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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(ソングリーダー大竹一希君) 

        

＜握手タイム＞ お休み 

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

またコロナが拡がってきましたのでお弁当持ち帰りスタイルにします。 

外部卓話講師は越後天然ガス㈱代表取締役社長小出薫様です。良い話が聞ける 

と思います。先週のガバナー公式訪問は ZOOM 開催となりましたがご協力 

ありがとうございました。今日は私が考えているロータリークラブの 

「あるべき姿・なりたい状態」について話しをします。 

※詳細資料下部添付 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ 外部卓話講師 越後天然ガス㈱代表取締役社長 小出 薫様 

            米山記念奨学生 ホルさん           

 

＜卓上花＞ 花 名 カーネーション ナデシコ科 

      原産地 南ヨーロッパ 

      花言葉 ピンクのカーネーション：美しいい仕種、温かい心 

          黄色のカーネーション：友情、清らかな慕情 

      生産地 コロンビア 

 

＜会員誕生日祝い＞    8 月 4 日 石澤 清美君 

 

＜パートナー誕生日祝い＞ 8 月 4 日 髙橋 健朗君奥様  仁美さん 

               13 日 小林 一大君奥様  由実さん 

               31 日 風間 啓一郎君奥様 真由美さん 

 

＜100％出席表彰＞ 4 年 諸橋 敏松君 

 

＜幹事報告＞  

① 国際ロータリー第 2560 地区髙橋 秀樹ガバナーより公式訪問の御礼が届きました。。 

② 第１回ロータリー財団セミナー開催の案内 

③ 10 月の米山記念奨学委員長セミナーの日程変更 
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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８月第１例会 

                                         (２０２２年８月２日） 



④ 髙橋年度第 4 回ガバナースタッフ会議開催のお知らせ 

⑤ 米山奨学制度説明会の案内 

⑥ 国際奉仕フォーラムディスカッション開催の案内 

⑦ 地区より COVID-19 感染防止啓発のお願い 

 

＜委員会報告＞ ありませんでした 

 

＜米山記念奨学生報告＞ ホルさん 

内モンゴルにおいてもこの夏は大変厳しい干ばつの夏となっています。家畜のエサなどの問題等、チャットアプリ

を使い農村部と都市部が助けあっています。自分の近況としては子ども食堂に継続的に通い子供たちと遊んだり宿

題のお手伝いなどして子供たちとふれあっています。先日は「今度いつ来るの？」と聞かれうれしく感じました。 

海洋清掃活動にも参加し、地球の一員としての自覚を持たねばならないと改めて感じました。学業はかわらず内モ

ンゴルの古い資料収集研究に励んでいます。 

 

＜外部卓話＞ 越後天然ガス㈱代表取締役社長 小出 薫様 

10 年ほどの東京千葉での都会仕事暮らしを終え 14 年前に新潟へ帰ってきた小出社長。公共インフラを担う自社の

改革に取り組み現在も新しく正しい企業像を創造されています。電力と都市ガスの自由化を契機にサスティナブル

な会社つくりを会社に宣言。社員の気持ちを変えてこの町の発展を図り自社をいかに永続的に発展せる道に繋げる

か。勉強となるお話をお聞きしました。目先の利益ではなく GIVE＆GIVE ひたすら与える会社が勝ちあがる、と

いうお話が印象に残りました。 

 

＜出席報告＞  

前回の訂正  欠席者 15 名中 4 名メーキャップのため 57.70％に訂正 (オンラインガバナー公式訪問) 

本日の出席  会 員 26 名中 16 出席で 61.54％ 

 

ニコニコボックス 

・小出薫社長さん、本日はお忙しい中卓話をして頂きありがとうございました。今後とも新津中央ロータリークラ

ブを何卒何卒宜しくおねがいいたします。              諸橋 敏松会長、大竹 一希副幹事 

 

・先日のガバナー公式訪問の際は一楽さんで懇親会を開催できなくてすみませんでした。一楽さんでは一台￥8,000

からのオードブルや一人前￥1,100 のお寿司などありますので皆様ご利用ください。    諸橋 敏松会長 

                          

・小出薫社長今日は大変お忙しい中また暑いところ貴重なお話ありがとうございました.    佐々木 健哉君 

 

・小出さん本日の卓話有難うございます。よろしくお願い申し上げます。          赤井田 幸一君 

                                 

・先週高校野球のの決勝戦を観戦してきました。球史に遺るすばらしい投手戦でした。日本文理高校には甲子園で

もがんばって欲しいです。                               井浦 行重君 

  

・ようこそ小出薫様 新津中央 RC へ‼ 今後も地域の安定したインフラ提供よろしくお願いします。 

                                           五十嵐 純一君 

 

・8 月にお誕生日をむかえます。おいわいいただきありがとうございます。          石澤 清美君 

 

本日の合計 8,000 円 （累計 55,000 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 335,000 円） 

 

財団ボックス 

本日の財団コインボックス 3,638 円  

本日の合計 3,638 円 （累計 214,409 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 379,951 円） 



米山ボックス 

・本日は大変お忙しいなか、ご来場頂きましてありがとうございました。将来の商工会議所会頭候補としての発想

で街の活性化の為今後とも頑張って頂きたいと思います。                   山田 道夫君 

 

本日の米山コインボックス 2,663 円。  

本日の合計 3,663 円 （累計 129,482 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 390,518 円） 
 

※添付資料 会長挨拶 新津中央ロータリークラブ 会長 諸橋敏松＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

令和４年 8 月 2 日新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 

1.挨拶 

①今日の例会のスタイルを弁当持ち帰りに決めたお詫び 

②外部卓話 越後天然ガス㈱代表取締役社長 小出薫様 

③ガバナー公式訪問報告（メール又はお届け済） 

④私が考えているロータリークラブの「あるべき姿・なりたい状態」 

1）全会員の事業所等が繁栄している 

・親睦と奉仕活動で信頼と協調と融合の絆が生まれ、協働と奉仕の実践により全会員のお店や会社等が繁栄してい

る 

2）奉仕出来る人財が育ち増えている 

・親睦と奉仕活動等により自然と且つ積極的に奉仕出来る人財が育ち増えている 

3）ロータリーが地域社会から必要とされている 

・個人やお店や会社等と地元を含めた地域や世界への奉仕が出来、多くの皆様から喜ばれ地域社会から認められ必

要とされている 

4) ロータリーに憧れ入会する会員が増えている 

・ロータリアンやロータリー活動に憧れ、共感する人たちが増えロータリーが活性化している 

5) ロータリー活動が広がって行く 

・認められ必要とされるロータリーとその活動が地域や世界に根付き広がって行く 

⑤奉仕とは 

・困っている人達やお店、会社そして地域等があれば助ける！ 

・頑張っている人達やお店、会社そして地域等があれば応援する！ 

・可能性のある人達やお店、会社そして地域等があれば支援する！ 

特に「社会性」「公益性」「公共性」が有ることに対しての「奉仕！」 

それ以外でも公序良俗に反しなければ OK！ 

「お金」「知恵」「汗」を出して奉仕！ 

⑥今年度のクラブテーマは「親睦と奉仕と DEI」です！ 

DEI（多様性、公平性、包摂性）を重視！ 

宜しくお願い致します！ 
 

2.外部卓話  

越後天然ガス㈱ 代表取締役社長 小出薫様 

①新潟市秋葉区役所を中心とする秋葉区程島地域でエネルギーを地産地消する仕組 

「マイクログリッド事業」に取り組んでいる 

②コロナ禍、ロシア・ウクライナの件等の影響による地方経済の状況を考慮し期間限定ではあるが商業用途、工業

用途のガス料金の割引実施 

③越後天然ガス㈱様の創立 90 周年事業の「地域本」 

「地域活性化！」 「奉仕！」 を実践！！！ 


