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　みなさんこんにちは。今日で東日本大震災から5年が
経過しました。東北地方太平洋沖地震は平成23年3月
11日14時46分に太平洋三陸沖を震源として発生しまし
た。ご存知の通り、この地震によって引き起こされた災
害は東日本大震災と呼ばれています。地震の規模を示す
マグニチュードは9.0で日本観測史上最大規模の地震だ
ったとのことです。1900年以降の統計においても、世
界で4番目に大きな超巨大地震であり、地震によって大
規模な津波が発生し、最大で海岸から6km内陸まで浸
水したとのことです。津波の高さは最大で9mまで達し、
明治三陸地震（1896年）の津波をも上回る大きさでした。
岩手県大船渡市では最大遡上高40.1mを記録したとも
いわれています。
　当時は沼津クラブもＰＥＴＳを翌々日に控えており、
開催についてもいろいろ苦労したことを記憶しております。
　南相馬市の奇跡の一本松にも、千本をよくする会から
寄付をさせていただきました。根が腐り枯死と判断され
復興を象徴するモニュメントとして残されております。作
業には多額の費用が投じられたこともあって、保存の是
非を巡っては賛否両論が巻き起こったとのことです。
　東日本大震災から5年が経過しましたが、現在でも約
18万人の人が避難生活を余儀なくされているなど、被災
地の復興は、いまだ道半ばにあります。時間が経過して
もなお、地震の記憶を忘れてはならないと改めて思います。	
被災地に関心を向け、声に耳を傾け、微力ではございま
すが、今自分にできることを考え行動に移してまいりたい
と考えております。

ゲスト 	渡邉　秀一様

ビジター 	名取　賢吉君、西島　昭男君（沼津北）

他RC出席 	石川（三）君・東君・吉野君（3.6地区補
助金管理セミナー）

欠席者（6名）
楠木君、峯尾君、村上君、鈴木君、	
渡辺（好）君、渡邊（洋）君
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3月18日（金）
　クイリングの紹介
	 稲葉　和子様

結婚記念日　大村　愛美君、森藤　恵二君

3月25日（金）
　ＰＥＴＳ報告
	 次年度会長　　石川　三義君
	 次年度幹事　　山本　洋祐君

野際君…勝呂先生、大変お世話になりありがとうご
ざいました。おかげ様で、手は以前よりキレイにな
りました。金グシは痛かったです！
積君…吉野さーん、「お金の増やし方」今度はクラ
ブ卓話でよろしく。
勝呂君…最近存在感のない私を心配して先週の例
会で森藤会長にいじられました。「安心してください、
元気です」

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…3/30（水）は移動例会
　御　殿　場…3/24（木）は例会場変更
　沼津柿田川…3/21（月）は祝日休会
　　　　　　　3/28（月）は夜間例会
　富　士　宮…3/21（月）は祝日休会
　　　　　　　3/28（月）は観桜例会
	 ＠富士宮ゴルフクラブレストラン
　新　富　士…3/22（火）は特別休会
　　　　　　　4/5（火）は4/3（日）ウォーキング例会
　　　　　　　4/12（火）は夜間例会
	 新旧委員長会議
　沼　津　西…3/31（木）は裁量休会
　富士山吉原…3/31（木）は特別休会
　沼　津　北…3/22（火）は3/20（日）例会変更
　　　　　　　4/12（火）は夜間例会
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
２ ．3/6（日）地区補助金管理セミナー⇒石川副会
長・東君・吉野君・事務局　4名出席。

３ ．4/3（日）千本清掃奉仕・「千本をよくする会」
総会のお知らせ⇒卓上配布のご案内をご覧の上、	
出欠をご記入ください。

４ ．4/6（水）日帰り研修親睦旅行のご案内（3/4
配布済）⇒出欠回答・会費納入は受付にて。

イニシエーションスピーチ

	 会　員　　藤田　洋行君

卓話

　昨年7月に沼津ＲＣに入会させていただきました
明治安田生命の藤田です。日頃の皆さんからの温
かいご指導に大変感謝しております。引き続きご指
導のほどよろしくお願い申し上げます。
　早いもので沼津に転勤で引っ越してきてから約1
年になりました。本当にあっという間でまだまだ分
からないことだらけですが、沼津での生活を楽しん
でいます。
　私は1971年5月、青森県五所川原市で生まれ、
高校卒業までそこで過ごしました。高校を卒業し北
海道の小樽商科大学に進学しました。その時の縁
があってか、社会人になってからも転勤で北海道で
12年も勤務することとなり、北海道は私にとって第
二の故郷ともいえる場所となりました。今までの勤務
地はその他、仙台、水戸、秦野、宮崎、そしてこ
の沼津が10か所目の勤務地となりました。行く先々
でたくさんのお客様や会社の仲間にお世話になり
助けられてきました。転勤族の私は、行く先々で出
会う方々への精一杯の心尽くしをすることが今まで
お世話になった方々へのご恩返しと思っています。
　ちょうど5年前の今日、東日本大震災がありました。	
当社は発生当日に「災害対策総本部」を設置し、2
日後に「災害死亡保険金等の全額お支払」等の特
別取り扱いを決定するなどの対応を行うとともに自
身が被災している中で当社職員によるすべてのお客
様への安否確認、保険金の請求確認を行う「お見
舞い訪問活動」を実施し、1か月半後には92.8％
の安否を確認し、平成23年10月時点では99.9％
の安否・請求の確認を完了いたしました。その結
果24年3月末までに156億円の保険金等のお支払
いをいたしました。
　その後も継続的に被災地支援活動として被災地
等での「チャリティーコンサート」の実施、あしなが
育英会と共同での震災遺児への支援活動、その他
募金等現在も様々な支援活動を行っております。
　また、この痛ましい経験を踏まえ、ご契約者が連
絡不能の場合に備えた「第二連絡先の登録」や、高
齢のご契約者様へのご請求漏れなどを防ぐための
「長寿ご契約点検制度」などのアフターフォロー体制
の強化に努めております。
　最後に今年は2年目となりますので、少しでも沼
津ＲＣへの貢献ができればと考えております。引き
続きのご指導をよろしくお願いいたします。

　3/13（日）、三島ゴルフクラブにて親睦ゴルフコ
ンペが開催されました。心配された天気も昼間は持
ちこたえ、無事プレーを終了することができました。
　結果は、實石君が優勝、三好君が2位、杉山君
が3位となり、ベスグロは實石君（86）となりました。
　参加された皆様、お疲れさまでした。

参加者　	石川（三）君、大友君、實石君、内田君、
森藤君、三好君、杉山君、勝呂君、大
村君、石川（秀）君、渡邊（洋）君、能見君、
山口和也君、森藤真以様、須山敏様

沼津ロータリークラブ
親睦ゴルフコンペ開催

四つのテスト
− 言行はこれに照らしてから −

Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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