
 

 

（第２００８号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 手に手つないで 

      

＜ビジター＞ 新津ロータリークラブ 

       会長 池野 比呂史君 

       幹事  山口 高司君 

           小柳 陽一君 

           吉田 健治君 

            三澤 明君 

       

             

＜卓上花＞ 花 名 カーネーション ナデシコ科    

      原産地 地中海沿岸         

      花言葉 愛を信じる 美しい仕種 愛の拒絶 

      生産地 千葉県君津市       

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

新津ロータリークラブの皆さん、本日はご来訪いただきありがとうございます。本当に嬉しく思います。 

新津中央 RC は地区補助金を活用した自立した子供たちを育むプロジェクトをスタートさせます。クラブ活動も目

標と夢を持ってみんなで力を合わせ DEI でやっていきましょう。 

 

＜新津ロータリークラブ会長挨拶＞ 新津ロータリークラブ 池野 比呂史会長 

新津中央 RC のみなさん、こんにちは。中央新津 RC は〝７世代(500 年)先の為に私達のできることを考え判断し

行動しよう″をテーマに今年度活動しています。私たちの第 3 分区は人数の少ない分区ですので、新津中央ＲＣさ

んと共に本日のように第 3 分区の他クラブさんにもメーキャップを行い、第 3 分区を盛り上げていければと考えて

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

＜幹事報告＞ 

・11 月 27 日の新津ロータリークラブさん主催のシンポジウムの案内について 

・12 月 3 日米山記念奨学生との国際交流会への案内について。 

・12 月 24 日米山記念奨学生、学友との地区クリスマス会への案内について 

・ＦＭにいつ新年あいさつ広告について→理事会にて検討 

・本日夜予定していた理事会はコロナウイルス対策の為、今例会後に変更となりました。 
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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１１月月第４例会 

                                               (２０２２年１１月２２日） 



＜委員会報告＞ ありませんでした 

 

＜卓話＞ 職業・社会・青少年奉仕委員会副委員長 大竹 一希君。 

ロータリー財団地区補助金事業「自立した子供達を育む青少年・社会奉仕プロジェクト」について委員会で検討立

案した企画〝ボイスカプセル「ラジオを未来に」(仮題)″を発表します。青少年育成と社会貢献を目的とした活動

です。ＦＭにいつさんの協力を頂き、秋葉区内 12 の小学校の皆さんに発言等をもらって番組を作成、そのラジオ

収録音源をタイムカプセルに入れて子供達の卒業の思い出にするプロジェクトです。現在各学校への広報を準備中

です。クラブ皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者 11 名中 2 名メ―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％ 

 

※コロナ感染が増えているため会食を控え、今例会もお弁当の持ち帰りとなりました。 

 

二コニコボックス 

・新津中央 RC の皆様へ 集団にてメーキャップに来させて頂きました。よろしくお願いします。 

                                     新津 RC 池野 比呂史会長 

 

・本日はお世話になります。よろしくお願いいたします。            新津 RC 山口 高司幹事  

 

・中央クラブの皆様、本日は宜しくお願い致します。                新津 RC 三澤 明君 

 

・新津ロータリークラブの皆様の御来訪を心より歓迎申し上げます。コロナウイルス再流行により、十分なおもて

なしができませんが、ロータリーの友情に免じて、今後とも変わらぬ交流をどうぞよろしくお願いします。 

                                   諸橋 敏松会長・高橋 健朗幹事 

 

・新津ロータリークラブの皆様大勢メイクアップしていただきありがとうございます。    諸橋 敏松会長 

                                    

・新津ロータリークラブの皆様ようこそ歓迎します。川名さん今日も又素晴らしいビュティフルフラワーあり 

がとうございます。                                 赤井田 幸一君   

   

・本日は池野会長をはじめ多くの会員の皆様からご来場頂き誠にありがとうございます。今後ともご指導を宜しく

お願い致します。                                  山田 道夫君 

 

・新津ロータリーの皆様、メーキャップ交流会楽しみにしていました。今日はよろしくお願い致します。 

ライラ研修のご協力ありがとうございました。                     小川 信正君 

 

・本日は新津ロータリークラブの皆様、ご来訪ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。                         

五十嵐 純一君 

 

・本日は新津ロータリー様、お忙しい中大変ありがとうございました。           加藤 政彦君 

 

本日の合計 11,000 円 （累計 249,500 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 140,500 円） 

 

財団ボックス 

・財団補助金事業「自立した子供達を育む青少年社会奉仕プロジェクト」FM 新津と協力し合ってお願い致します！ 

                                          諸橋 敏松会長 

 

・新津ロータリークラブの皆様ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。   遠山 博文君 

                               

                                                          



財団コインボックス 3,936 円 

本日の合計 7,936 円 （累計 270,537 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 323,823 円） 

 

米山ボックス                                                  

・中央さん本日はよろしくお願いします。今年度地区協議会での渡邊地区米山委員長のすばらしいごあいさつが 

忘れられません。                              新津ＲＣ 吉田 健治君 

 

・ホルさんプロジェクト企画しましょう！宜しくお願い致します。             諸橋 敏松会長 

 

本日の合計 2,000 円（累計 315,599 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 204,401 円） 

 

 
令和４年 11 月 22 日 新津中央ロータリークラブ例会 会長 諸橋 敏松 挨拶等 

① 挨拶  

1）新津ロータリークラブさんのメイクアップのお礼 

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！ 

※親睦 交流！！！「ありがとうございます」 

※奉仕 新津ロータリークラブさん主催の「障害者と共に歩む地域社会を目指すシンポジウム」 

・11 月 27 日㈰13 時～16 時 25 分 

・新津地域交流センター 申し込みは 新津ロータリークラブ事務局へ 

2）卓話担当 職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕委員会 

・地区財団補助金事業で職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕委員会の「自立した子供達を育む青少年・社会奉仕プロジ

ェクト」が始動！！！ 

（子供達による、FM 新津を使った番組作りと放送） 

3）ライラ研修の渋沢栄一の「論語と算盤」のバランスは時と場合、状況によって変わって良い！ 

仕事を通しての「職業奉仕」はとても大切！それ以外に「社会奉仕」も大事！ 

give give and take !で得た利益は地域社会に還元する！奉仕する！ 

4）様々な物の見方、考え方の方がおられて素晴らしい！ 

・新津商工会議所青年部創立 30 周年記念事業特別講演会 

講師 フラー株式会社 代表取締役会長 渋谷修太 様 （34 歳） 

日本の実業家。 

フラー株式会社創業者、開志専門職大学情報学部講師、長岡工業高等専門学校客員教授、事業創造大学院大学客員教

授、 

起業家を育て、新潟をシリコンバレーのみたいな、注目される街する！ 

ユメは世界一ヒトを惹きつける会社を作ること。 

企業の理由は「大好きな仲間たちと会社を作り、一緒に働けば、ずっと一緒にいられる！」 

夢があり、目標がある仲間たちと居れることが最高！！！ 

「肯定的、前向き、建設的、プラス思考、積極的、協調性、やり抜く力！」の人！！！ 

 

②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！ 

 



会議も！！！ DEI（多様性、公平性、包摂性）を重視！ 

様々な物の見方考え方がある！ 可能な限り多くの意見を反映させる 尊重！ 

 

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！ 

 

・11 月 6 日㈰は新津図書館脇の広場に集合して新津川のクリーン作戦に参加 

・11 月 12 日㈯は秋葉湖周辺の「つるきり隊」で笹を刈ったりして遊歩道の脇の整備に参加 

・11 月 19 日㈯ 9：30～11：00 は平和塔のある見晴らし広場等の秋葉クリーン作戦に参加 

 

④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、11 月 15 日現在累計 238,500 円で目標達成まであと 151,500

円/26 人で 5,872 円/人 

◦財団ボックス 

今年度の目標は１人 180 ドルで約 594,360 円、11 月 15 日現在累計約 262,601 円で目標まであと約 331,759 円/26

人で 12,760 円/人 

◦米山ボックス 

今年度の目標は１人 20,000 円で 520,000 円、11 月 15 日現在累計 313,599 円で目標達成まであと 206,401 円/26

人で 7,939 円/人 

「論語」と「算盤」！ 宜しくお願い致します！ 

 

 ⑤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 

 


