
 

 

（第２００１号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 君が代～奉仕の理想～４つのテスト 

      (ソングリーダー 渡邊 嘉子君) 

        

＜握手タイム＞ お休み 

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

先日の IM(インターシティ・ミーティング)にご参加の皆さん、ありがとうございました。ロータリーの生い立ち

の話や SDGｓの講演など、とても勉強になりました。これからも親睦を通し奉仕をして行きましょう。 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ 米山記念奨学生 ホルさん 

             

＜卓上花＞ 花 名 吾亦紅(ワレモコウ) バラ科   紫苑(シオン) キク科 

      原産地 日本 東アジア         日本 朝鮮 

      花言葉 変化 感謝           追想 ごきげんよう 

      生産地 山形県村山市          秋葉区 

 

＜今月の誕生祝い＞ いらっしゃいませんでした 

 

＜パートナー誕生祝い＞ 10 月 8 日 石澤 清美君 晃さん 

 

＜結婚記念日祝い＞   10 月 9 日 押味 弘一君 加代子さん 

               28 日 山田 道夫君 弘子さん 

               31 日 赤井田 幸一君 茂子さん 

 

＜100％出席者表彰＞  44 年 川﨑 松雄君 

            2 年 五十嵐 純一君 

 

＜地区ゴルフ大会時のクラブ内コンペ表彰＞ ゴルフ担当親睦委員会副委員長 井浦行重君 

クラブ内においてコンペを行い、ニアピン賞などを設け各人に送りました。優勝は望月治君でした。 

 

＜食事タイム＞ 今例会からまたみんなで食事を再開しました。 
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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１例会 

                                               (２０２２年１０月４日） 



＜幹事報告＞  

 先日の理事会報告など 

 

＜委員会報告＞  

・親睦委員会委員長遠山博文君より 11 月 1 日予定の親睦旅行について現段階での報告(福島県只見線沿いを予定) 

・地区米山記念奨学生委員会委員長渡邊嘉子君より米山記念奨学事業豆辞典の配布とその説明 

・会員増強委員会委員長佐々木健哉君より会員増強のお願いと本日開催の会員増強委員会について。 

 

＜前年度会計報告＞   前年度会計赤井田幸一君より会計報告。 

 

＜前年度会計監査報告＞ 前年度会計監査川﨑松雄君より監査報告 

 

＜米山記念奨学生報告＞ 米山記念奨学生ホルさん 

 論文の仕上げ時期でもあり忙しくされているホルさん。日本と内モンゴルのつながり等を記した「満州の戦後」 

 という本を読んだ感想や、ホルさんの祖父様のお話などをしていただきました。 

 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者 10 名中 3 名メーキャップのため 73.08％に訂正 

本日の出席  会 員 26 名中 14 出席で 53.85％ 

 

ニコニコボックス 

・本日より通常の食事形式に戻りました。少しずつですがコロナの影響もうすくなってきています。一日も早く楽

しいロータリアンの夜の活動が復活できることを願っております！    諸橋 敏松会長、髙橋 健朗幹事 

 

・４４年 100％バッチを頂きありがとうございます。もう一年、頑張ります。         川﨑 松雄君  

                                                  

・結婚祝ありがとうございます。４７年の歳月が流れました。もう３年で金婚式が向かえられるようただただ健康

を願っています。ここまで来られたのが不思議な位です。感謝です。ありがとう。     赤井田 幸一君 

 

・忘れていた結婚記念日を赤井田さんから指摘され、急いでニコニコを書きました。４６年長いのか短いのか・・・・・ 

感謝、感謝！                                      山田 道夫君 

                                                                                   

・地区ゴルフ大会のクラブ内コンペで優勝していました‼。スコアはあまり良くなく、内心キズついていましたが

賞品を頂き、心のキズも少しは良くなりました。次は第 3 分区ゴルフ大会でよろしくお願いします。 

                                              望月 治君 

 

・本日は 2 年バッチをいただきありがとうございました。これからも 10 年 20 年目指しガンバリます。 

                                        五十嵐 純一君 

 

・主人のお誕生お祝いを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 204,000 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 186,000 円） 

 

財団ボックス 

・川名さん白根の IM 懇親会お隣で楽しい会話が出来ました。又いつも素晴らしいお花ありがとうございます。 

        赤井田 幸一君 

                              

本日の財団ボックス 2,302 円  

本日の合計 3,302 円 （累計 243,043 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 351,317 円） 



 

米山ボックス 

・ホルさんを今月も宜しくお願い致します。                      諸橋 敏松会長 

 

・ニコニコと同文                                  赤井田 幸一君 

 

・本日 2021-22 年度の決算報告が無事に終わりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。   望月 治君 

 

本日の米山ボックス 3,143 円  

本日の合計 6,143 円（累計 249,173 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 270,827 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 10 月 4 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（お祝いとお礼等） 

・お祝い（誕生祝い、パートナー誕生祝い、結婚記念祝い等） 

・新津 RC との合同夜例会（宝くじ当選！） 

・地区ゴルフ大会 

・例会、理事会、炉辺会議 

・RI 第 2560 地区第 3 分区 I・M（ホスト白根 RC） 

1）RI 第 2560 地区 髙橋秀樹ガバナーの講話 

〇ロータリークラブとライオンズクラブについて 

・ロータリークラブの発足は仕事上の信頼出来る関係構築と互恵⇒親睦と職業奉仕⇒社会貢献を重視するシカゴのメルビ

ン・ジョーンズ氏がロータリークラブを脱会してライオンズクラブを発足 

・ロータリークラブも親睦と職業奉仕を含めた社会奉仕・社会貢献へと進化している 

〇ロータリークラブの最初の社会貢献は無料の公衆トイレを作ること 

バーや百貨店が抵抗！ その抵抗に対してどうするかの対応は様々！  

現在も明確にその対応に対する答えは出ないが、選択と判断は必要！ 

2）東邦産業株式会社 五十嵐悠介 社長の基調講演 「SDGｓについて」 

・社会貢献が大切 

・2021 年卒の会社を選ぶ判断基準の第 1 位は「社会貢献度が高いこと」で 30％ 

3）私の個人的コメント 

・現在この時代において「社会貢献が重要」特に先進国や日本では顕著に表れてきていると思う 



・判断が分かれるのはなりたい状態や目指すべき状態が明確になっていないから！多様性を重視しても明確になればなる

ほど判断のばらつきは少なくなっていくと思う 

4）依頼事項 10 月 23 日のライラ研修に社会貢献出来るリーダーを育てる為に、社員さん、家族、知人をお誘い頂きたい 

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卓話  

・ホルさんからの近況報告 

・My Rotary 登録（髙橋健朗幹事） 

・10 月 11 日例会 国際奉仕 ZOOM オンライン交流会の練習 

 

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！ 

 

 


