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開会に先立ち当クラブ会員小林一大君奥様の由実さんが来訪され、当クラブに対しての今般の参議院選挙の御礼挨

拶をいただきました。小林 一大君、本当におめでとうございました！ 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞  我等の生業 

        

＜握手タイム＞ お休み 

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

本日は室賀 信宏第 3 分区ガバナー補佐に来訪いただきました。感謝申し上げます。 

なにより当クラブメンバーである小林 一大君が参議院選挙に当選して良かった！ 

さて、ロータリーって何しているの？の質問に答えられますか？私も勉強不足でした。 

ロータリーの友に答えがありました。ロータリーの目的すべてに「奉仕」が入っています。 

ガバナー横顔欄を読んでも親睦と「奉仕」の記述が多いのです。助ける、応援する、 

支援する、等が奉仕です。連帯と協調で協働し、喜ばれることを考え実践しましょう。 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ 国際ロータリー第 2560 地区 第 3 分区ガバナー補佐 室賀 信宏君 (白根 RC)             

 

＜卓上花＞ 花 名 ユリ ユリ科 

      原産地 北半球の温帯地域 

      花言葉 飾らぬ美、威厳 

      生産地 胎内市 

       

＜委員会報告＞  

・親睦ゴルフ担当 親睦副委員長井浦 行重君よりゴルフ出欠のお願い 

・ライラ実行委員長小川 信正君より本日開催の第 8 回実行委員会について。 

 

＜幹事報告＞ 渡邊 嘉子副幹事より 

・今年度第１回理事会報告 

・7,8 月の例会行事について 

・クラブ内および地区、地域行事について 

・2023-2024 年度第 3 分区地区役員推挙のお願いが届いています。第 3 分区ガバナー補佐に山田 道夫君推薦の 

お願いが来ており諸橋会長署名のうえ地区に提出しました。 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新津中央 

ロータリークラブ 

会長 諸橋 敏松 

国際ロータリー第 2560 地区 

新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 fax 25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽 ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：諸橋 敏松 

幹 事：髙橋 健朗  

 

ｸﾗﾌﾞ会報委員長：遠山 博文  

2022-2023 年度 

国際ロータリー会長 

ジェニファー・ジョーンズ 

（ウインザーローズランド RC 

／カナダ） 

国際ロータリーテーマ 

 イマジン・ロータリー 

2022-2023 年度 国際ロータリー第 2560 地区 

ガバナー 髙橋 秀樹（新潟 RC） 

テーマ 「再生・新生・共生」 

２０２２—２０２３年度クラブテーマ                   

「親睦と奉仕と DEI」 DEI（多様性、公平性、包摂性）を重視し連帯と協調で協働し地域や世界に役立ち喜ばれることを考え実践しよう！ 

                                      ２０２２年７月第２例会 

                                        (２０２２年７月１２日） 



＜プログラム①＞ 卓話 第 3 分区ガバナー補佐 室賀 信宏君 (白根 RC) 

ご自身の自己紹介、目黒さんの頃からの新津中央 RC との関わり、奉仕や、DEI ってなんだ？についてお話してい

ただきました。7 月 26 日の髙橋 秀樹ガバナー公式訪問について宜しくお願いしますとご挨拶されました。 

 

＜プログラム②＞ クラブフォーラム 各委員会事業計画について発表 

 

① S.A.A           委員長 山田 道夫君 

② クラブ奉仕委員会     委員長 赤井田 幸一君 

③ 会員増強委員会      委員長 佐々木 健哉君 

④ 親睦・出席委員会     委員長 遠山 博文君 

⑤ ロータリー財団委員会  委員長 井浦 行重君 

 

＜出席報告＞  

前回の訂正  訂正ありませんでした 

本日の出席  会 員 26 名中 18 出席で 69.24％ 

 

ニコニコボックス 

・一年間よろしくお願いいたします。                第 3 分区ガバナー補佐 室賀 信宏君 

 

・国際ロータリー第 2560 地区、第 3 分区ガバナー補佐、室賀さん、ようこそお越し下さいました。これから 1 年

間、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。         諸橋 敏松会長・渡邊 嘉子副幹事                       

 

・米山功労法人寄付 10 万円(諸橋工務店) ロータリー財団寄付 10 万円(諸橋工務店)  

ロータリー財団寄付 10 万円(諸橋 敏松個人) 寄付させて頂きました。          諸橋 敏松君 

                          

・我が新津中央ロータリークラブの会員であります小林 一大さんが国会議員になられました。大変おめでとうご

ざいます“万才万才”                                  川﨑 松雄君 

 

・小林一大先生参議院選挙ご当選大変おめでとうございます。今年度諸橋会長、髙橋幹事年度に会員増強委員長を

仰せつかりました佐々木です。会員増強を宜しくお願い致します。            佐々木 健哉君 

                                                

・新津中央ロータリークラブから国会議員が誕生しました。大感激です。おめでとうございました。 

小川 信正君 

             

・小林 一大君、当選おめでとうございます。これからの国政でのご活躍をご祈念申し上げます。そして奥様の由

実様、お礼にお越しいただき、誠にありがとうございました。               望月 治君 

 

・小林 一大君、ご当選おめでとうございます。念願かないましたでしょうから、私をみならって炭水化物の摂取

につとめて下さい。                                 中野 真行君 

 

本日の合計 10,000 円（累計 43,000 円） 

ニコニコボックスとは・・会員が受益者とならないクラブの奉仕活動資金です。 

今年度の目標金額は 一人 15,000 円で 390,000 円です。（目標達成まであと 347,000 円） 

財団ボックス 

・小林一大くん、ご当選おめでとうございます。                     佐々木 健哉君 

                                             

・室賀ガバナー補佐大変ご苦労様です。今日色々と勉強させて頂きます。宜しくお願い致します。山田 道夫君 

 

・小林一大君当選おめでとうございます。新潟のためはもちろん日本のためにご活躍を願っています。それにして

も安倍晋三元総理の死去は本当に残念です。遺した功績は言うまでもありませんが亡くなってしまったので歴史

上の人物になってしまいました。かえすがえすも残念です。                井浦 行重君 

 

・当クラブ会員小林一大君のご当選本当におめでとうございました。今後のご活躍、ご期待申し上げます。 

                                            遠山 博文君 



 ロータリー財団寄付(㈱諸橋工務店) 100,000 円 諸橋 敏松君 100,000 円 

財団コインボックス 3,771 円 本日の合計 207,771 円（累計 210,771 円） 

財団ボックスのお金はクラブ、地区を通じて実施される、承認された人道的・教育活動を支援する為に寄付をし

ています。 

今年度の目標金額は 一人 180$で 594,360 円です。（目標達成まであと 383,589 円） 

 

米山ボックス 

・中野真行くん、タスキが似合っているよ！                       佐々木 健哉君                              

 

・本日、米山ボックスのご協力ありがとうございました                  風間 啓一郎君 

                                   

・室賀ガバナー補佐、本日はありがとうございました。新津中央 RC と米山奨学事業にご理解とご支援をよろしく

お願いいたします。                                  渡邊 嘉子君 

 

・ロータリーの仲間である小林一大さんへの大きなご支援に心から感謝します。これから、ですね！室賀ガバナー

補佐のオレンジマスクが素敵です。お花の色ともピッタリですね。             東村 里恵子君  

  

米山功労法人寄付(㈱諸橋工務店) 100,000 円、米山功労者寄付積立(渡邊 嘉子君) 10,000 円 

米山コインボックス 4,819 円 本日の合計 118,819 円 (累計 125,819 円） 

米山ボックスのお金は外国人留学生に奨学金を支給・支援する為に使われ、将来日本と世界の架け橋となる人材

やロータリーの良き理解者となるよう育成します。 

今年度の目標金額は 一人 20,000 円で 520,000 円です。（目標達成まであと 394,181 円） 

 

 

 


