
 

 

（第１９９６号） 

 

 

＜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 

髙橋幹事、復帰おめでとうございます。 

先日のガバナー公式訪問について下記添付の報告書にまとめました。御一読下さい。 

会長として考え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も 

書いてみましたのでこちらも宜しくお願いします。 

※詳細資料下部添付 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ いらっしゃいません 

           

＜卓上花＞ 花 名 ケイトウ ヒユ科 

      原産地 アジア、アフリカ 

      花言葉 おしゃれ 情愛 奇妙 

      生産地 秋葉区 栗宮 

 

＜幹事報告＞  

・8 月 16 日はお盆の為休会です。 

・8 月 17 日、新津ロータリークラブと枡形屋さんでメーキャップ交流会があります。奮ってご参加を！ 

・地区よりの各種連絡報告 

 

＜委員会報告＞ ありませんでした 

 

＜卓話＞ 東村 里恵子君 

日頃新潟市議として活動される東村君。その活動報告も兼ねて卓話されました。 

市役所で行われた長崎原爆投下への黙祷行事、秋葉区で脈々と続く町内対抗野球の話、 

各地への行政視察などなど、忙しくも精力的に活動される中での気づきや感想、 

自分の思いなどをお話しされました。源氏パイをお土産にいただきました 
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国際ロータリー第 2560 地区 

新津中央ロータリークラブ 
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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８月第２例会 

                                               (２０２２年８月９日） 



 

＜出席報告＞  

前回の訂正  欠席者 10 名中 1 名メーキャップのため 65.39％に訂正  

本日の出席  会 員 26 名中 19 出席で 73.08％ 

 

ニコニコボックス 

・７７年前のあの日、なぜ新潟ではなく長崎が選ばれたのかは分かりませんが、今日の平和に感謝する気持ちは忘

れずにいたいと思います。コロナが１日も早く終息しますように！     諸橋 敏松会長、髙橋 健朗幹事 

 

・ニコニコＢＯＸに 10 万円、諸橋工務店として寄付させて頂きました。            諸橋 敏松君 

                          

・100%出席４年バッチ頂きました。ありがとうございます。                 諸橋 敏松君 

 

本日の合計 103,000 円 （累計 158,000 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 232,000 円） 

 

財団ボックス 

本日の財団コインボックス 4,718 円  

本日の合計 4,718 円 （累計 219,127 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 375,233 円） 

米山ボックス 

・都合により早退させていただきます。                        風間 啓一郎君 

 

本日の合計 1,000 円 （累計 130,482 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 389,518 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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                                              2022 年 7 月 30 日 

                    ガバナー公式訪問報告 

 

1. 日時 2022 年７月 26 日㈫ 14:00～15:30 

2. 形式 ZOOM オンライン 

3. 参加者  

①髙橋秀樹 ガバナー ②室賀信宏 ガバナー補佐 ③諸橋敏松 会長  

④望月治 直前会長 ⑤五十嵐純一 会長エレクト ⑥渡邊嘉子 副幹事  

⑦大竹一希 副幹事 ⑧押味弘一 会計 ⑨赤井田幸一 クラブ奉仕委員長 

⑩佐々木健哉 会員増強委員長 ⑪遠山博文 親睦・出席委員長  

⑫齋藤嘉昭 地区ライラ委員長 ⑬小川信正 ライラ実行委員長 

4.次第 

1） 会長挨拶 新津中央ロータリークラブ会長 諸橋敏松  

2） ガバナー挨拶 髙橋秀樹 ガバナー 

・今迄、公式訪問をしてきた中で挨拶の資料がきちっとしてあったのは始めて 

・会長の個人的なロータリーの「あるべき姿」「なりたい状態」を示して頂いたが頑張って欲しい 



2）講話 髙橋秀樹 ガバナー  

・ZOOM オンラインのレコーディングデータの通り 

※申し訳ありません！前半部分のレコーディングを失敗しました。 

3）クラブ協議会 新津中央ロータリークラブ会長 諸橋敏松  

・クラブ会長のクラブ運営方針とクラブ事業計画等の説明 

※髙橋秀樹 ガバナーからのコメント 

・例会時間を状況に応じて 12 時 30 分～13 時 40 分に延長するのは良いと思う 

・国際奉仕委員会の、今迄にお世話した米山記念奨学生とオンラインを通して交流を図ることは良いと思う 

・職業・社会・青少年奉仕委員会の FM 新津と一緒にする「自立した子供達を育む青少年・社会奉仕」企画は面

白いと思う 

・FM 新津からロータリーの事を一杯発信して欲しい！ 

・職業・社会・青少年奉仕委員会の国道 403 号線フラワーロードの活動はとても良いと思うが、ロータリーが資

金や人等を出し続けるのではなく他に移管して行っているのはロータリーの方針に合っていると思う 

・ロータリーは事業を企画実施したらそれを移管して他の奉仕活動の機会を増やしていくようにすると良いと思

う 

 

4）その他提案 

 新津中央ロータリークラブ会長 諸橋敏松から  

・ロータリー財団 資金管理ルールに「原則としてロータリアンの経営する会社、団体と取引する事は禁止」とあ

るが、取引することにより利益が出て寄付が出来るようであればそうすれば良いので、禁止にしなくても良いと思

う。DEI を推奨している状況では今後「公序良俗に反しなければ良い！」程度に変えても良いように思います。 

積極的に「共生」を実践する為に、クラブのメンバーのホテル、割烹、メディア等を含めたお店や会社や団体を使

うことを推奨するようにしたらどうか 

  

髙橋秀樹ガバナーの回答 

・そのような意見は結構出ているが地区で決められるような事ではないので 

意見として伺っておく。 

相見積もりをする等しての対応がある様だが少し小手先の対応のようにも感じてはいる 

 

会長の諸橋敏松より 

・相見積もりではなく「共生」を考えるなら、「特命」で仕事をしてもらうようにする方が良いように思う 

 

5）閉会のまとめ 室賀信宏ガバナー補佐 

・新津中央ロータリークラブさんは、計画を通し奉仕活動に取り組んでいくことが良くわかった 

・今後は、「なりたい状態」に向けた戦略の立案をお願いしたい 

 

2022.8.9 追記  

参考. 会長諸橋敏松のあるべき姿・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 

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 

6) 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！！！ 


