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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

＜ソング＞ 手に手つないで 

＜握手タイム＞  

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

この日曜日に行われたライラ研修、皆さんたいへんお疲れさまでした。感謝申し上げます。 

私の会社からも娘や娘の夫も参加いたしましたが、とても勉強になり意識を変える 

良いきっかけになったようです。 

本日は室賀ガバナー補佐にもご来訪いただいております。よろしくお願いします。 

 

＜ゲ ス ト＞ RI 第 2560 地区第三分区ガバナー補佐 室賀 信宏君 (白根 RC) 

             

＜卓上花＞ 花 名 ホトトギス ユリ科    

      原産地 日本 台湾         

      花言葉 永遠にあなたのもと 秘めた意志       

      生産地 秋葉区川根    

 

＜ガバナー補佐挨拶＞ 室賀 信宏第三分区ガバナー補佐 

室賀ガバナー補佐より先日の第三分区 IM,およびゴルフ大会への参加に対する感謝のご挨拶をいただきました。 

また IM 参加者へ記念品のウイスキーグラスをお持ちいただきました。ライラ研修に関してもクラブ全体で作り 

上げた素晴らしい会場運営とお褒めの言葉をいただきました。 

 

＜幹事報告＞  

・2560 地区よりの連絡報告 

・先日卓話をしていただきました松村博史さんより手嶋龍一氏講座のお誘いがありました 

・あきは未来フォーラムの案内について 

 

＜委員会報告＞  

・小川信正ライラ実行委員長よりライラ研修の御礼。費用建替えや請求書等ありましたらお早めにお願いします。 

・遠山博文親睦委員長より 11 月 1 日のクラブ旅行についての詳細訂正と出発時間確認 

 

＜ 卓話 ＞ 佐々木 健哉君 

地元新津に生まれ育ち、仕事に学び、時代を読み起業して今に至るお話をしていただきました。今も第一線で活躍

される御姿、誠に敬服いたします。そして当クラブの会員増強委員長としての会員増強に対する熱意と心構えをお

話しいただきました。“例会が待ち遠しいクラブをつくる！”という最後の言葉がとても響きました。 
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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１０月第４例会 

                                               (２０２２年１０月２５日） 



＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者 9 名中 3 名メーキャップ、よって 76.93％に訂正 

本日の出席  会 員 26 名中 15 出席で 57.70％ 

二コニコボックス 

・ライラおつかれ様でした                      室谷 信宏第三分区ガバナー補佐 

 

・室賀ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎申し上げます。先日の IM は久々に会員の交流が行われ、盛会のうちに

終われましたこと、重ねて感謝申し上げます。今後もどうぞよろしくお願いします。 

諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事 

 

・エフエム新津のインターネットラジオサイマルラジオは防災無線の代わりの為難聴地域解消を目的に採用してい

ます。毎年経費がかかります。宜しければご協賛をお願い致します。          諸橋 敏松会長  

 

・ライラ研修ありがとうございました。第三分区室賀ガバナー補佐さん本日はメークアップありがとうございまし

た。                                        諸橋 敏松会長 

                                                  

・貴重なお時間をいただき有難うございました。                                         佐々木 健哉君 

 

・ライラ研修皆様の絶大なる協力のおかげで大成功でした。感謝します。ありがとうございました。室賀ガバナー

補佐におかれましては研修の参加を頂きありがとうごあいました。今後ともよろしくお願い致します。 

                                           小川 信正君 

 

・室賀ガバナー補佐お忙しいなかご来場大変ありがとうございました。又、あきは未来フォーラムが３年ぶりに開

催となりました。中学生の「私の主張」伊勢アナウンサーの講演をぜひ聞いて頂きたいです。山田 道夫君 

 

・室賀ガバナー補佐本日はご来訪ありがとうございました。齋藤委員長、小川ライラ実行委員長、先日のライラ研

修たいへんお疲れ様でした。                            五十嵐 純一君 

 

本日の合計 10,500 円 （累計 224,500 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 165,500 円） 

 

財団ボックス 

・先般ご案内させて頂いた新津縣信会の今井進太郎氏後援会の申込み期限が本日 10 月 25 日となっております。 

学びと実践です！宜しくお願い致します。                      諸橋 敏松会長 

 

・小川さん、齋藤さんライラ研修の大役お疲れ様でした。                 井浦 行重君                                                            

 

本日の合計 2,000 円 （累計 250,995 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 343,365 円） 

 

米山ボックス 

・先般卓話をして頂いた松村博史さんから一燈塾、手嶋龍一氏後援会のご案内が来ました。ご参加頂けますか。 

宜しくお願い致します。                               諸橋 敏松会長 

             

・本日米山ボックスご協力ありがとうございます。急用により理事会欠席させて頂きます。申し訳ございません。

風間 啓一郎君                                  

 

・すみません、早退します。                               渡邊 嘉子君 

 

 



米山コインボックス 3,399 円 

本日の合計 6,399 円（累計 290,599 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 229,401 円） 

               
2022.10 新津中央ロータリークラブ 会長 諸橋敏松 

令和４年 10 月 25 日 新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 

 

① 挨拶  

1）ライラ研修のお礼 

2）ライラ研修での学び 

守屋淳先生 

・「論語」と「算盤」、「道徳」と「経済」は信用で一致！学びと実践を重ね一生自分を磨き続ける！「素敵な人生！」 

（再認識！） 

【接待時】 

・ロータリー活動は正に「論語」と「算盤」！「社会奉仕」と「職業奉仕」 

・FM 新津の無報酬での経営への関わりは「渋沢栄一」と褒めて頂いた！ 

・100％アメリカは不景気になるよう！そして日本も！その時の為に・・・！ 

阿部正機住職さん 

・他人の欠点ではない！気にしない！自分が源！ 

・自分の幸せと自分を嫌っている方の幸せも願う！（どんな方とでも仲良く！） 

3）ボックスの依頼 

◦ニコニコボックス 

今年度の目標金額は一人 15,000 円で 390,000 円、10 月 11 日現在累計 215,000 円で目標達成まであと 175,000

円/26 人で 6,731 円/人 

◦財団ボックスの今年度の目標は１人 180 ドルで約 594,360 円、10 月 11 日現在累計約 246,043 円で目標まであと約

348,317 円/26 人で 13,390 円/人 

◦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 11 日現在累計 174,152 円で目標達成まであと

345,848 円/26 人で 13,302 円/人 

「論語」と「算盤」！ 宜しくお願い致します！ 

4）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！ 


