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浅野会長挨拶 

 
 

会長の時間（挨拶・報告） 

２０２3年、令和 5年、新年あけましておめでとうございます。 

先ほどのご祈祷につづき、新年会となります。今年は兎年で「こ

れまでの努力が開花し、実り始めること」という縁起の良い意味が

込められているようです。 

みな様にとってより成長し、実り多い年になるようご期待申し上

げます。 

 

さて、年末の 12月 2３日から 24日掛けて、強い冬型の気圧配置で

降り続いた雪は、県内各地で記録的な降雪となりました。24 時間降

雪量で長井が 79cm、山形市で 41cm、小国町で 97cm 観測史上最高を

更新しました。 

これは「JPCZ日本海寒帯気団収束帯」が一因とされるようです。 

この日本海寒帯気団収束帯とはシベリアから強い寒気が日本付近

に流れ込むとき、朝鮮半島北部にある長白山脈で風が二つに分か

れ、その風が日本海で再び合流することを「収束」といいます。こ

の収束によって上昇気流が強められ、雷雲が発達することから、呼

名が生まれたそうです。また、日本海の海水温が平年より 2 度前後

高いことも要因とされるようです。 

一方年末年始は、余り雪も降らず気温も高めで穏やかな正月を迎

えることができました。1月中旬も季節外れの暖かさになる予報とな

っているようです。 

 

昨日の 1 月 9 日は「成人の日」でしたが、昨年 4 月施行の民法の

改正に伴い成年年齢が１８歳に引き下げられたことにより、初の成

人の日を迎えました。殆どの自治体では、これまでの 20 歳を前提と

して、「二十歳のつどい」として開催したようです。 

県内の 35 市町村のうち、1 月 8 日に開催したのは酒田市・鶴岡市

や天童市など６市町村のみで、２２市町村は８月に開催されるよう

です。 

長井市では、昨年の８月１５日に「はたちを祝う会」として、3年

ぶりに対面による開催となりました。 

 

また、新型コロナウイルス感染拡大の第８派が続いており、1 月 7

日には、全国で新たに 23８千人が確認され、前週より１３２千人多

くなり、国内死者数が 6万人を超えました。 

引き続き、基本的な感染対策と社会経済活動のバランスをとっ

て、行動していくことが求められています。 

 

結びになりますが、今年は明るく、飛躍の年になることをご祈念

いたしまして、挨拶といたします。 

 

浅野 敏明 会長 
 
 
 
 
 
 
 

２０２２－２０２３ 
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【新年ご祈祷】 
 
 新年の始まりとして、タスパークホテル５階神殿の間
にてご祈祷を行いました。梅津幹事の進行のもと、長井
ロータリー会員ならびに会員企業の益々のご発展とご多
幸を祈願いたしました。 
 
 

 
 
※浅野敏明会長・齋藤圭央副会長並びに横澤寿彦会員 
 より玉串奉納を執り行いました。 

 
 
※締めは、大道寺信前会長の音頭で献杯を行いました。 

 
 
 本年も皆様のご健康・ご多幸をご祈念申し上げます。 
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タスパークホテル正面入り口 

  
幹事報告 

・国際ロータリーより新年のご挨拶なら

びにロータリーレートのお知らせがあ

りました。 

・白鷹ロータリークラブさまより「寒鱈

を楽しむ会」のご案内がありました。 

・次週例会前に理事会を開催しますの

で、理事の皆様の出席をお願いしま

す。 
 

梅津 喜博 幹事 
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 親睦委員会 

〇１月誕生日祝いです。 

・渡部堅一会員（1/15） 

〇奥様の誕生日のお祝いです。 

・齋藤喜内会員奥様（1/20） 

・渡辺清隆会員奥様（1/18） 

・大道寺信会員奥様（1/20） 

〇結婚記念日のお祝いです・ 

・今月は対象者はおりません。 
 

 河井 智寛 委員長 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

・あけましておめでとうございます。 

・今年もよろしくお願いします。 

（浅野敏明会長、斎藤圭央副会長、梅津喜博幹事、大道寺信会員、 

横澤寿彦会員、遠藤伴明会員、小笠原信吾会員、河井智寛会員、 

高橋秀幸会員、村田剛会員、渡邊清隆会員） 

 

 

 梅津幹事（代行） 

 

  

 

 

渡辺清隆会員の奥様には直

接お渡しいたしました。 
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「きらく」さまの段飾り・お供え餅 

 

 

 

 

 

【新 年 会】  

例会終了後、本年も「きらく」さまを会場に新年会を開催する

ことができました。浅野会長からは改めて、本年の活動がより連

携しながら活発に対応していけますこと、そして本年の会員なら

びにご家族を含めた皆様方のご健康とご多幸をご祈念申し上げる

とのご挨拶をいただきました。その後、前年度会長の大道寺信会

員より乾杯の音頭をとっていただき、親交を深めました。 

 

 ※浅野会長ご挨拶         ※大道寺信会員乾杯音頭 

 

 
※齋藤喜内会員の音頭で本日の締めをお願いしました。 
 
 
※会員のみなさま、改めて本年もどうぞよろしくお願い
いたします。 
 
 
 

 
次回例会  
１月１７日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
通常例会 
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