言動と相まって、そ
の方の優しさや格好良さを感じておりました。私もロータリアンとし
ての品格と共に、粋な人になりたいな、と思った今日この頃であり
ます。ただし、小唄や落語にもあるようですが「粋も過ぎれば下品
になり、品も過ぎれば野暮になる」とならないよう気を付けたいもの
です。
　今日は昨年度のクリスマス家族会の時に、皆さんにご寄付を頂
戴しました件ですが、理事会で協議して参りましたが、手を挙げて
頂いた大和証券グループが行ってます「子ども支援団体サステ
ナブル基金」というのがあり、こちらに寄付をしたいと思います。
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　4月4日の地区大会はYouTube配信によるオ
ンライン大会となります。多くの皆様にご覧頂きた
いと思います。当日、郡山ビューホテル（本館）に

郡山ＲＣとしてサテライト会場を設置したいと思っております。オン
ライン環境の無い方、また地区大会を身近で感じたい方には是
非会場に来て頂きまして、地区大会を盛り上げて頂きたいと思い
ます。詳細は改めてご連絡致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　我々の住む郡山市も、来月４月12日から65歳以上の高齢者へ
新型コロナウイルスのワクチン接種を始めると発表しました。高
齢者を対象にした接種は県内で初めて。いよいよ一般の方への
接種と言うことで、少し一安心。ワクチンには期待しています。
　しかしながら、今後も気を抜くことなく「人との距離確保」「マス
ク着用」「手洗い習慣」等、感染防止対策には十分取り組んで
いただければ幸いです。（幕田 宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／53名　欠席／47名
出席率／53％　前回修正率／62.92％
他クラブ出席／3名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。福
島テレビ鈴木支社長、卓話宜しくお願いします。

 池田達哉君佐、藤政弘君
◎今日は、初めての卓話になります。緊張致しますが、しっかりとやりま
すので宜しくお願い致します。 鈴木　稔君
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 伊野泰司君、遠藤喜志雄君、平栗俊昭君、竹谷金浩君
 石井祐一君、渡邊邦浩君　高橋孝行君
◎先週はお祝い、ありがとうございました。今日がお誕生日です。
 平松敏郎君
◎あの震災から丸10年を迎えました。14時46分にはひととき黙祷し、
亡くなった方々のご冥福をお祈りしましょう。 湯浅大郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　経済的に十分でない子供に向けての支援と
いう形で寄付をさせて頂いている組織がグルー

プ内にありますので、皆様のお気持ちをしっかり届けさせて頂きた
いと思います。ありがとうございます。

大和証券㈱ 郡山支店長
田島茂樹君

　私は昭和43年3月2日生
まれ、実家は田村町御代田

です。私の父は昭和7年生まれで平成28年に83歳で亡くなりま
した。実家の家業は農家で、父は農家の6代目です、鈴木家は
江戸末期頃から御代田に居たということが分かっており、今7代
目が居ない状況になっております。母は現在85歳で元気に御
代田で一人暮らしをしております。母の実家は三穂田町川田
で、川田の方でも非常に大きな農家だったようで、自分はお嬢様
だったんだと申しておりました。私はその両親の下に四番目の息
子として生まれました。昭和55年に御代田小学校卒業、昭和58
年守山中学校を卒業後、郡山高校へ進学しました。1986年に
郡山高校を卒業し、早稲田大学第一文学部に入学致しまし
た。卒業後、1990年に福島テレビに入社をさせて頂きました。翌
年東京支社勤務になり、そこから12年東京でテレビCMの広告
のお仕事をさせて頂きまして、2003年に福島テレビの本社勤務
になり、2009年に再び東京支社勤務になり、そこでは編成担当
でフジテレビとの連絡役を仰せつかりました。2011年に東日本
大震災が起きたわけです。2013年にいわき支社勤務になり、復
興景気の良い時代でした。2016年郡山支社勤務に営業部長
として参りました。郡山に戻って来たのは30年ぶりです。昨年、
総支社長になりまして、秋にRCに入会させて頂きました。趣味
はウォーキングと読書で、ウォーキングは月大体30万歩を目標に
しており、これはほぼ週末で達成しております。
　福島テレビは昭和38年4月1日に福島市に開局致しました。
当時はキー局4つ、全ての番組を取ってのスタートでした。その
年の10月1日に郡山支局が開設になり、完成間もない新城ビル
さんにお世話になったと聞いております。その年の4月1日に県
内2番目の局ということで、福島中央テレビが開局致しました。
この2局時代が長く続くわけですが、1981年福島放送が開局、
1983年にテレビユー福島が開局し、現在の体制が確立されま
した。1991年9月、当時パラボラアンテナを持つ中継車を導入
するにあたって、第一生命ビルに移転しました。それから30年
になるわけですが、その間、地上デジタル放送が始まったり、東
日本大震災が起き、アナログ放送が終了という歴史がございま
した。福島テレビはFTVと呼ばれていますが、2019年に福テレ
という新しい愛称を付けて、東日本大震災でだいぶ傷んだ社
屋を新しい社屋に建て替え、新しい放送を開始しました。
3.11にテレビはどんなことをしていたのかというのを、画面に映
らない内側を見て頂こうと思います。3月11日の14時台、福島テ

福島テレビ㈱ 郡山総支社
郡山総支社長
　　　　鈴木　稔君
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　「ロータリーの友」3月号を紹介いたします。

 横組　　　3頁　RI会長のメッセージ
 　　　　19頁　大きな夢を大きく実現
 　　　　22頁　今思うこと
 　　　　24頁　あれから10年、そしてこれから
 　　　　51頁　パズルでロータリー
 縦組　　　4頁　自助・共助・公助

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

ポール・ハリスフェロー
認証状贈呈 佐藤政弘君 　本日は福島テレビ㈱郡山総支社、鈴木総

支社長よりお話を頂きたいと思います。宜しくお
願い致します。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　3月23日のゴルフコンペですが、皆様のご参
加をお待ちしております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

レビでは韓国ドラマを放送しておりました。その放送の中、14時
46分18秒、男鹿半島から約130km離れた三陸沖深さ10km
地点で巨大地震が発生しました。その凡そ20秒後に緊急地
震速報が発令されます。その後間もなく巨大地震が福島県に
到達します。最初は小さな縦揺れから始まったということです。
その後、大きな横揺れに変わり、14時47分30秒前後に大きな
横揺れは震度6弱～強のピークに達し、これが2分以上続きま
した。揺れが段々収まったタイミングでニュースの準備が始まり
ます。14時53分から韓国ドラマを中断しまして、スタジオから男
性アナウンサーが顔出しをして巨大地震の発生を伝えました。
その後間もなくフジテレビのFNN特番に入るんですけど、大津
波警報が出されましたので、随時福島テレビのローカル放送に
切り替えてアナウンサーが避難を呼びかけたということです。こ
の後15時23分に小名浜のお天気カメラが津波の第一波を記
録しています。その後15時41分に福島第一原子力発電所に
巨大津波が到達して、そこから長い原子力災害の始まりという
ことになります。この時からニュース報道につきましては、3月15
日㈫午前1時10分まで約24時間体制で特番が続きました。トー
タル82時間10分で、CM無し休み無しということでは、テレビの
歴史が始まって以来の最長の特番でした。この地震により、弊
社の正面玄関の窓ガラスは粉々に割れ、建物の窓ガラスもほ
ぼ壊れました。先日の福島県沖地震もそうなんですが、災害へ
の備えは皆さん常にやっていらっしゃると思いますが、この震災
の節目ということで私も改めて認識した次第です。

〒963‒8004  郡山市中町14‒8

大 黒 屋
有限会社 郡山銘菓庵

代表取締役社長 阿　部　充　正

☎ 932‒3517　　931‒0320

〒963‒8026  郡山市並木3‒1‒18

福島トヨタ自動車㈱
常 務 取 締 役
郡山営業本部長 阿　部　賢　輔

☎ 955‒6661　　955‒6712

国際ロータリー第2530地区
　　　　ガバナー　石黒秀司君
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