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会員卓話 SPEECH
「震災と報道」
プログラム委員長

野

沢

達

也

会員

東日本大震災から３年となりま
した。震災後、さまざまな報道が
あります。東北地方の北部では津
波、そして福島では原発事故の影
響の報道が多く流れています。
今年度が始まって間もないこ
ろ、 外 部 卓 話 で、 フ ェ イ ス ブ ッ
クやツイッターなどの SNS の利
用、利便性の卓話を聞きました。われわれ報道機関
にとって、SNS は大変、危うい物になっています。
われわれは情報を伝える場合、取材し、検証し、本
当なのか、紙面で流して良いのかを審査します。そ
のような作業を暗黙のうちに行い、記事にします。
ところが、SNS は見た人がそのまま載せるという
面があります。情報が正しいのか、正しくないの
か、分からない状態の情報も表に流れてしまいがち
です。そのような状況が続きますと、SNS の利用
者から
「マスコミは情報を隠しているのではないか」
という、噂が流れます。それが情報の混乱を招いて
いるのではないかと思います。SNS は便利ですが、
危険性も伴うと思います。利用している方には、自
らの発信に気を付け、そして、見る方は鵜吞みにせ
ずに、自分なりに理解して利用することが賢明だと
考えます。今も、フェイスブックには原発関係の情
報が多いのですが、その資料がいつの物なのか、出
所はどこなのか、全く分からないまま載せらること
が多いようです。それに操られることが危険だと思
います。風評被害といわれますが、今、私が話した
ことが実際には本当の意味での風評被害につながっ
ているのではないかとも思います。
半年か１年ぐらい前ですが、震災前にいわきに住
んでいた人が鹿児島に避難した話があり、その人が
「市長が屋内退避エリアを勝手に解除した」という話
を載せていました。その情報自体が間違っているの
に、そのまま流されると、それを見た人が「なんて、
ひどい市長だろう、
行政だろう」と感じてしまいます。
われわれとしても大変な事態になってきたと思い
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ます。私は地方の新聞社ですが、全国のローカル紙
の中でも言われています。三陸には石巻日日新聞な
どがあり、その社長とも話します。誤報とは言いま
せんが、誤った情報をまことしやかに流されること
によって、マスコミが足元をすくわれることにもな
ります。マスコミは決して情報を隠しているわけで
も、政府の味方をしているわけでもありません。皆
様の見識にお任せするしかありませんが、このよう
な状況を広めてほしいと思います。
ローカル紙は地元に密着した取材活動に取り組ん
でいますが、残念ながら全国に発信する力がありま
せん。詳細に報道しても、いわきのみでしか情報を
発信できません。震災からの３年間で歯がゆい思い
をしたところです。ただ、三陸地方のローカル紙の
皆さんは、私どもよりも大きな被害を受けています。
手書きの壁新聞を作った会社もあります。
いわきは街中だけを見ますと、さほどの被害がな
かったように思われます。先日、四倉で食事をした
場所は二階から海が一望できますが、そこに防潮堤
の設計図があり、高さが８㍍ほどあり、店の人は海
が見えなくなるという話でした。三陸地方を知って
いる方から聞きますと、三陸では震災直後の混乱し
た時に設計し、10㍍や 15㍍の防潮堤を作る計画を
立て、そのまま、今になってしまったそうです。住
民は議論していますが、役所の仕事は計画を覆すこ
とは難しいのが本質です。現地では今、その高さで
いいのか、という議論がなされているそうです。防
災か減災かという議論であり、私は減災の方向で考
えるべきと思います。避難道を確実にするとか、防
災訓練をしっかりと行うということが大切だと思い
ます。
ところで、いわき市で５月にプロ野球公式戦の巨
人－ヤクルト戦が行われます。昨年のオールスター
の会場選びは郡山が有利といわれましたが、いわき
に決まったのは、震災で自衛隊の救援・復旧の拠点
がグリーンスタジアムに置かれ、その後、自衛隊と
地元の子ども達が野球の試合を行ったということが
大きな要因だったと思います。さて、今年は巨人の
ホームゲームです。いわきでプロ野球の公式戦がな
かなか開催されなかった理由は宿泊施設の課題が一
つあります。各球団によって規定があり、巨人の場
合は監督はスイートルームであり、ビジネスホテル
ではだめだということがあるそうです。また、巨人
の選手の移動手段は基本的に飛行機か新幹線が通っ
ている場所だといわれます。いわきで開催されるの
は異例だそうで、震災後のいわき、福島の復興のた
めに、計らいがあったのかとも思います。

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ 社会奉仕委員会（伊藤盛敏委員長）

◆司会：松村幹事
〔国歌斉唱・点鐘・ロータリーソング（我らの生業）・
ロータリーの目的（阿部弘行会員）
・四つのテスト（高
荒功会員）
〕
ロータリーの目的
阿部弘行会員

四つのテスト
高荒功会員

★ 結婚祝

三瓶和秀さん

根本義男さん

（３月 14 日）

（３月 15 日）

★ 誕生祝
松﨑倫久さん
（３月 10 日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
東日本大震災「３・11」から３年が
たち、ここ数日、行事が続きました。
３月９日に観梅例会が開かれ、水戸
偕楽園に出掛けました。後ほど、親睦
活動委員会から報告があります。ま
た、10 日は太田ロータリークラブか
ら３人がいらっしゃいました。11 日
は第３回祈りのつどいが行われ、越智ガバナー補佐
には大変、お疲れさまでした。主催は福島県いわき
地方振興局で、実行委員長をいわき常磐ロータリー
クラブの橋本さんが務め、いわき平ロータリークラ
ブからも多くの会員が参加しました。

⃝福島県特別教育振興会より会報 38 号が届きました。
⃝郡 山ロータリークラブより会報、いわき小名浜ロ
ータリークラブより会報と３月プログラム予定表
が届きました。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（馬場学副委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

３月 13 日

52 名

34 名

―

◆ ロータリー財団委員会（代理・飯野光世会員）
志賀弘昌さん、阿部弘行さん。以上２件

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

飯野光世さん、阿部弘行さん、有賀行秀さん、森雄
治さん、大久保健蔵さん、関口武司さん、松崎倫久
さん、志賀弘昌さん。以上８件
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３月 10 日に群馬県・太田ロータリークラブから３人
がいらっしゃいました。次年度のガバナーエレクト、
次年度の会長エレクト、本年度の社会奉仕委員長です。
太田ロータリークラブと、いわき平ロータリークラブ
は昨年秋に豊間地区の子ども達に社会奉仕事業として
図書券を贈りました。来年は太田ロータリークラブか
らガバナーを輩出することで、第 2840 地区の事業計画
として、いわきに 100 万円程度の復興支援予算を立て
たいということです。その支援内容について、社会奉
仕委員会にお話を頂き、社会奉仕委員会を中心に、森
会長、鈴木会長エレクト、坂本副幹事、松村幹事に対
応を頂きました。長春館の老人ホームにグランドピア
ノの寄贈、そして建設中の四倉のチャイルドハウスへ
の支援を提案しました。県外のロータリークラブ、特
に太田ロータリークラブが所属する 2840 地区について
は、いわきの支援を考えて頂き、大変、ありがたく思
います。今後も積極的に関わっていきます。

◆ 親睦活動委員会（阿部弘行委員長）

３月９日に観梅例会を開き、水戸方面に出掛けまし
た。８時半に出発し、偕楽園でボランティアの方に案
内を頂き、楽しく過ごしました。会員や家族合わせて
20 人が参加しました。水戸証券の薄井会員、常陽銀行
の片平会員にご苦労を頂きました。

◆ 雑誌委員会（佐々木宏副委員長）

「ロータリーの友 見どころ 読みどころ」
・３月 10 日から 16 日まで「世界ローターアクト週間」
ですので、その紹介が続いています。
「うつくしまふ
くしまゴミ０運動」が出ています。
「パラリンピック
種目を体験」もあります。３月の識字率向上月間の
紹介もあり、支援の大切さを訴えています。
・震災から３年の記事は復興の観点で触れられています。
・いわき鹿島ロータリークラブの紹介で「いわき市」が
取り上げられ、中之作の古民家を利用した活動です。
・福 島中央ロータリークラブが浪江町に車両を寄贈し
た記事が出ています。

◆ 小暮憲一 会員（東邦銀行

常務取締役 平支店長）より説明

４月１日から、平支店を、いわき営業部に名称を変
更します。手続きの一部につきましては、為替の振込
の入金関係が変更になります。お取引先への通知、
印鑑、
訂正印などを用意しています。分からない点につきま
しては、電話でも、来店の際の窓口でも結構ですので、
問い合わせをお願い申し上げます。ご理解をよろしく
お願い申し上げます。

◆スマイルボックス委員会（佐藤淳会員）
♥森雄治さん（野沢さん卓話よろしくお願いします）♥坂
本佳友さん（野沢さん卓話よろしくお願いいたいます）♥
松﨑倫久さん（誕生祝ありがとうございました）♥三瓶和
秀さん（結婚祝ありがとうございます。親睦委員会ご苦労
様でした）♥志賀弘昌さん（先日は親睦委員の皆様にいろ
いろお世話になり有難うございます）♥清水俊政さん（長
く欠席してしまいました）♥飯野光世さん（久しぶりの例
会出席です）♥山﨑慶一さん（観梅例会参加出来ず残念で
した）♥片平正夫さん（早退します。野沢社長卓話の途中
で申し訳ございません）♥佐々木芳弘さん（早退します）
以上、10 件

★本日の例会案内 ３月20日（木）PM12：30～
会員卓話
江尻義久会員
お食事メニュー＝国産豚肉のカツ重
★次回の例会案内 ３月27日（木）PM12：30～
外部卓話 小野賢司様 カジノ協議会サポート室
室長（いわき経済同友会 副代表幹事）
「カジノ構想について」
お食事メニュー＝真鱈のヴァプール ポムピューレ添え

三瓶和秀

安田信二

八幡恭朗

