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新入会員卓話 SPEECH
福島テレビの半世紀
福島テレビいわき支社長
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福島テレビは平成25（2013）年に
開局50周年を迎えました。10年ごと
にさかのぼる形で、歩みを振り返っ
てみたいと思います。
開局は昭和38（1963）年４月１日
でした。県内の民間放送の第１号として誕生しました。
既にNHKが昭和33年にテレビ放送を開始していました
が、その最初の放送は、いわき市からの中継だったそ
うです。
一昨年の50周年記念事業ではイメージソングを作り
ました。福島市出身のシンガーソングライター片平里
菜を起用して歌ってもらいました。プロモーションビ
デオには県内各地を映し、いわきはアクアマリンふく
しまを背景にしました。大きなイベントとしては「福
歌２０１３」を開催し復興をアピールしました。さら
に「みんなのサザエさん展」も開催しました。当時の
テレビ番組は、平日の正午に「笑っていいとも」があ
りました。この翌年の３月で終了しましたが、タモリ
さんが長年、司会を務め大きな存在の番組でした。
10年さかのぼって40周年の平成15（2003）年は、六
本木ヒルズがオープンするなどＩＴバブルの全盛期で
した。一方で県内では、うすい百貨店の産業再生機構
認定やホテルはまつの民事再生法申請があり、都会と
地方の格差が鮮明になってきたころです。
福島テレビでは、犬をモチーフにしたキャラクター
「ふくたん」を決定しました。アナウンサーによる朗読
ステージ「アムルーズ」が始まった年で東日本大震災
の前年まで続きました。当時のテレビ番組では月曜午
後７時30分から「弦哲也のカラオケグランプリ」が一
時は視聴率10％を超えるなど人気を博しました。
30周年の平成５（1993）年に移ります。３月20日に福
島空港が開港し、２年後の「ふくしま国体」に向け、あ
づま総合体育館などが完成した年です。その翌年の平成
６年には、あづま陸上競技場もでき、皆さんもご存じの
通り平駅が「いわき駅」に改称されました。
福島テレビでは記念事業として全国放送の番組を放

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

送しました。
「秋の駅」という２時間ドラマです。脚本
は山田太一さん。主演は元キャンディーズの田中好子
さん、残念ながら亡くなられましたが、田中さんと布
施博さんが共演しました。ストーリーは会津柳津駅を
舞台にしたヒューマンドラマでした。
当時の番組では、朝に今の「めざましテレビ」の前
身の「おはようサンライズ」という番組を放送してい
ました。当時は「ひらけポンキッキーズ」など子供向
け番組との抱き合わせでした。
次の20周年は昭和58（1983）年と昭和の時代でした。
４月には東京ディズニーランドがオープンし、12月に
テレビユー福島が開局して県内民間放送は４局体制に
なりました。この頃の世相は「おしんブーム」で、当
時の視聴率が関東で62％以上という驚異的な数字を上
げていました。
福島テレビがシンボルマークとロゴを作ったのがこの
年です。マークはフィンランド航空のマークに似ている
という声がありましたが、当時は今と違ってネットなど
ないので、特に騒がれる問題でもなかったようです。
テレビユー福島の開局によって番組は大きく変わり
ました。それまでフジテレビとＴＢＳの番組を放送し
ていましたが、ＴＢＳはテレビユー福島に移りました。
当時の番組表を見ると、
「大岡越前」
「クイズダービー」
「８時だよ全員集合」などの人気番組が消えてしまいま
した。フジテレビでは「Dr.スランプ」などのアニメ番
組が増え、
「なるほどザ・ワールド」など大人も楽しめ
る番組が出てまいりました。
開局10周年は昭和48（1973）年です。当時は民間が
FTVとFCTの ２ 局 だ け で し た。 こ の 年 に「FTVテ レ
ポート」の放送が開始され、27年続いたニュース・情
報番組になりました。当時の番組では昼の時間帯に「ベ
ルトクイズQ＆Q」、夜のゴールデンには「キックボク
シング」や「江戸を斬る」
、
「ありがとう」など非常に
いい番組がそろっていました。うすい土曜劇場として、
うすいの提供番組がありました。
最後に開局の昭和38（1963）年を振り返ります。社
会の動きでは東京五輪の前年という成長の時代です。
常磐線の上野－平駅間が電化された年でした。福島テ
レビは４月１日に本放送を開始し、10月に県内各支局
が開設されました。いわきでは平大町のセントラルビ
ルの向かい側辺りに入ったようです。
当時の番組は、日中の放送がなかった時もありました。
日曜の昼には「ロッテ歌のアルバム」
、夕方に「シャボ
ン玉ホリデー」
、夜は「東芝日曜劇場」が放送されてい
ました。会社の歴史を振り返る中で、皆さんには懐かし
く、時代を反映した番組が数多くあったと思われます。

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司会：野沢幹事
点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）・
四つのテスト（大久保健蔵会員）
大久保健蔵会員

★ 誕生祝

◆幹 事 報 告
⃝猪 苗代湖水環境協議会より総会報告と解散した同
協議会に対する RC 活動への御礼が届きました。
⃝米山梅吉記念館より館報が届きました。
⃝郡山 RC より会報が届きました。
⃝国際交流協会より「ワールドアイ」が届きました。
⃝米 山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届
きました。

委 員 会 報 告
根本義男さん
（８月16日）

お元気に満 95 歳
ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
お盆前にロータリーインターナ
ショナルから小包が届きました。開
封すると、次のような内容でした。
「貴ロータリークラブに新会員が入
会されましたことを心よりお慶び申
し上げます。次回の例会で新会員を推薦された会員
に、同封の認証品をご贈呈いただきますようお願い
申し上げます。
（中略）会員表彰担当チーム一同」
となっていました。推薦者として私のほかに山﨑慶
一さん、松﨑倫久さん、松﨑勉さんへ認証のバッジ
が届きました。ご報告申し上げます。
お盆も明け、暑さも少し和らいできた感がありま
す。皆様におかれましては、お盆をいかがお過ごし
だったでしょうか。今年は戦後 70 年の節目を迎え、
様々な催しがありました。８月 14 日には「安倍談話」
が発表されました。
ところで今、台風 15 号と 16 号が日本に迫ってい
ます。２つの台風はある距離まで接近すると、予想
ができない動きをするそうです。一方の台風が、も
う一つの台風の周りを旋回するパターンや、進路を
そろえて進んだりと、５つぐらいパターンがあるの
だそうです。幸い日本では、まだそのような現象が
起きたことがないとのことで安心しましたが、異常
気象が起き始めている昨今ですので、気を付けなけ
ればなりませんね。
さて、きょうの卓話は、福島テレビいわき支社長
の鈴木稔さんです。「新入会員卓話」と言いまして、
避けては通れない当クラブの恒例であります。どう
ぞ、よろしくお願い致します。

◆ 出席委員会（佐藤淳委員長）
例会日 基本会員数 出席者
８月 20 日
52 名
29 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（代理・大久保健蔵副会長）
松崎浩さん、松﨑倫久さん、関口武司さん、伊藤
盛敏さん、竹谷金浩さん、大久保健蔵さん、阿部弘
以上７件
行さん。

◆ 米山記念奨学会委員会（代理・大久保健蔵副会長）
松崎浩さん、浅倉哲也さん、黒須幸雄さん、松﨑
倫久さん、山崎洋次さん、阿部弘行さん、伊藤盛敏
以上９件
さん、竹谷金浩さん、大久保健蔵さん。

◆スマイルボックス委員会（児玉武彦委員）
♥松崎浩さん（鈴木稔さん卓話よろしくお願いしま
す）♥鈴木稔さん（本日は、初めての卓話となりま
す。宜しくお願い致します）♥鈴木浩さん（鈴木稔
さん卓話よろしくおねがい致します）♥志賀弘昌さ
ん（鈴木さん卓話よろしく）♥高橋康二さん（鈴木
稔さん卓話よろしくお願いします）♥越智正典さ
ん（鈴木さん卓話よろしくお願いいたします）♥山
崎洋次さん（卓話よろしくお願いいたします）♥有
賀行秀さん（鈴木稔さん卓話よろしくお願いします）
♥浅倉哲也さん（鈴木会員の卓話を楽しみにしてい
ます）♥三瓶和秀さん（鈴木さん卓話よろしくお願
いします。恒例の仙台の定期検診をうけてまいりま
した。また１年間の執行猶予がつきました）♥黒須
幸雄さん（仙台育英ガンバレ！！ 100 年目で東北に優勝
旗を！！）♥佐藤淳さん（母校、仙台育英の勝利を願っ
て）♥根本義男さん（御無沙汰しております。出席
出来ましたので、お世話になります。誕生祝ありが
とうございます）♥松﨑倫久さん（暑中御見舞。記
念品ありがとうございました）♥山﨑慶一さん（新
入会員紹介の記念品（バッジ）をいただきました。
ありがとうございました）♥青木喜久男さん（七夕、
以上 16 件
いわきおどりも終わりましたね）
★本日の例会案内 ８月27日（木） 18：30 ～
夜間例会 外部卓話（未来会議・霜村真康様）
お食事メニュー＝松花堂弁当
★次回の例会案内 ９月３日（木） 12：30 ～
委員会卓話 雑誌委員会
お食事メニュー＝チキンソテー温野菜添え／冷製パスタ

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

