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会長の時間（挨拶・報告）【代理斎藤副会長】

まさかこんなにも早くこの場に立つことになるとは思いません
でしたが、本日も会長代理として勤めを果たしたいと思います。
また、エアコンを付けたまま朝震えて起きたため代償として鼻声
になっていますが、検査をして流行りのものではないということ
をご報告いたします。
まさかと言えば先月 3 日に発生した 8・3 豪雨ですが、今日は
齋藤副会長（会長挨拶代行）

飯豊町在住者としてお話をさせて頂こうと思います。会員の中に

２０２２－２０２３

は昭和 42 年の羽越水害を経験されている方もいらっしゃると思
いますが、今回の豪雨災害では羽越水害よりも住宅の被害が多か
ったと言われています。
建物の被害としては 8 月 26 日時点で床上浸水が 50 件、床下浸
水が 141 件、小屋や車庫などの非住家が 219 件、道路は国管理国
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道 1 路線、県管理道路 8 路線、町道 17 路線が一部もしくは全面
通行止めになっています。また、小白川の大巻橋の橋梁やＪＲ米
坂線の鉄橋が崩落し通勤通学に大きな影響を与えています。通年
の降水量も昭和 56 年 6 月 22 日に観測した１６８ｍから２９２ｍ
に大幅に更新され、24 時間で最も降水量の多かったところは飯豊
町高峰の３０６,５ｍでした。
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ちなみに私の現住所は飯豊町ですが、多少崩れたところはあり
ますがほぼ生活に影響はなく白川ダムの鉄壁の守りに感謝してい
るところです。私も 4 日から飯豊町の社会福祉協議会に入り災害
ＶＣの立ち上げから携わり 27 日まで毎日ボランティアに参加し
てきました。8 日にボランティアセンターが立ち上がり 21 日時点
でのべ 442 名、県・市町村社協から 99 名のご協力があったと聞
いています。9 月 3 日までボランティア活動があったので参加人
数も相当数増えていると思いますが、本当にたくさんの個人や団
体の方に参加していただきました。
また、1 か月以上が過ぎましたが、いまだに行方不明の方の発
見には至らず心を痛めているご家族の方には衷心よりお見舞い申
し上げる次第です。
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一昔前、「水害は忘れた頃にやってくる」と言われていまし
た。次第に、「水害はいつでもやってくる」に変わり、そして今
では「水害は同時多発的にやってくる」と言われるようになった
そうです。実際に青森、秋田、近隣では村上や関川などでも大き
な被害があり今でも必死にボランティア活動に汗を流す方々がた
くさんいます。ウェザーハート災害福祉事務所をはじめ山形県自
主防災アドバイザーなど多くの災害支援を行う千川原公彦さん
や、全国で災害支援活動を行う一般社団法人 OPENJAPAN、寒
河江市の特定非営利活動法人のやまがた絆の架け橋ネットワー
ク、いわて連携復興センターやいわて NPO 災害支援ネットワー
クなどなどたくさんの団体の方々と繋がりを持つことができまし
た。
こんな時だからこそ私たちＲＣができる支援があると思いま
す。今回の水害を経て出来た私の人脈はいつでも提供いたします
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ので、機会があればぜひ使っていただきたいと思います。

長井ロータリークラブ
本日の例会は髙橋秀幸会員による新入会員卓話です。どんな話
が聞けるのかを楽しみに私の挨拶とさせていただきます。
実は 27 日も会長代理を依頼されていますので、また月末にお
会いしましょう。
本日もよろしくお願いします。
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齋藤 圭央 副会長
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幹事報告

各種報告

・2800 地区大会が 12/24 土曜日庄内地区
での開催予定で調整されています。
・2800 地区ローターで湾岸清掃活動を予
定しており、10/2 に「浜中あさり海水
浴場」でのボランティア清掃の案内あ
りました。
・横澤寿彦会員は、南陽東ロータリーに
斎藤ガバナー年度のガバナー賞授与に
同行しております。

２０２２－２０２３

・来週は第６回理事会があります。関係
者はご出席願います。
梅津 喜博

幹事

青少年奉仕・国際奉仕委員会
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・情報委員会関係にもなりますが、ガバナー月信 8 頁にガバナー
公式訪問の様子がのっています。10 頁には、南陽高校ローター
アクトの活動状況が掲載されていますのでご確認願います。
・ローターアクトの内容は先日報告させていただいた、高校生の
インターアクトの活動報告に合わせ視察してきたものです。
伊藤 克也 委員長
（国際ロータリー第 2800 地区青少年委員会）

親睦委員会
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〇９月の誕生日祝いです。
・栗田正彦会員（9/15）
〇奥様の誕生日のお祝いです。
・村田剛会員奥様（9/20）
・栗田正彦会員奥様（9/7）
〇結婚記念日のお祝いです・
・村田剛会員（9/15）
・横澤茂会員が（9/30）
おめでとうございます。
河井

右から栗田会員・齋藤副会長・村
田会員

智寛 委員長

ニコニコＢＯＸ
・今回は特にありません。

3

長井ロータリークラブ

会報

(第２９０４回

令和４年９月６日)

【新入会員卓話】

今年度第９回

≪高橋 秀幸 会員≫

まずは自己紹介を申し上げます。生い立ちからですが、父は
「今は亡き”ぶんぷく“」、母は酒屋という家庭に、昭和 49 年に
生まれました。子供のころは親に叱られ柱につながれた子供時代
でしたが、そこから逃げ出すということでは、自分で解いていく
ことがうまい、理数系につながったのかと考えています。

髙橋会員卓話

新入会員卓話

父は、私が小学生の時に柿の木から転落、脛骨の亜脱臼で寝た
きりになりました。以降、私は父の介護を、母も店を開けながら
介護を行ってきました。私も中学からは反抗期で、自分がなぜ介
護をしなければならないのか、家族とは一時疎遠になったもので
す。現在父は、川西の介護施設にいますが、今は家族の中で一番
健康のようです。当初は１５年と言われましたが、３０年以上も
生き生きとしています。

２０２２－２０２３
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高校・大学は山形で過ごしましたが、大学は中退し、就職しま
した。山形市内を中心とする石油会社に正社員として働き、１７
年間お世話になり、ガソリンスタンドは楽しいと感じていまし
た。特に車をきれいにできる洗車が好きでした。その後販売担当
になり、他の会社との合併と合わせ退社、それを機にホテルへの
転職となります。転職の時は人と接する仕事をしたいと考えてい
たところ、ちょうどタスパークホテルで応募があり、見学会等を
経て入社したのです。事務所のゴミ箱が”ぶんぷく“のごみ箱だ
ったので、まだ使っていただいているということに縁を感じまし
た。
現在タスパークホテルは、辻田総支配人を迎え、よりよいホテ
ルに向けて取り組んでいます。私自身としては、ホテルの問題を
解くのは難しいと感じています。
長井ロータリークラブにも参加さ
せていただき、皆さんのご意見や
ご希望をお聞きしながら問題解決
につなげていきたいと考えていま
す。今後とも何かお気づきの点が
あればご指導をお願いします。

本日の出席率
７０．８％
次回例会
９月１３日(火)１２：１５～ *タスパークホテル
通常例会（ゲスト卓話予定）
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