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創立 25周年記念記録
◎東日本大震災・南相馬支援の 2 年間

◎バルカン室内管弦楽団支援

東京杉並ロータリークラブ
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東日本大震災と初期の支援状況
　2011年 3月 11日の東日本大震災が
起きたとき、即座に全国のロータリーク
ラブから数億円の寄付金が集まりまし
た。また、国にも、日本赤十字社や中央
共同募金会その他に、最終的に3000億
円以上の義援金が集まったといいます。
　しかし、震災後２週間、３週間経って
も、それらの義援金のみならず、被災地
で必要とされる物資が届いていない状況
を報道などで知るにつけて、何か自分た
ちにもできることはないかという気持ち
が杉並ロータリーの有志のなかに生じ始
めていました。
　かといって、それぞれの持つ本業をな
げうって現地のボランティア活動等に従
事することは、ロータリアンの奉仕のあ
り方としては、本筋ではありません。し
かし、寄付だけしたらあとは知らないと
ばかりにこのまま手をこまぬいているわ
けにもいかないというのが正直な気持ち
でした。
　そこで、当クラブ2010〜 11年度の
金子会長が福島県の2530地区ガバナー
事務所に電話をいれて、「何か支援でき
ることはないか」という問い合わせをし
ました。先方は、被災地以外のロータリ
アンから援助の連絡をもらうこと自体に
感激をもって対応して下さいました。

水4トンを飯舘村に寄贈
　間もなく、ガバナー事務所からこの件の引き継ぎを受けた南相馬ロータリークラブの酒井
氏より連絡が入り、飯舘村の水道水の放射線量が高くて、乳児にミルクをあげられないので、

東日本大震災・南相馬支援の 2 年間
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汚染されていない水を必要としていると
のことでした。さっそく有志でカンパを
しあって資金を集め、返事をもらった数
日後にはトラックと4トンの水を手配
しました。当初、福島市のガバナー事務
所に届けるはずでしたが、放射線量が最
も高い飯舘村方面に物資を運んでくれる
車はないということなので、直接飯舘村
に届けるようトラックの運転手にお願い
し、また、荷下ろしをする必要もあるの
で、4人の当クラブメンバーが別の車で
飯舘村の村役場へ向かいました。
　途中デコボコになったままの東北自動
車道、路肩の崩れかけた県道を走って、
飯舘村に到着したのは、震災からちょう
ど1ヶ月の4月11日早朝でした。役場
の瓦も浮き上がったまま、まだ修理もさ
れていませんでした。
　やがて水を積んだトラックが到着する
と、役場の職員たちも出てきて手伝って
くれたので、予定時刻よりずいぶん早く
荷下ろしは終わってしまいました。当初
予定していた時間になると、川俣ロータ
リークラブの有志や福島ガバナー事務所
の幹事と役員も集合してくれ、東京の人
がマスクもしないで来てくれたと驚きな
がら歓迎されました。
　また、地元の新聞記者も取材に来てい
て、話を聞かれ、後日福島新報で紹介さ 手伝いに駆けつけてくれた川俣ロータリークラブ他の皆さんと

瓦が浮き上がったままの飯舘村役場
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れました。
　2011年 4月 11日という日は、福島
原発事故のレベル７が発令され、菅直人
首相の飯舘村に対する全村避難命令が出
された、まさにその日でした。
　村役場は、6300人の村民をどうやっ
て避難させるのか、という大変な状況下
でした。挨拶に伺った対策本部室では、
菅野典雄村長以下村の役員の皆さんが鬱
然とした表情で坐っていたのが印象的で
した。
　全村が移転完了した後に、村長さんか
ら丁重な御礼状が届きました。

南相馬ロータリークラブ訪問・現地視察
　2011年 4月28日、南相馬ロータリー
クラブから、震災後最初の例会に招待さ
れました。
　例会と言っても、まだ被災のまっただ
なか、9つのロータリーが5つ流されち
りちりばらばらの状況で、例会を開ける
状況ではありませんでした。南相馬ロー
タリークラブでは、それを押してでも例
会を開催し、ロータリアンとして今何が
できるのか、これからどうするのか真剣
な討議をすることが必要だとの趣旨でし
た。
　東京杉並ロータリークラブは、代表
として金子会長以下の有志が、福島の
2530地区大橋ガバナー同席のもと、例
会に出席しました。

福島市内にある第 2530 地区ガバナー事務所を表敬訪問
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　翌日、原発20キロの検問所の横を通過し被災地を見学。自衛隊が救援、捜索している地
域を通りぬけ、海岸線まで行きました。ほとんど家はなく、ただ一面まっ平らでした。我々
が来る前はもっと多くの瓦礫の山が残っていたそうです。
　国道では、大きな船が陸に押し上げられ、想像を絶する光景が広がり言葉もありませんで
した。少し前までは道路にも船が散乱し、走れる状況ではなかったということで、驚きの連
続でした。
　国道を境に、海岸線側は津波の被害で家も何もなく、反対の陸地側は昔のままの、のどか
な田園風景が広がっている景色が現実のものと思えませんでした。
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日野皓正チャリティコンサート
　2011年の夏が過ぎた頃、東京青山ロー
タリークラブから同クラブ名誉会員の
日野皓正氏が南相馬市民文化会館「ゆめ
はっと」でチャリティコンサートを開催
する旨の連絡が入りました。
　福島の支援活動に縁のある杉並ロータ
リークラブも共催しないかというお誘い
でした。
　そして、2011年 12月 17日のチャリ
ティコンサート当日、当クラブから会員
7名が「ゆめはっと」に駆けつけ、会場
整理の手伝いをしました。
　日野皓正氏のトランペットを聴こうと
集まった南相馬の人たちで、会場は満員
となりました。また、地元高校生による
吹奏楽も見事でした。
　後半のセレモニーでは、姉妹クラブの
ノースブリッジロータリークラブから預
かっていた寄付金を贈呈しました。 地元高校生による吹奏楽

日野さんのリハーサル風景
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南相馬への奉仕活動を中心に
　2011〜 2012年度酒井会長は、当クラブが次年度に創立25周年を迎えることから、25
周年事業実行委員会を設置し、記念事業について諮問したので、同委員会において会員、パ
スト会長会等の意見を聞いた結果、南相馬に対する奉仕活動を記念事業の中心とすべきであ
るとの意見が大勢でした。

日野さんのサイン会には 100
人以上の人が並びましたが、
時間をかけて丁寧にサインを
してくださいました。
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南相馬区役所に
孤児・遺児の支援方法を相談に行く
　年が明けて、2012年 5月 28日、酒
井会長の諮問を受け25周年事業準備委
員会のメンバーら数名が南相馬ロータ
リークラブメンバーに同行していただ
き、南相馬市役所に孤児・遺児の支援方
法を相談に行きました。
　福祉部部長や子供課課長らに面談しま
したが、市役所の調査はまだ十分ではな
く、参考意見は聞くことが出来ませんで
した。
　その帰路、南相馬ロータリークラブの
メンバーと、両クラブで協力して独自
の子供ケアをしようという話が立ち上
がりました。これがきっかけとなって、
2013年 3月の中高生招待の企画へと発
展していったのです。

森会長、南相馬例会に参加
　2012〜 13年度の森実会長以下6名
の会員は、10月3日の南相馬ロータリー
クラブの例会に参加しました。
　これは、さまざまな活動を通して南相
馬ロータリークラブとの絆が深まり、ま
た、南相馬を中心とする被災地の青少年
の育成・支援をしたいという理念も共通
していることから、杉並・南相馬の両ロー
タリークラブの姉妹提携が現実化したた
めの表敬訪問でした。
　当日は、福島駅でガバナー補佐に迎え
ていただき、車にて南相馬に向かいま
した。計量計によると、出発時は0.3マ
イクロシーベルトだった値が徐々に上が
り、飯舘村では３．８マイクロシーベル
ト、道を間違えて峠を越えたため山頂で
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は10.0マイクロシーベルトもありました。その後、南相馬に入ると0.3に戻りました。
　例会では森会長が南相馬のロータリアンの皆様に被災に対するお悔みと姉妹クラブ提携の
挨拶をしました。

相馬野馬追い観覧
　森会長年度の 2012年 7月 28日、29日
と南相馬ロータリークラブから相馬野馬追い
に招待されて、家族親睦旅行を兼ねて訪問。
　400騎の騎馬武者行列、旗印を競いあう合
戦等を観覧しました。
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南相馬ロータリークラブと姉妹提携調印
　以上のように、さまざまな縁を持った南相
馬ロータリークラブと東京杉並ロータリー
クラブは正式に姉妹提携することとなりまし
た。
　2012年 10月 25日、南相馬の代表の方々
に東京まで足をお運び頂き、当クラブのメン
バーの多くも参加して、ヒルトン東京にて調
印式を行ないました。

第2回日野皓正チャリティコンサート
　2013年 3月 18日に、南相馬ロータリークラブ主催で、第2
回日野皓正チャリティコンサートが開催され、杉並・立川こぶし・
青山の3ロータリークラブからも有志が参加し、応援のニコニ
コを持参しました。
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南相馬市の生徒さんたちを迎えて
　2013年 3月 25日、26日にかけて、南相馬ロータリークラブと当クラブの主催で、被災
地の中高生を東京に招待しました。
　3月25日午後12時 40分、南相馬からのバスが宝仙学園に到着しました。一行は、原町
第一中学校ほか4校16名、引率者2名、南相馬ロタリークラブ青木会長、星幹事の20名です。
　宝仙学園吹奏楽部の演奏に迎えられ講堂に入場。東京杉並ロータリークラブ森会長の挨拶
の後、宝仙学園生徒による探究発表会。色彩、３Ｄ、ロボット、涙……など多分野にわたる
発表が行なわれました。鋭い観察力に、皆さん驚いていました。
　続いて、南相馬の生徒たちが、震災時の状況、その後の生活の様子など、一生懸命話しま
した。震災が発生した時は、大半の子どもたちが小学5年生でした。
　まだ戻ることのできない半数以上の友だちに早く会いたいこと、避難場所での厳しい生活、
場所がなく押し入れの中で寝ていること、放射能の発生も沈静化してソフトボール部に入っ
て頑張っていることなど近況について話をしてくれました。
　最後に生徒たちを代表して女子が、「復興はしているし支援も頂き感謝している。でも、
私たちの復興は元の生活に戻ること。田んぼも畑もなくなってしまったけれど、前のように
自然の中で友だちと仲良く
遊びたい。学校に通いたい」
と挨拶をしました。
　自分たちが真剣に生きた
この２年間の思い、ごく自
然のことが生活からはぎと
られている現実。彼女は今
の自分たちの状況を知って
欲しいとじっと耐えながら
訴えていました。
　最後に宝仙学園の生徒会
長が、「自分たちはテレビ 南相馬市の生徒さんたちの発表

宝仙学園の生徒さんの発表宝仙学園吹奏楽部、歓迎の演奏
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や報道で聞いて復興は進んでいると思っていました。でもそれは間違いで、南相馬の皆さん
の話を聞いて、本当のことを知ることが大事だと感じました」という趣旨の挨拶をして閉会
となりました。
　同席していたロータリアンたちの目頭も熱くなるような感動的な2時間でした。あっとい
う間に予定していた時間が過ぎてしまい、次の予定であるシンフォニークルーズの停泊地日
の出埠頭に到着するのがギリギリになってしまいました。が、無事に乗船、船でレインボー
ブリッジをくぐり東京湾の夜景を見ながら一周、美味しいディナーを楽しみました。
　翌26日は、浅草寺の仲見世を見学後、スカイツリー最上階まで上りました。昨日と打っ
て変わった快晴で、東京の隅々まで見渡すことができました。生徒たちはガラスの床の上で
記念写真を撮ったり、美味しいお菓子を食べたり、楽しい一日を過ごしました。
　彼らが被災を乗り越えて、元気に成長してくれることを願ってやみません。
　今後も、南相馬ロータリークラブと東京杉並ロータリークラブは、連携して青少年の育成・
支援・ケアに力を尽くしていきたいと思っています。

シンフォニークルーズ

スカイツリー

浅草観光
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　コソボ自治州の独立問題に端を発した、1996 年から 99年にわたる旧ユーゴスラビア
内の紛争によって、バルカンの民族は互いに憎み合うようになってしまっていました。
　栁澤寿男さんが、コソボのコソボフィルハーモニー交響楽団の客演指揮を依頼された
2007 年当時、コソボはセルビア共和国の自治州で、国連の暫定統治下にあり、街には崩
れたビルなど紛争の生々しい痕跡が残っていました。
　対立と憎しみによって、旧ユーゴ連邦各地の楽団はそれぞれほぼ単一民族で構成されて
きましたが、栁澤さんは、人の心を和らげ、結びつける音楽の力を確信し「すべての民族
に開放した楽団を作ろう」と決意しました。活動の拠点をコソボに移し、各地の交響楽団
に声をかけ「バルカン室内管弦楽団」を設立。最初は、敵だった別の民族と一緒の楽団に
入ることはできないという反応が多かったが、やがて理解してくれる団員は少しずつ増え、
今ではセルビア人、アルバニア人、マケドニア人、ボスニア人、ギリシャ人、スロベニア
人、ブルガリア人、ルーマニア人、トルコ人ら計 20人になっています。
　しかし、現地での財政的な支援はほとんどなく、各地から団員を呼びよせる際の費用に
も事欠く状況でした。柳澤さんが日本で支援を募ったところ、マケドニア名誉総領事の水
野清・元衆議院議員からセゾン文化財団の堤清二理事長を紹介され、助成を受けられるこ

バルカン室内管弦楽団への支援　民族融和のタクト  ―銃を捨て 手に楽器―

水野清・元衆議院議員（右）取材を受ける団員

司会進行の星野知子さん
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とになりました。
　東京杉並ロータリークラブも、栁澤寿男さんとバルカン室内管弦楽団の活動を支援して
来ました。東京杉並ロータリークラブは、2009 年 11 月 6日に第一生命ホールにて、国
際交流基金と共催でコンサートを行ない、昼・夜の二回公演で述べ 1000 人以上の方々に
演奏会を行ない、それは日経新聞等の新聞をはじめ、11月 23 日にはＮＨＫのおはよう
日本にて 30分番組で放送され大きな反響を呼びました。（前頁写真）
　そのコンサートで得た収益で、ＮＨＫや地元メディア
による取材を受けながら、日本大使館、外務省の協力の元、
国際交流基金が中心となり、2010 年 5月 29日ボスニア・
ヘルツェゴビナの首都サラエボの陸軍ホールにて、国際
交流基金、日本大使館の主催、東京杉並ロータリークラ
ブ後援によるバルカン室内管弦楽団のサラエボコンサー
トを開催し、盛況のうちに終えることができました。
　日本からはロータリークラブを代表して 2名で参加を
しましたが、コンサートには地元サラエボロータリーク
ラブのメンバーも駆けつけ、ロータリアンの交流も深ま
りました。

　2010 年 9月、ニューヨーク国連総会に伴うイベント「バルカン・リーダーズ・サミッ
ト 2010」に招かれ、バルカン各国大統領、首相をまえに演奏を披露。2011 年５月には、
音楽の殿堂と言うべきウィーン楽友協会ブラームスホールに堂々のデビューを果たしまし
た。
　さらに、2012 年には 10月に来日し、晴海第一生命ホールを皮切りに、武蔵野・長野・
目黒などで公演をしました。その合間を縫って、支援者たちとの交歓をするべく、当クラ
ブの主催でヒルトン東京にてレセプションを催しました。その席上、高橋会員から管弦楽
団の代表者に補助金の授与を致しました。
　東京杉並ロータリークラブは、本年 2月 22日の地区大会において、佐久間崇源地区ガ

コンサート前の記念写真 コンサートが行なわれたサラエボ陸軍ホール

サラエボコンサート、ロータリー受付
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バナーより、「地区平和賞」を受賞しました。
この「地区平和賞」は、国際ロータリー会
長田中作次氏が、世界平和を地区ガバナー
に推奨する今年度の重要課題とされている
ものです。当クラブの、バルカン室内管弦
楽団への活動に対して高い評価がされたも
のと言えます。

栁沢さんご夫妻と記念撮影国際奉仕委員長より活動の援助金を手渡す

会場受付 森会長のあいさつ
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