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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 
        
＜握手タイム＞ お休み 
       
＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 
本日は外部卓話のゲストに医療法人徳真会グループ代表 松村博史様をお迎えしました。 
松村代表のお話しから人づくり活動をみんなで学びましょう。 
 
＜ゲ ス ト・ビジター＞ 医療法人徳真会グループ代表 松村 博史様 
            有限会社やまいし代表取締役 石月 勝様     
            米山記念奨学生 ホルさん   
 
＜卓上花＞ 花 名 キク キク科 
      原産地 アジア 
      花言葉 高潔、真の愛、女性の愛情 
      生産地 ピンクスプレイ 愛知県豊川市 
          赤小菊     秋田市 
 
＜会員誕生日祝い＞ ９月６日 風間 啓一郎君 
 
＜結婚記念日祝い＞ ９月７日 五十嵐 純一君 幸代さん 
 
＜幹事報告＞  
・第 2 回第 3 分区会長幹事会開催のお知らせについて。9 月 8 日 
・地区、米山記念奨学委員長セミナー開催の案内について。10 月 8 日 
・地区、第 21 回ライラ研修会の案内および参加申込お願いについて。10 月 23 日 
・地区、米山記念奨学生親睦交流会の案内について。10 月 29 日、30 日 
・地区、2022-23 年度地区大会の案内について。11 月 12 日、13 日 
 
＜委員会報告＞  
・親睦委員会副委員長ゴルフ担当 井浦行重君より第 3 分区ガバナー補佐杯争奪ゴルフ大会のお知らせについて。 
 
＜米山記念奨学生報告＞ ホルさん  
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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９月第 1 例会 

                                               (２０２２年９月６日） 



 
＜卓話＞ 医療法人徳真会グループ代表 松村 博史様 
縁尋機妙・多逢聖因を題目に、いろいろな方との出会い、その後のお付き合いなどの在り方について大変すばら

しいお話を頂きました。今後の活動に役立てたいと思います。 
 
＜出席報告＞  

前回の訂正  欠席者 11 名中 3 名メーキャップのため 69.24％に訂正 
本日の出席  会 員 26 名中 18 出席で 69.24％ 

 ※今月は 100％出席表彰の方はいらっしゃいません 
 

ニコニコボックス 

・医療法人徳真会グループ代表松村博史さん、卓話に来て頂き誠にありがとうございます。                  

諸橋 敏松会長、渡邊 嘉子副幹事 
 
・松村先生、久し振りです。70 才と聞いてびっくりしました。本日は素晴らしい卓話をありがとございました。

ますますのご活躍をお祈り申し上げます。                         川﨑 松雄君 
                          

・松村さんお忙しい所卓話大変ありがとうございます。                  赤井田 幸一君 
                                        
・松村博史先生、今日は大変お忙しい中、貴重なお話有難うございました。          佐々木 健哉君 
 
・結婚記念のお祝いありがとうございます。あれから 27 年がたちました。祝に妻と美味しい物でも食べに行こう

と思います。                                    五十嵐 純一君 
 
本日の合計 15,000 円 （累計 187,000 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 203,000 円） 

 

財団ボックス 

・奉仕宜しくお願い致します。                              諸橋 敏松君 
 

・松村博史さま、本日はお忙しい中、貴重なお話しありがとうございました。石月勝さま、本日はありがとうござ

いました。新津中央ＲＣでお待ちしてます。                      五十嵐 純一君 
                                            
本日の財団ボックス 3,996 円  
本日の合計 9,996 円 （累計 234,428 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 359,932 円） 
 

米山ボックス 

・親睦と奉仕宜しくお願い致します。ホルさん今月もありがとうございます。        諸橋 敏松君 
 
・松村様、本日は素晴らしいお話しをお聞かせいただきありがとうございました。松村様が会長の時に入会させて

頂いた 25 年前を思い出しながら拝聴致しました。また、誕生祝を頂きありがとうございました。本日米山ボッ

クスご協力ありがとうございました。                        風間 啓一郎君 
 
・松村様、貴重なお話しをありがとうございました。ホルさん、今日もありがとう。地区大会もよろしくおねがい

します。                                      渡邊 嘉子君 
     
・松村代表本日は卓話大変ありがとうございました。今 JC 時代の事が想い出されます。   山田 道夫君 
 

本日の米山ボックス 4,554 円  



本日の合計 13,554 円（累計 218,990 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 301,010 円） 
 

 

※以下例会時配布会長添付資料 

                           新津中央ロータリークラブ  

会長 諸橋敏松 

 

令和４年 9 月 6 日新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 

1.挨拶 

①今日の例会について「とても嬉しい！」 

②外部卓話 医療法人 徳真会グループ代表 松村博史様 

・新津青年会議所でスリーピングだった私が目覚めるきっかけを作って頂いた、人づくり活動（自己啓発と人財育成：

肯定的、前向き、積極的、建設的、協調的、プラス思考、やり抜く力と人間力と職能教育等）  

・現在も諸橋工務店として経営等の勉強をさせて頂いている会社様と関わるきっかけを 30 年程前に作って頂いた（割

烹新森さんでの講演会：自分の器以上に会社は大きくならない！） 

・その会社の企業内インストラクタ―の研修を終了した 20～25年程前頃に「あなたの人生は保証されましたね！」と・・・。 

③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  

④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！ 

⑤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  

医療法人 徳真会グループ代表 松村博史様 

①国道 460 号新津インターチェンジ近くの交差点～新津工業高校グランドの間の街路樹が枯れてしまっていたので、自

費で桜の街路樹 21 本を植樹 

②美幸町の松村歯科さんの前の通りのカットされた木の代わりに桜の街路樹 3 本を植樹 

③世界の歯科医療を変える！ 

 

 


