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　新年あけましておめでとうございます。本年もど
うぞ宜しくお願い致します。
　新しい年を迎え、今年度折り返しのスタートです。
昨年の暮れの挨拶でも申し上げましたが、下期は当
クラブの家族例会のほかに IM、西、東、南クラブ
さんとの合同例会、東京東江戸川ロータリークラブ
さんの観桜会、鹿児島西ロータリークラブさんの
60 周年と移動例会や姉妹友好クラブの例会等がご
ざいます。また、鶴岡 RAC の創立 50 周年式典も
ございます。
　ロータリーの目的の第 1 に「知り合いを広める
ことによって奉仕の機会とすること」また第 4「奉
仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク
を通じて、国際理解、親善、平和を推進する事」と
ありますが、同じ第 2 グループにおきましても、
仕事で関わりあい、話しをすすめている中で初めて
ロータリアンだったと知ることも多々ありました。
なかなかグローバルとまではいきませんが、公私と
もに良い出会いのために交流を行うべく、皆様のご
参加をお願い致します。

皆さま、改めましてあけましてお
めでとうございます。
　年男が私一人ということで、僭
越ながら新年一人目のスピーチを
させていただきます。
　年末年始は久々に自宅のある東
京に帰っておりました。一番下の

小６の娘が中学受験を控えているため、正月気分と
は程遠い年末年始でした。実は上の子二人も中学受

験を経験しているので、親としては今回が 3 回目
です。試験会場に一人で向かう子供の小さな背中を
見送るときはいつも、何かとんでもない世界に子供
を放り込んでしまったのではないかという感覚に囚
われます。11 歳や 12 歳で合格・不合格という結
果を突きつけられるのはなかなかシビアなものがあ
ります。ただ実際は、受験なんかで人生の全てが決
まるわけではありませんし、結果は運によって左右
される要素もありますので、結果よりも目標に向
かって努力することの尊さを学んでもらえれば良い
のかなと思っています。
　大晦日の西目地区での土砂災害のニュースに大変
驚きました。2 名の方の尊い命が犠牲となってし
まったことは大変悲しいことに感じました。
　今回のような土砂災害のケースですと、火災保険
の「水災」の補償を付帯していないと、保険金お支
払いの対象とはなりません。仕事をしていて、自然
災害が発生するたびに感じることですが、我々の商
品をお届けしきれていなかったために、本来であれ
ばお助けすることができたかもしれないお客様を救
えなかったことに後悔の念を抱いております。改め
て、いつどこで発生するかわからない災害の怖さを
実感するとともに、日頃からの備えの大切さを訴え
続けていかなければならないと感じた次第です。
　今回ニュース等を見ていて思ったのは、「家の中
のどこにいるか」が結構大切だということです。今
回の災害で救出された方がインタビューで「２階で
寝ていた」とお話をされていました。山に近い地域
に住われている方は特に、2 階建ての家であれば 2
階に、平家であれば、山とは反対側で寝るようにする、
ということは意識しておいた方が良いということな
のだと思いました。
　この庄内地域には北は遊佐町、南は羽黒山の麓あ
たりまで南北に伸びている庄内平野東縁断層帯とい

う活断層があります。マグニチュード７以上の地震
発生確率が「今後 30 年以内・3％以上」となると、
国が定めるリスク評価としては最も高い「S ラン
ク」に該当します。庄内平野東縁断層帯は 30 年以
内発生確率が「０から 6％」とされています。同様
に山形県内陸地域では新庄盆地断層帯、山形盆地断
層帯が「S ランク」に指定されていますので、県内
で３本の S ランク断層帯を抱えているのが山形県で
す。日本全国でSランクの断層帯は31箇所ですので、
１割が山形県に集中しているということを考えると、
決してリスクが低いとは言えず、むしろ危険度が高
めの断層がある、ということは心に留めておいてほ
しいと思っています。
　卯年というと、株式相場の格言で「ウサギ跳ねる」
と言われるそうです。同じようなワードで、アメリ
カでは「bunny market」という言葉があります。ただ、
意味は全く異なっており、「bunny market」はウサ
ギが波打つように跳ねる様からとっている言葉なの
で、「上下動が激しい」といった意味合いに捉えら
れるとのことです。
　ウサギといえば、月の模様を思い浮かべる方もい
らっしゃると思います。諸説ありますが、月の模様
を兎に見立てるようになったのは、ウサギが仏教説
話の中で献身のシンボルになっているからと言われ
ています。
　『昔、あるところにウサギとキツネとサルがおり
ました。ある日、疲れ果てて食べ物を乞う老人に出
会い、3 匹は老人のために食べ物を集めました。サ
ルは木の実を、キツネは魚をとってきましたが、ウ
サギは一生懸命頑張っても、何も持ってくることが
できませんでした。そこで悩んだウサギは、「私を
食べてください」といって火の中にとびこみ、自分
の身を老人に捧げたのです。実は、その老人とは、
3 匹の行いを試そうとした帝釈天（タイシャクテ
ン）という仏教の守護神。帝釈天は、そんなウサギ
を哀れみ、月の中に甦らせて、皆の手本にしたので
す。』
　昨年はサッカー W 杯での日本代表の活躍で盛り
上がりましたが、今年も世界的なスポーツイベント
が多く行われます。３月には大谷翔平が参加する
ワールド・ベースボールクラシックがあり、７月か
らはオーストラリア・ニュージーランドで女子の
サッカーワールドカップ、９月にはフランスでラグ
ビーのワールドカップが行われます。そしてそして
忘れないでいただきたいのが、２回延期された福岡
での世界水泳が７月に行われます。前に世界水泳が
日本で行われたのが 2001 年ですので、22 年ぶり
の日本開催です。ただ 22 年経ってもテーマソング
は変わらず、B`z の「ウルトラソウル」です。暗い
ニュースが多い中ですが、元水泳選手として、年男
として「ウルトラソウル」を振り絞って、一日一日
全力で頑張ってまいりたいと思います。引き続きど
うぞよろしくお願い申し上げます。

会 長 挨 拶 会長／西川 富美子

西川富美子君　明けましておめでとうございます。末次大介さ
ん年男スピーチありがとうございました。昨年
は例会を3回欠席しましたが、残り半年全て出
席して会長職を全うしたいと思います。本年も
宜しくお願い致します。

髙橋　弘美君　末次大介さん年男スピーチありがとうございま
した。鶴岡RCよりホテル会場へ御年賀いただき
ましてありがとうございました。

富樫　松夫君　明けましておめでとうございます。西川年度後
半頑張ってください。クリスマス家族例会当日
キャンセルしてしまい大変ご迷惑をかけまし
た。

末次　大介君　スピーチ聞いていただきありがとうございまし
た。

菅野　秀綱君　西目の災害の認知は電線の垂れ下がりから、気
づいたら連絡をお願いします。お二人のご冥福
をお祈りします。

インフォーマルミーティング
   ２月 ７日（火）

   12月 20日（火）

   ２月 14日（火）

寒だら汁家族例会（於：華夕美 日本海）   １月 24日（火）
   １月 31日（火） RI規定休会③

ゲストスピーチ　鶴岡青年会議所理事長

年男スピーチ
　東京海上日動火災保険㈱ 山形支店庄内支社 支社長 末次 大介 君

【報告事項】
1. 2023-2024 年度地区委員選出依頼あり
　社会奉仕地域奉仕委員会委員長　菅原成規君
2. 越智茂昭会員の退会について
　持ち回り理事会で退会を承認。
3. 持ち回り理事会について
　・越智クラブ奉仕プロジェクト理事を佐々木 
　　仁道君に引き受けて頂きました。
　・加藤静香氏の入会ならびに職業分類を弁護
　　士としました。
【協議事項】
1. 越智親睦・姉妹友好委員会の後任に佐藤友行
　理事の兼任　→　承認
2. 加藤静香君の所属委員会について
　親睦・姉妹友好委員会　→　承認
3. クリスマス家族例会収支報告について
　収　入  298,091 円
　　会費61,000　青少年交換 6,000　越智君 10,000
　　ニコニコ 24,000　全国割クーポン 90,000
　支　出  298,091 円
　　第一ホテル 154,300　景品等 133,791　スマイル会計 10,000　→　承認
4. 鶴岡 RC 予算執行状況（12/31）について
　概ね予定通りに進んでいる　→　承認
5. 年会費納入について
　 98,000（下期）１月末まで
6. 寒鱈汁家族例会について
　日時 ：1月 24日（火）　18:30 ～
　場所 ：華夕美日本海　登録料：会員 5,000 円
7. 鹿児島西ＲＣさんから 60 周年記念大会の正式
　なご案内がきました。（別紙案内参照）
8. 2 月の予定
　12日（日）　R財団補助金管理セミナー
　14日（火）　インフォーマルミーティング
　25日（土）　鶴岡 RAC創立 50周年記念式典
　27日（月）　鶴岡西 RC合同例会
　　　　（場所：いさごや　登録料：7,500 円）

第８回理事会報告
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　理事の兼任　→　承認
2. 加藤静香君の所属委員会について
　親睦・姉妹友好委員会　→　承認
3. クリスマス家族例会収支報告について
　収　入  298,091 円
　　会費61,000　青少年交換 6,000　越智君 10,000
　　ニコニコ 24,000　全国割クーポン 90,000
　支　出  298,091 円
　　第一ホテル 154,300　景品等 133,791　スマイル会計 10,000　→　承認
4. 鶴岡 RC 予算執行状況（12/31）について
　概ね予定通りに進んでいる　→　承認
5. 年会費納入について
　 98,000（下期）１月末まで
6. 寒鱈汁家族例会について
　日時 ：1月 24日（火）　18:30 ～
　場所 ：華夕美日本海　登録料：会員 5,000 円
7. 鹿児島西ＲＣさんから 60 周年記念大会の正式
　なご案内がきました。（別紙案内参照）
8. 2 月の予定
　12日（日）　R財団補助金管理セミナー
　14日（火）　インフォーマルミーティング
　25日（土）　鶴岡 RAC創立 50周年記念式典
　27日（月）　鶴岡西 RC合同例会
　　　　（場所：いさごや　登録料：7,500 円）
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