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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞  君が代 ～ 奉仕の理想 ~ 四つのテスト 

       (ソングリーダー本年度は東村里恵子君) 

＜握手タイム＞ 久々のグータッチで実施しました。 

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

いよいよ本日の例会から新年度がはじまります。みなさんどうぞよろしくお願いします。 

２０２２₋２０２３年度新津中央ロータリークラブのテーマを「親睦と奉仕と DEI」としました。DEI(多様性、公

平性、包摂性)を重視し、連帯と協調で協働し、地域に役立ち喜ばれることを実践してまいりましょう。 

２０２２－２０２３年度 RI ジェニファー・ジョーンズ会長のテーマは「イマジン・ロータリー」第２５６０地区 

髙橋秀樹ガバナーの地区運営方針は「再生・新生・共生」です。お二人の思いを胸にがんばります。みなさん、ど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ いらっしゃいませんでした。米山記念奨学生のホルさんが参加です。             

 

＜卓上花＞ 花 名 トルコキキョウ リンドウ科 

      原産地 北アメリカ南部 

      花言葉 希望 優美 

      生産地 長野県千曲市   正式名 リシアンシス 

       

＜委員会報告＞  

・SAA 山田 道夫委員長より 今年度は第一例会と第三例会はくじ引きで席を決めることの説明と、例会中の

私語の慎み、携帯のマナーモード設定、開始５分前の着座のお願いがありました。中野 真行副委員長からも抱

負スピーチをしてもらいました。 

 ・小川 信正ライラ実行委員長より 10 月 23 日開催のライラ研修について。来週 7 月 12 日に第 8 回実行委員 

会を開催します。 

 

＜100％出席者表彰＞  

33年 赤井田 幸一君  13年 風間 啓一郎君 

           11年  齋藤 嘉昭君    2年 髙橋 健朗君  

 

＜会員誕生日祝い＞ 

７／４  小川 信正君  

 ７／７  坂爪 慶君 

 ７／１８ 佐々木 健哉君 
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  ７／２３ 押味 弘一君 

＜パートナー誕生日祝い＞ 

 ７／７  望月 治君 奥様 夕希さん 

 

＜幹事報告＞ 髙橋 健朗幹事 

① 米山記念奨学生とカウンセラーの地区行事、親睦旅行についてのお願い 

② 地区大会記念ゴルフ大会案内 9/27(火) 紫雲ゴルフ俱楽部 

今年度の親睦ゴルフ担当者は親睦委員会副委員長井浦 行重君です。 

                             

＜プログラム①＞ 米山記念奨学生ホルさんより報告 

 夏が好きですが暑さに慣れていないので軽い熱中症になってしまいました。水分補給を大事にしてがんばります。 

 古町の子ども食堂に興味を持ち定期的にお手伝いに行っています。子ども食堂は子供たちに必要な食事を提供し

たり、集団でのルールを守ることの大切さを教えたり、本当に良い活動システムだと思います。学業では故郷内

モンゴルの 1950 年代の貴重な資料を入手し研究に励んでいます。 

 

＜プログラム②＞ 卓話 諸橋 敏松会長 

 今年度も奉仕意識の高いロータリアンの結集で素晴らしいい成果を得たい。地域社会、会社、お店、個人等、   

困っている人を助け応援し支援しましょう。奉仕をテーマに外部卓話も予定。地区財団補助金の経過説明の話、 

予算が少ないのでニコニコボックスの寄付を増やしたい。お店や会社の PR もニコニコボックスを活用してほし

い。目的を達成する方法はいっぱいあるが選択も必要。月刊誌ロータリーの友とガバナー月信を読みましょう。 

米山奨学生のホルさん今日も宜しくお願いします。10 月 23 日のライラ研修はホストクラブです。成功させまし

ょう。楽しみましょう。1 年間宜しくお願い致します！ 

 

＜出席報告＞ 今年度は井浦 行重出席委員会副委員長が担当します 

前回の訂正  欠席者 8 名中 3 名のメーキャップのため 80.77％に訂正 

本日の出席  会 員 26 名中 21 名出席  80.77％ 

 

ニコニコボックス 

・7/１より新津中央 RC の新年度が始まりました。今年度は会長諸橋、幹事髙橋の橋コンビで頑張ります。石橋を

叩いて渡るという諺は物事を慎重に進めるべしというものですが、時には大胆に前へ進むことも大切だと思いま

す。一年間どうぞこの橋(ブリッジ)コンビをよろしくお願いします。     諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事                       

 

・７月から会長させて頂きます。髙橋幹事共に宜しくお願い致します。白根で行われた会長幹事会の懇親会費あり

がとうございました。                            ｂ    諸橋 敏松会長 

 

・昨年度は大変お世話になりました。諸橋年度の成功と新津中央 RC の発展をご祈念申し上げます。 望月 治君          

 

・望月前会長、五十嵐前幹事さんの“ごくろうさま”ゴルフコンペで(ハンディキャップに恵まれまして)優勝させ

て頂きました。４年ぶりのゴルフでしたが、やっぱり広々とした緑の芝生は最高でした。たくさんの賞を頂き、

ありがとうございました。                                 川﨑 松雄君 

 

・いよいよ今日から新年度ですね。諸橋敏松会長、髙橋健朗幹事ご就任おめでとうございます。まだまだコロナ禍

が収束していない時ですが御指導よろしくお願いします。又、私事ですが誕生日のプレゼントありがとうござい

ます。                                        佐々木 健哉君 

                                           

・100％バッジ 33 年ありがとうございます。よくもまあ続いたものです。自分にごほうびをあげたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。諸橋さん、髙橋さんご苦労様ですが宜しくお願いします。   赤井田 幸一君 

                     ｖ 

・諸橋・髙橋丸の出航を祝します。沈没しないよう、皆んなで支えます。誕生日祝いありがとうございました。何

とか 73 才まで生きてきました。あと何年生きられるか？                  小川 信正君 

 

・諸橋会長、髙橋幹事のご就任おめでとうございます。素晴らしい一年になる事を祈念しています。川名 一弘君 

 

・一楽さんから土用の丑の日の鰻のご注文依頼です。鰻を食べてがんばろう！一楽さんよりボックスへ寄付で

す！！                                         渡邊 嘉子君 



 

・諸橋会長、髙橋幹事、渡邊・大竹副幹事のトロイカ組織での連携・和を大事にしたクラブ運営を期待しています。 

                                            山田 道夫君 

 

・諸橋年度の船出をお祝いいたします。会計を担当を仰せつかりました押味です。一生懸命頑張ります。よろしく

お願いいたします。                                  押味 弘一君 

 

・100％バッチ 13 年頂きありがとうございます。入会して 26 年、成績の悪い会員ですが今後ともよろしくお願い

致します。                                     風間 啓一郎君 

 

・諸橋会長、髙橋幹事 1 年間宜しくお願いします。                     齋藤 嘉昭君 

 

・いよいよ諸橋・髙橋年度がスタートしました。年度の前半から行事が目白押しですががんばりましょう。 

                                            井浦 行重君 

 

・昨年度はクラブの皆様には大変お世話になりました。例会に向かう足取りも軽いように感じました。本年度諸橋

会長、髙橋幹事よろしくお願いします。新津中央 RC を楽しく引張って行ってください。  五十嵐 純一君 

 

・諸橋会長、髙橋幹事 １年のスタート！今年度も楽しみです。私も撮影係を終えゆっくり例会に参加できます。 

 今年度も宜しくお願い致します。                            大竹 一希君 

 

・本年度親睦･出席委員長を務めさせていただきます。不慣れですががんばりますのでどうぞよろしくお願い致し

ます。                                        遠山 博文君 

 

・暑い日が続きますが、しっかりと 100ｋｇキープできてます。ありがとうございます！    中野 真行君 

 

本日の合計 33,000 円（累計 33,000 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 357,000 円） 

 

財団ボックス 

・ニコニコボックスと同じコメント。                           川﨑 松雄君 

                                             

・ニコニコボックスと同文。川名さんいつも素晴らしい花ありがとうございます。      赤井田 幸一君 

 

・大型バイクがきました。カワサキニンジャ 1000cc です。                   望月 治君 

 

本日の合計 3,000 円（累計 3,000 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 591,360 円） 

 

米山ボックス 

・ニコニコボックスと同じコメント。                           川﨑 松雄君                              

 

・ニコニコと同文。                                  赤井田 幸一君 

                                               

・諸橋新年度と米山事業に今年度もご協力をよろしくお願いします。また、諸橋会長、「うなぎ」の宣伝ありがと

うございます。                                    渡邊 嘉子君 

  

・ホルさん、昨年はお世話になりました。今年もまたよろしくお願いいたします。         望月 治君  

  

・11 年 100％出席バッチありがとうございます。あっという間の 11 年でした。        齋藤 嘉昭君     

                               



 

・諸橋会長、髙橋幹事、迷惑をおかけしますが、頑張ります。ソングリーダー四拍子も習得します。ホルさん今日

もありがとう。皆さん、日曜日は忘れずに投票に行きましょう。             東村 里恵子君 

 

 

 本日の合計 7,000 円 (累計 7,000 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 513,000 円） 

 

 

 


