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外部卓話 SPEECH
「いわき青年会議所の復興の取り組み」
いわき青年会議所 理事長

渡
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大

輔
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いわき市と郡山市の人口動態の
推移を比較すると、郡山市の人口
が増えているのに対し、いわき市
の人口が減っています。いわき市
の人口構成は、年代別に見ると、
若い世代の割合が郡山市に比べて、
低 く な っ て い ま す。 ま た、 震 災
後、世帯数の減少は止まりました
が、人口総数の減少には歯止めがかかっていません。
若い世代に対する取り組みを進めなければなりませ
ん。いわき青年会議所の 2014 年度基本方針の運動
の柱は「魅力を伸ばす」
「課題を解決する」
「復興の
先を見据える」です。
今年３月、いわき市で日本青年会議所の復興創造
フォーラム 2014 が開かれ、全国から約 3,000 人が集
まりました。初日にいわきワシントンホテル椿山荘
などで防災フォーラムなどを開き、桜の祈念植樹も
行いました。翌日にいわき明星大でメーンフォーラ
ムを開きました。延べ２日間で、5,000 人近い方が集
まりました。福島県内の産品を販売するブースを設
けたところ、19 青年会議所が完売しました。多少の
経済効果があったのかとも思います。
７月には福島県内に 19 ある青年会議所のメンバー
が集まる福島ブロック大会をスパリゾートハワイア
ンズで開きます。８月には、いわき青年会議所の 10
周年式典を開きます。12 月には、
昨年もいわき平ロー
タリークラブ様にお世話になったいわき光のさくら
まつりというイルミネーション事業を基に 10 周年
記念事業と行います。
東京の都心の大学生と意見を交換した際に「いわ
きの若い人は、どこで時間を過ごしているのですか」
と言われたほど、いわき駅前に学生の姿が見えませ
んでした。
「にぎわいをつくりだすべきです」と教
わったともいえます。冬の期間だけでも、若い人た
ちやカップルがそぞろ歩きできるような仕組みをつ
くれないかということで、2012 年から光のさくらま
つりを開催してきました。2012 年は８万球のイルミ
ネーションでしたが、2013 年は倍の 16 万球を超え

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

る電飾をすることができ、賞讃の声を頂きました。
特に高速バスが 30㍍道路に入ってきた時に、バスに
乗って県外から戻ってきたいわき市民が歓声を上げ
るということでした。フォトコンテストでグランプ
リを受賞した作品はカップルがイルミネーションを
見ている場面でした。今年は３年目ですが、双葉郡
の方が今まさに選択を迫られている中で、10 周年記
念事業として昨年にもまして盛大に開催したいと考
えています。
復興の先を見据えるということで、本当の復興と
は何かを考えてきました。阪神大震災が起きた神戸
を訪れた際に、震災に関連する新聞や写真を展示し
ている施設を訪れました。神戸青年会議所の理事長
と話した時に「神戸はポートセールスも元に戻って
いない」
「海外資本の会社は大阪に移転したままで、
経済復興していません」と言われましたが、街中に
は当たり前に子どもたちの笑顔があって、高校生・
大学生が歩いていました。何の心配もなく、子ども
を生み、育てる環境が整い、笑顔がある姿が一番の
復興だと感じました。われわれ大人の責任世代が復
興に向き合い、子どもたちに大人の姿を見せ続ける
ことが復興につながると思います。
今年１年間の理事長所信の趣旨を紹介します。い
つか、この国難を完全に乗り切った時に、自分たち
の子や孫に大震災の後のいわきは自分たちが復興さ
せたのだ、いわきに住むみんなが支え合って一つに
なって頑張ったのだ、と誇らしげに語り、この故郷
に対する思いをつないでいこう。みんなで次代のい
わきを夢見ながら、今のいわきを創造していこう。
自分たちができる、私たちがすべきことから。いわ
きに住む全ての人たちと手を取り合って。今、われ
われ、青年経済人、二十歳から四十歳までの青年会
議所に過ごすメンバーは子どもを生み、育て、そし
て親の介護をする世代です。われわれが震災と真正
面から向き合い、そして、子どもたちのために活動
していくことは、責任としてやらなければなりませ
ん。今年の活動の成果が出たもの、出ていないもの
がありますが、今後もいわき青年会議所の活動にご
支援、ご協力をお願い申し上げます。
★本日の例会案内 ５月８日（木）PM12：30～
外部卓話 清水敏男様（いわき市長）
お食事メニュー＝牛フィレ肉のステーキ
ラ・ファイエット風
★次回の例会案内 ５月15日（木）PM12：30～
外部卓話 第４回ガバナー補佐訪問
お食事メニュー＝銀鱈の煮付け

「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」
◆司会：松村幹事
〔点鐘・国歌斉唱・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（馬
場学会員）
〕
ロータリーの目的
阿部弘行会員

四つのテスト
馬場学会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
いわき青年会議所理事長 渡辺大輔様
⃝入会式
大和証券いわき支店長 仲沼之博様
会社の人事異動でいわきに赴任しました。前任は
人事部で、新卒者の採用や入社後の研修を担当しま
した。出身は中通りの鏡石町です。久しぶりに故郷
に帰ってきたという思いです。いわきには父と一緒
に釣りに来ていました。双葉町に親戚があり、海水
浴を楽しみました。趣味は野球で、いわきに来る前
は地元の野球チームに所属してい
まいた。いわきには単身赴任です。
大学以来の一人暮らしで、妻のあ
りがたさを感じています。今後も
よろしくお願い申し上げます。
★ 結婚祝

⃝５月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円です。
⃝いわき勿来ＲＣ、いわき桜ＲＣより５月プログラ
ム予定表が届きました。
⃝いわき小名浜ＲＣより会報と５月プログラム予定
表が届きました。
⃝いわき常磐ＲＣ、いわき平東ＲＣより５月プログ
ラム予定表が届きました。
⃝特定非営利活動法人ふくしまし震災孤児・遺児を
みまもる会から寄付の御礼が届きました。

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

５月１日

52 名

29 名

―

◆ ロータリー財団委員会（代理・飯野光世会員）

鈴木弘康さん、志賀弘昌さん、松崎浩さん。以上３件

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

阿部弘行さん、志賀弘昌さん、森雄治さん、酒井
睦雄さん、鈴木弘康さん、有賀行秀さん、松崎浩さん。
以上７件

◆ 社会奉仕委員会（伊藤盛敏委員長）

馬場学さん
（4 月 24 日）

鈴木東雄さん
（５月２日）

◆会長挨拶ならびに報告
連 休 の 谷 間 の ご 多 忙 の 中、 ま た、
午前 中 に 雨 が 降 り、 足 元 が 悪 い中、
多数のご出席に感謝します。いわき
の桜は終わりましたが、北の方は今
が盛り、これからが盛りの場所もあ
ります。福島民報に毎日のように「桜
紀行 2014」が掲載され、北関東から福島県、東北に
かけての桜の名所が掲載され、楽しみにしています。
素晴らしい企画だと感じています。４月 26 日にチ
ャイルドハウスふくまるの完成式典に、私と伊藤盛
敏社会奉仕委員長、坂本佳友副幹事、分区の越智正
典ガバナー補佐が出席しました。後ほど、伊藤委員
長から詳しい報告があります。各テーブルにも配布
しましたが第 2840 地区（群馬）の方もいらしゃいま
した。わがクラブにとって、喜ばしい報告ですが、
鈴木東雄会員が春の叙勲で、瑞宝双光章を受けられ
ます。長年の社会貢献のご功績の章と伺っています。
⃝叙勲受章が決まった鈴木東雄会員あいさつ
叙勲のお祝いの言葉を頂き、ありがとうございま
した。昭和 59 年から保護司を務めています。保護
観察が付いた人の面倒などを見ています。ロータリ
ークラブに参加していることも叙勲を頂くことに関
係していると受け止めています。今後もよろしくお
願い申し上げます。
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４月 26 日に、森会長、坂本副幹事、私の３人でチ
ャイルドハウスふくまるの完成式典に出席しました。
午後２時からは舞子浜病院にグランドピアノを贈っ
た第 2840 地区（群馬）の太田ロータリークラブの４人
に付き添って、ピアノ発表会に出席しました。チャ
イルドハウスふくまるは、有名芸能人の方がロック
バンドを組んで、復興支援の１億円が福島県、いわ
き市を通じて、チャイルドハウスふくまるの資金と
なりました。いわき平ロータリークラブは、東京の
国分寺ロータリークラブ、太田ロータリークラブか
らの要請で、仲立ちをして、チャイルドハウスふく
まるの整備、グランドピアノの贈呈という事業に携
わりました。国分寺ロータリークラブはロータリー
文庫をチャイルドハウスふく
まるに寄付し、７人が出席し
ました。太田ロータリークラ
ブは、いわき平ロータリーク
ラブと豊間地区の子どもたち
に図書カードを贈りまして、
そのつながりがあり、第 2840
地区の次年度ガバナーである
竹内正幸さんが地区の事業と
して、いわきに奉仕活動をし
たいということで、約 100 万
円の予算を頂き、60 万円をチ
ャイルドハウスふくまるの遊
具、残りで舞子浜病院にグラ
ンドピアノを贈呈して頂きま
した。地区大会が太田であり
ますので、大会の案内状も頂
きました。
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