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本 日 の プ ロ グ ラ ム

新会員スピーチ

福島テレビ㈱

土屋

牧雄

会員

代表取締役社長

横山

淳

会員

困難な闘いとなりそうです。アフガニスタンとパキスタ

会 長 あ い さ つ
2020-21 年度会長

院長

土屋眼科医院

五阿弥

ンではイスラム過激派や武装集団などが支配する地域も

宏安

今日はうれしい報告が 2 つあります。
まず、JA 福島中央会会長の菅野孝志会
員が全国組織である JA 全中の副会長に
就任されたことです。福島の農業だけでなく、日本全体の
農業の発展を支えていく重責を担われます。ご活躍を心
よりご祈念申し上げます。
もう一つは、昨日、世界保健機関（WHO）がアフリカ大
陸からポリオが根絶されたと宣言したことです。アフリ
カでは 2016 年にナイジェリアで感染が確認されて以降、
新規感染がなく、今回の根絶宣言となった次第です。これ
により地球上でポリオが残っているのはアフガニスタン

多く、予防接種活動に従事する関係者が襲撃されること
もあります。欧米の科学や教育、医療への不信感も根強い
ものがあります。困難な道ですが、根気強く活動を展開し
ていくことが大事なのでしょう。
当クラブでは 10 月 18 日にポリオ根絶大使のジュディ・
オングさんをお招きして講演会を実施します。今、新型コ
ロナウイルスの感染が世界を大混乱に陥れ、米中が激し
く対立する要因ともなっています。しかし、コロナを封じ
込めるために大事なことは「対立ではなく協力」であり、
「分裂ではなく連帯」であることをポリオ根絶運動の歴史
が示しています。
10 月 18 日の講演会には、ぜひ多くの会員の参加をお願
い致します。

とパキスタンの 2 カ国となりました。
ポリオは昔、
「小児まひ」といわれました。手足などが
麻痺し、歩けなくなる場合もあります。呼吸ができなくな
り、死に至ることもある恐ろしい病気です。日本でも年間
で何千人も感染する時がありました。治療法はなく、ワク
チンによる予防が頼りです。日本では 1980 年を最後に感
染報告はありません。
ロータリーがポリオ根絶に最初に取り組んだのは 1979
年、フィリピンでのワクチン投与です。生後 3 か月から 3
歳までの子ども約 600 万人にワクチンを投与しました。そ
の後、1985 年からは「ポリオプラス」という大規模なポリ
オ根絶活動をスタートさせました。日本を含め、各国の
ロータリアンが資金を出し合い、ボランティアとして予
防接種運動にも参加していきました。ロータリーがこれ
までポリオ根絶活動に投入した資金は 16 億ドル以上。こ
の資金は、世界 25 億人の子どもへの予防接種に充てられ
てきました。この 30 年間で感染者は 99.99% 以上減少して
います。
ポリオ根絶に巨額な個人資金を提供しているビル・ゲ
イツ氏は、
「ロータリーから刺激を受け、私もポリオ根絶
に深くかかわろうと決意しました。ロータリーがなけれ
ば今日の世界はなかったでしょうし、今後世界が向かう
べき方向も失われていたでしょう」と話しています。まさ
にロータリーの活動が世界を動かしてきたわけです。
ポリオ根絶まで、あと 2 か国。しかし、これからが最も

例 会 次 第
開会点鐘

五阿弥宏安 会長

ロータリーソング
「福島ロータリークラブの歌」
安藤健次郎 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
新会員
日本銀行福島支店 支店長
㈱すみれ地所 代表取締役

植田リサ 様
鈴木朋恵 様

入会式
日本銀行福島支店 支店長
植田リサ 様
（紹介者 渡辺健寿会員）
㈱すみれ地所 代表取締役
鈴木朋恵 様
（紹介者 箱岩 偉会員）

全国農業協同組合中央会副会長
ご就任祝い 花束贈呈

菅野孝志 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

二階堂宏樹 委員

■本日のプログラム
閉会点鐘

五阿弥宏安 会長
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本日のプログラム

新会員スピーチ
土屋眼科医院

院長

土屋 牧雄

会員

栄えある福島ロータリークラブのお仲間に加えていた
だき、大変光栄に存じております。
私は、昭和 30 年（1955）福島市で出生いたしました。福
島高校、東北大学医学部を卒業致しました。私が 2 歳の頃
難病に冒された母は、幼稚園には全盲となりました。小
学校の父兄参観ではいつも一人でさみしかった思い出が
あります。眼科医を志すことははじめから決めておりま
した。
当初は研究医を目指しておりました。研究グループの
トップの先生は世界的にも有名な科学者で、その発想を
ヒントにすれば母の難病を克服する可能性もあると期待
しておりました。
しかし、大方の予想に反し、指導医は東北大学の後任
教授にはなれませんでした。研究グループのほかの先生
は皆実力があったので自力で他の大学あるいは研究機関
に職を得、去って行きました。私は業績不足だったので
医局に残る以外の選択はありませんでした。31 歳の時で
した。
2 年後、新教授からある人事の打診を受けました。とて
も承服できないので、熟慮の上、私を育ててくれたふる
さと福島の地で医院を開業し地域医療に貢献する道を選
びました。爾来 30 年になります。皆様のおかげで今の自
分があると感謝しております。
眼科学は、手術で目が見えるようになると患者さんに
とても感謝されますし、診療の面でも画像診断が発達し
ておりとてもやりがいのある分野です。
もし生まれ変わってまた医師になったら眼科を選ぶと
確信しております。
本日のプログラム

新会員スピーチ
福島テレビ㈱ 代表取締役社長

横山

淳

会員

生い立ち
昭和 30 年、1955 年に東京目黒で生まれました。横山家
は代々世田谷の土着で、私で 16 代目と聞いています。祖
父までは寺の檀家総代の古い家でしたが父がそういう家
が嫌で家を出て、初めての勤め人となりました。
さて、私が生まれるときですが、母が医者から母体が危
ないので生むな、とのことでしたが、母が反対を押し切っ
て私を生みました。ですから小さい頃よく母から本当は
貴方はいなかったんだ、とよく言われました。そんなこと
もあり、母はそのまま 1 年病院生活でした。私も未熟児な
のか、1 年間日赤病院に預けられていたようです。ですか
ら母乳で育っていません。また、自宅に戻ってから歩くの
はかなり早かったようですが、全くしゃべらず、母が心配
で方々の小児科で診察を受け、
「白痴」と言われ大変悲し
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んだと聞かされました。しかし今こうしているというこ
とは幸いにして「白痴」で無かったようです。
そして、目黒区立不動小学校というところに通うわけ
ですが、大変小さく小学校 6 年間、中学 3 年間、朝礼の時
一番前でした。小学校時代は学業成績は大変良く、体育も
得意でした。そして学級委員長とか生徒会の役員を絶え
ずしていました。
今思うと、幼いながら動物として生存するための本能
が働いていたんだと思います。人一倍小柄で、弱っちい
顔、取っ組み合いをしたら体格で負ける、そんな自分が学
校で過ごすためにはどうしたらいいかで、勉強と運動は
一生懸命したんだろうと思います。また足は速かったで
す。特に障害物競争は得意でいざという時逃げるのに役
立ちました。またこれ以上小柄に見られないよう姿勢は
よくなり、自己主張も強くなったようです。小学校の時、
教室の後ろにブリキのバケツというものがあり、それを
逆さにしてよく乗って、背が高いとこういう風に見える
んだ、と感じたのは今でも覚えています。
そんな私も高校で多少背が伸びましたが、ご覧の通り
今でも小柄です。当時「神様が一つ望みをかなえてくれ
るなら、背が高くなりたい」と絶えず思っていました。そ
して何となく背の高い女性は得意ではありませんでし
た。ですから、若い時知り合ったうちの妻は小柄です。し
かし、不思議なもので、ある日突然 42 歳のころだったと
思いますが、自分より背の高い女性と歩くのが平気にな
り、その後は大柄な女性が好きになりました。人間って不
思議だな、と思います。神様への望みもそれ以降は「クレ
バーな頭脳が欲しい」に変わりました。

早稲田大学へ
そうして大学は早稲田の政治経済学部に入るわけです
が、中学からの部活動の器械体操も身長の伸びに影響が
出ると聞き止めました。そして方針変更で、本当によく遊
んだ楽しい大学生活でした。髪は長髪でパーマ、ロンドン
ブーツにベルボトムかパンタロン。そして、ディスコで踊
りや DJ は得意でした。今思い出してもいい時間を過ごせ
ました。
就職はワインとチーズが好きでそれに関わりたく商社
志望でした。11 月に入ってマスコミの受験が始まり、テレ
ビ局、代理店、出版社など受けました。マスコミ第 1 志望
の TBS は残念ながら落ちました。もし入っていたら新田
社長と同期ですから、ここにはいなかったでしょう。フジ
テレビはたまたま受かり就職を決めたものの喜んだのも
つかの間、なんと、人事部へ配属されてしまいました。

フジテレビへ、鹿内春雄氏との出会い
人事部から出られず、ある日突然、当時の副社長だった
鹿内春雄さんという通称ジュニアと呼ばれる人にフジテ
レビ、産経新聞、ニッポン放送、ポニーキャニオンから一
人ずつ 4 名呼ばれ、君らでグループのマークを作れ、1 年
やる、金は使ってもいい、また、定規とコンパスで作った
ようなモノは作るな、大手の CI 会社や代理店を使うな、
上司含めて内緒でやるように、と。1 年後、あの目玉マー
クを出したとき、大変怒られました。1 年何をやっていた
んだ、いたずら書きか、と散々でした。しかし春雄さんも

我々の説得で気持ちも変わり、最後は大変気に入り、この
マークで行こう、ということになりました。ポイントは
「このマークは一度見たら 3 歳からお爺さんまで似たマー
クは書けます。日本の国旗もそうでしょ」と。
その直後、春雄さんはグループの議長就任、グループと
しての新シンボルマーク発表、私は正式発令が出てフジ
サンケイグループ経営会議事務局という場所に派遣され
てしまいました。2 年間でグループ各社にこの目玉マーク
を導入する使命で。フジテレビを含め各社に提案に行く
のですが、フジテレビが 1 番反対でした。中継車にあんな
マーク入れられるか、ふざけるな、8 のマークで生きてき
たんだ。産経新聞もです。新聞の題字の横に置けるか、恥
ずかしくて仕事もできない等々散々でしたが、だんだん
状況が変わり、タモリさんが話題にしてくれるなどでそ
の後大ブレークしたわけです。

日枝久氏の秘書へ
その後約束の 2 年がたち、いよいよ待望の編成局へ行
かせてもらえる、と思っていたら、社長秘書をやれ、とい
うことで羽佐間社長というニッポン放送出身の社長の秘
書になりました。しかし、翌年鹿内春雄議長が急死し、鹿
内家の婿養子さんが登場するなどグループのトップもか
なり変動があり、羽佐間社長はニッポン放送社長になり、
代わりに今グループ代表ですが、日枝さんという常務が
プロパー初の社長になりました。社長秘書脱却の絶好の
チャンスでしたが、日枝さんからそのまま俺の秘書やれ、
とのことでした。日枝さんは社長 13 年、会長 16 年、3 年
前に代表取締役会長を退くまで 29 年間ですが私もその間
ずっと秘書室に居ました。平の社長秘書から取締役秘書
室長まで 30 年、今思うとよくいたなと思います。その後
フジテレビで常務として国際担当、フジサンケイグルー
プ事務局長を昨年までしておりました。
この間、鹿内議長解任劇、株式上場、新社屋建設、台場
に引越、ライブドア事件、いろいろなことがありました。
その折の話はまたの機会に。いずれにせよ、鹿内春雄氏と
日枝久氏は私のフジテレビ時代から今日までに影響大の
方々でした。よって今でも春雄さんの 3 人の遺児の相談相
手となっています。
仕事柄か、一人の力には限界があることもわかり、
「横
山索引理論」と称し、頭の中は索引だけでいい、項目の先
は人の名前です。つまり何かあった時誰に聞くかさえ分
かっていればいい、という事です。
やがて、ある本で「横山索引理論」より素敵な言葉に出
会いました。ある人の墓碑に刻まれている言葉です。
「己の周りに己より優れたる人物を集めし男ここに眠る」
です。そうです、アンドリュー・カーネギーです。今も絶
えずこれを心がけています。

く新婚時代を思い出しました。妻は基本的に東京ベース
なので、私は変なトラブルを起こさないように、魔除けに
妻の写真を自宅にたくさん飾っています。何せ一人で住
むのは生まれて初めてなもので。
さて、そんな私も福島で丁度 1 年経ちました。よく働く
優秀な役職員と、皆さまをはじめとする地元の先輩諸兄
の方々に支えられ、ストレスなく過ごしております。そし
て、福島とはこれまで全く縁がなかったと思っていまし
たが、こちらに来て因縁めいたものが幾つも見つかって
います。今日はその一つご紹介します。
私の好きな短歌の一つに『陸奥のしのぶもぢずり誰ゆ
ゑに 乱れそめにし我ならなくに』というものがありま
す。百人一首 14 番で知られ、古今和歌集、伊勢物語初段に
も出てくる平安時代初期の「河原左大臣、源融」の詠んだ
有名な歌ですね。みちのくの信夫地方の絹織物の乱れ染
めを比喩に使った想像上の恋歌だと思っていました。し
かしこれは源融の実体験であり、しかも舞台はこのあた
り、ということをこちらに来てから知りました。中学高校
以来口ずさんでいた短歌の舞台がここ福島だったとは。
因縁を感じました。
しかもその名残を今に伝える「もちずり石」が会社から
近い『文知摺観音・普門院』に今もあることを知り早速見
に行きご住職にお話を伺いました。そのご住職のお名前
が「横山俊邦さま」で、またこの『縁』に驚きました。
私はフジテレビでの最後の挨拶で、
「東京で 60 年余、見
つけられなかった何かを、福島で見つけたい」と話しまし
たが、すでにたくさん見つかってきています。そして晩年
「福島と関われたことが私の人生で最高の出来事だった」
といえるよう願っています。
今後ともよろしくお願いいたします。ご清聴ありがと
うございました。

新会員入会式

●日本銀行福島支店

●㈱すみれ地所

支店長

うえ だ

すず き

植 田 リサ 様
（紹介者 渡辺健寿会員）

鈴木

代表取締役

とも え

朋恵

（紹介者 箱岩

様
偉会員）

全国農業協同組合中央会副会長ご就任祝い  花束贈呈

福島テレビへ
そして、昨年福島テレビの社長を拝命致しました。
妻はコロナ前までは東京福島を行ったり来たりですが、
子供のない私どもは別荘を持つという発想がありません
でした。しかし妻は、いい別荘ができたと喜んでます。ま
た、こちらで妻と家具や電化製品を一緒に見に行き新し
いものをそろえました。二人で新婚みたいだね、と懐かし

かん の

たか し

●菅 野

孝志

福島ロータリークラブ

会員

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/
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私のひとこと

幹 事 報 告

日比野 恒夫 会員

★例会変更のお知らせ

■福島西RC、8/31（月）の例会は理事会承認休会となっ
ております。
■福島北 RC、9/1（火）の例会はガバナー公式訪問と
なっております。

NHK 朝ドラ「エール」で繋がる福島と
豊橋の架け橋のお手伝いが少しでもでき
ればと思ってます。豊橋市出身の私も高校時代にアルバ
イトをして、又私の親父もヤマサちくわでお世話になり、
NHK の「エール」のお陰で二階堂ふみさん演じる音さん
がちくわ丸かじりで食べている姿を見て、福島の方々に
ちくわの美味しいさを知って頂くお手伝いが少しでも出
来て幸いです。天国から親父も喜んでいると思います。
先日福島ロータリークラブに、豊橋北ロータリークラ
ブの会員でヤマサちくわ㈱ 代表取締役 佐藤元英さんが
来訪され、友好関係のお手伝いも出来て良かったです。
「エール」が終わっても福島と豊橋の交流が続くことを
願います。

★その他のお知らせ

■本日 JA ふくしま未来様より美味しい旬の果物をご
提供いただきました。ありがとうございました。
■ 8/29（土）地区公共イメージ IT 委員会セミナーが福
島県農業総合センターにて開催されます。当クラブ
からは田沼紀美子委員長が出席されます。
■本日午後 3 時より、70 周年記念事業のひとつであり
ます福島県立図書館 ｢県民のくらし応援文庫｣ への
図書贈呈がございます。五阿弥宏安会長、渡辺健寿
実行委員長、内池浩記念事業部会部会長、丹治正博
記念誌部会部会長、坪井大雄会長エレクト、相良元
章副会長、佐藤良智副幹事、佐藤美奈子幹事が出席
されます。また、18 時より実行委員会がエルティで
開催されます。実行委員の皆様宜しくお願いいたし
ます。
■例会終了後、こちらで YouTube 視聴説明会を開催致
します。お時間のある方はどうぞご参加ください。
■ 8 月ロータリーレートは１ドル 105 円となりますの
でお知らせ致します。

福島県立図書館「県民のくらし応援文庫」へ図書寄贈

福島ロータリークラブは 8 月 27 日、創立 70 周年記念事
業として、福島県立図書館の「県民のくらし応援文庫」に
図書 161 冊（30 万円相当）を寄贈しました。同館の斎野和
則館長からは福島ロータリークラブへ感謝状が贈呈され
ました。五阿弥宏安会長は、
「ロータリーは地域を良くし
たいという思いを共有する人たちの集まりです。文化の
向上も目的の一つであり、文化の源である本は大変重要
です。多くの県民が図書館に足を運ぶきっかけになるこ
とを願っています」と語りました。
贈呈式には五阿弥会長のほか、創立 70 周年記念大会実
行委員会の渡辺健寿委員長、内池浩記念事業部会長、丹治
正博記念誌部会長、坪井大雄実行幹事、相良元章実行幹
事、佐藤美奈子幹事、佐藤良智副幹事が同席しました。

ニコニコBOX報告

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2020-21

9月10日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
RI 第 2530 地区 県北第一分区
ガバナー補佐 葊澤 俊樹 様

クラブ訪問

■「友」9 月号紹介

9月17日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
会員スピーチ ドコモ CS 東北福島支店長 熊谷 謙 会員
「5G（第 5 世代移動通信システム）について」
ベテラン会員スピーチ 渡邊 又夫 会員
「敬老の日にちなんで」

本日の投入額 34件 ¥81,000

五阿弥 宏安 会長
菅野孝志会員の JA 全中副会長ご就任、おめでとうござい
ます。植田さん、鈴木さんの入会を歓迎致します。
佐藤 美奈子 幹事
植田リサ様、鈴木朋恵様の入会を歓迎致します。女性会員
が増えて嬉しいです。
植田 リサ 会員
新しく入会させていただきました。
よろしくお願い致します。
鈴木 朋恵 会員
本日より、入会させていただきます。
宜しくお願い致します。
渡辺 健寿 会員
新会員植田リサさん、鈴木朋恵さんの御入会を心より歓迎
いたします。ロータリーを大いに楽しんでください。
菅野 孝志 会員
季節の果物差し入れます。ご賞味ください。
大沼 健次 会員
新会員、鈴木様、植田様を歓迎して。

4

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

累計

¥706,000

［報告］ 二階堂 宏樹 委員

幡 研一 会員
土屋会員と横山会員のスピーチ楽しみにしております。
土屋 牧雄 会員
スピーチを前にあがっております。
横山 淳 会員
本日新会員スピーチのお時間をいただきました。
今後共宜しくお願いします。
内池 浩 会員
本日、70 周年記念事業の一環として県立図書館に本の寄贈
を行います。私も会長のお伴で出席して参ります。
半沢 治久 会員
暑くて大変ですが、皆さん頑張りましょう。
──────────────────────────
クラブ会員より 安藤健次郎／伊藤雄治／岡田新也／小原
敏／金子與志人／児玉健夫／後藤浩之／古俣 猛／佐々木高敏
／佐藤英典／佐藤良智／茂田士郎／白岩康夫／菅沼 裕／反後
太郎／丹治正博／土屋敦雄／坪井大雄／二階堂宏樹／藤井 守
／村上守人／望月大輔／八代大輔

