
 

 

（第２００２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 

本日は以前に新津中央 RC が米山記念奨学事業でお世話をさせていただいた学友 

カンボジアのへマさんとベトナムのリンさん、そして現在奨学生として支援交流 

する中国内モンゴルのホルさんと ZOOM で結び国際交流をします。今月は米山月間 

でもあります。ＧＩＶＥ，ＧＩＶＥ，ＧＩＶＥの精神で奉仕しましょう。久方ぶりの 

へマさん、リンさんとの交流を楽しみましょう。 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ 米山記念奨学事業学友 へマさん(カンボジア) 

            米山記念奨学事業学友 リンさん(ベトナム) 

            米山記念奨学生    ホルさん(中国内モンゴル) 

            ※お三方は ZOOM オンラインにて参加 

             

＜卓上花＞ 花 名 リンドウ リンドウ科    

      原産地 ヨーロッパ アジア         

      花言葉 満ちた自信 貞節 誠実      

      生産地 栃木県那須塩原市      

 

 

 

＜幹事報告＞  

・１１月４日地区会長幹事会のお知らせがありました 

・新津商工会議所より１１月１日臨時議員総会のお知らせがありました 

 

＜委員会報告＞  

・ゴルフ担当井浦行重親睦副委員長より第３分区ガバナー補佐杯ゴルフ大会の報告がありました。準優勝は 

 井浦行重君でした。 

・小川信正ライラ実行委員会委員長よりライラ実行資料が配布され、例会後半に説明とお願いがありました。 
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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１０月第２例会 

                                               (２０２２年１０月１１日） 



＜卓話 国際交流＞  

川名一弘君、諸橋敏松会長、各メンバーと 

バトンを渡しながら奨学生３名の皆さんに 

質問などをしながら旧交を温めました。 

旧米山記念奨学生のお二人もとても元気に 

活躍されており、楽しく話も弾み、近い将来 

の再会を願いあいました。 

 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  IM100％登録でしたので欠席者 10 名中 10 名メーキャップ、よって 100％に訂正 

本日の出席  会 員 26 名中 15 出席で 57.70％ 
 

ニコニコボックス 

・カンボジアのへマさん ベトナムのリンさん 中国のホルさん ありがとうございます    諸橋 敏松会長 

 

・今月は米山月間です！米山記念奨学事業は「心と心で日本と世界の平和の架け橋」をつくる事業です。今後とも

米山にご理解とご協力をよろしくお願いします。                     渡邊 嘉子君  

                                                  

本日の合計 2,000 円 （累計 206,000 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 184,000 円） 
 

財団ボックス 

・地区財団補助金事業ももう少しで始動すると思います 宜しくお願い致します       諸橋 敏松会長 

 

・昨日の第 3 分区ガバナー補佐杯のコンペお疲れさまでした。天気は最悪でしたが分区内で交流できて良かったで

す。                                          井浦 行重君 

                              

本日の合計 2,000 円 （累計 245,043 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 349,317 円） 
 

米山ボックス 

・渡邊嘉子地区米山奨学委員長も頑張っています。応援しています。            諸橋 敏松会長 

 

・米山学友のリンちゃん、へまくん、奨学生のホルさん、今日はありがとうございました。来年 2023 年 8 月 5 日

(土)に日本で開催される第３回米山学友の世界大会「再会㏌関東」に、是非参加して下さい。  渡邊 嘉子君                                  

 

・先週土曜日、米山記念奨学生委員長セミナーに出席してまいりました。とても勉強になりました。皆様方からも

米山のご理解を頂き、ボックス他寄付お願い致します。                  風間 啓一郎君 

 

・リンさん、へマさん、本日は卓話の参加ありがとうございました。また、日本、新潟秋葉区に遊びにきて下さい。

ホルさん、また来週の報告など楽しみにしております。                    望月 治君 

 

・へマさん、リンさん、ホルさん 今日は交流できて楽しかったです。楽しいお話ありがとうございました。 

                                            石澤 清美君 

本日の米山コインボックス 4,027 円  

米山功労者積立(渡邊 嘉子君)10,000 円、(佐々木健哉君)10,000 円 

本日の合計 33,027 円（累計 282,200 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 237,800 円） 



令和４年 10 月 11 日新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 会長 諸橋敏松 

① 挨拶 国際交流 

1）お礼 

・米山記念奨学生 OB のカンボジアのヘマさん、ベトナムのリンさん  

・現在、お世話させて頂いている米山記念奨学生の中国のホルさん 

2）10 月は米山月間 

・10 月８日に RI ロータリー第 2560 地区 2022～23 年度 米山記念奨学生委員長セミナーに風間啓一郎米山記念奨学委員長と私、会長

の諸橋敏松で出席 

・米山記念奨学事業の目的は世界の架け橋となる人材を育てる！ 

（儲かるは人に信じてもらえる者が儲かる！！！お金、充実感！ 有言実行！ 

諸橋に人が育って付くと諸が儲けになり儲けの架け橋！儲橋になれる？） 

・米山親善大使の講演の中で「超我の奉仕」「最もよく奉仕する者 最もよく報われる」 

・越後天然ガスの小出薫社長の卓話で take、give and take、でなく「give give give の giver(ギバー)」が最も成功する可能性が高い！ 

・諸橋工務店は「先義後利」で、イメージは give give give and take で 

give give give の「giver(ギバー）」ではない！ 

・もっと奉仕を心がけたい！ 

・米山ボックスの今年度の目標は１人 20,000 円で 520,000 円、10 月 4 日現在累計 156,173 円で目標達成まであと 363,827 円 

・渡邊嘉子副幹事は地区の米山奨学委員長なので必ず目標を達成したい！ 

・可能であれば米山ボックスへ寄付をお願いしたい！ 

今日は米山ボックスを廻させて頂くので、ちょっと多くお願い出来ますか！ 宜しくお願い致します！！！ 

3）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 

③私が考えている奉仕とは 

・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！ 

 

 


