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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 
 
＜ソング＞ 君が代～奉仕の理想 

～四つのテスト (ソングリーダー：大竹 一希君) 
      
＜ゲスト＞ 米山記念奨学生 ホルさん       
             
＜卓上花＞ 花 名 キンギョソウ 金魚草 ゴマノハグサ科    
      原産地 地中海沿岸         
      花言葉 清純な心 推測 
      生産地 千葉県南房総市       
       
＜会員誕生日祝い＞ 

12 月 16 日 諸橋 敏松会長 
30 日  中野 真行君 
31 日 大竹 一希君 

 
＜パートナー誕生日祝い＞ 
   12 月 15 日 遠山 博文君 真紀さん 
 
＜結婚記念日＞ 今月はいらっしゃいませんでした 
 
＜表彰＞ ２０２１-２２年度の当クラブ会員増強実績に対してガバナー賞が届きました。 

諸橋会長より望月治直前会長に両表彰状が授与されました。      
 
    ガバナー賞 2021-22 年度会員増強表彰クラブ表彰 会員純増    第 2 位 
    ガバナー賞 2021-22 年度会員増強表彰クラブ表彰 会員増強伸び率 第 2 位 
 
＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 
ワールドカップ日本代表、おしかったですね！ 
新年度の折り返しの月です。前半の５カ月間ありがとうございます。以前直前会長の望月君より「クラブは自分た

ちでつくればよいのです」、副幹事の大竹君からは「やってみなければわからないですよね」の言葉をいただいた

ことがあり共感しました。皆でいろんな問答をし、ただし最後には責任者の意見を尊重し委ねていきます。これか

らも新しいことに挑戦していきましょう。 
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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１２月月第１例会 

                                               (２０２２年１２月６日） 



＜幹事報告＞ 
・先日の理事会報告～ 
 ・12 月、1 月の行事は予定通り 
 ・12 月 27 日の忘年会、1 月 24 日の家族新年会の開催可否はぎりぎりまで状況を見る 
 ・ノミニー決定のお知らせ 次次年度は髙橋 健朗君に決定しました。 
 ・財団補助事業について 
・第 1 回地区運営会議より御礼の文章がありました 
・2023-2024 地区米山記念奨学生委員会に渡邊 嘉子君を推挙します 
・ロータリー財団委員会の委員 1 名推挙のお願いがきています 
・小千谷 RC より事務局移転の案内 
・新津商工会議所より賀詞交換会の案内 
 
＜委員会報告＞  
〇職業・社会・青少年奉仕委員会大竹一希副委員長より 
ロータリー財団補助金事業について、タイトルは「未来に届け！ラジオカプセル」としました。今週中に区内 12
の小学校に案内を発送します。 
〇親睦委員会遠山博文委員長より 
例会後親睦委員のみなさんは忘年会について相談しますのでお残りください。 
 
＜米山記念奨学生報告＞ 米山記念奨学生 ホルさん 
先日地元 FM にいつに番組出演されたホルさん。その模様を録音し内モンゴルのご両親に送ったところ、ご両親そ

して妹さんがとても喜ばれたそうです。お父様お母様からの当クラブへの感謝の手紙もご披露して頂きました。 
米山記念奨学生学友会の国際料理交流会にも参加し、各国の料理を通じて楽しく有意義な時を過ごされたそうです。 
学業の方も気を引き締めて取組み今年を締めくくりたいと抱負を語ってくれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜年次総会＞ 次年度会長エレクト 五十嵐 純一君より方針と抱負を発表 
「地域の為の活動と、会員の親睦」～つながり、支え合い、RC を楽しもう～をスローガンに、会長エレクトとし

ての考えを述べていただきました。昨年望月会長の下で幹事を務められ、RC を知れば知るほど楽しくな積極的に

なった五十嵐エレクト。地元秋葉区の為にがんばりたい、そして何より火曜日が楽しみになるようにしていきたい

という熱い思いが発表から伝わりました。五十嵐エレクト、宜しくお願い致します！ 
併せて次次年度の幹事に大竹 一希君、副幹事に望月 治君が発表され、満場一致で承認されました。 
 
＜出席報告＞ 

前回の訂正  ありません 
本日の出席  会 員 26 名中 16 名出席で 61.54％ 
 

＜100％出席者表彰＞ 今回はいらっしゃいません 
 
※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 

 

二コニコボックス 

・五十嵐エレクトの初心表明とても立派で感動しました。諸橋年度も後半戦ですが、最後まで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 
 
・五十嵐純一会長エレクトさんのご活躍を祈念しています。これからも宜しくお願い致します。諸橋 敏松会長 
 
・12 月 16 日で 66 才です。誕生日祝いありがとうございます。               諸橋 敏松会長 



                                    
・久しぶりの例会出席でした。2021-2022 の会員純増、伸び率の 2 位表彰ありがとうございました。でも… 
みなさん 2 位じゃダメなんですよ‼是非 1 位をめざしましょう‼よろしくおねがいします。    望月 治君 
                                    

・遅刻してすみません。遠山さん会津のリンゴありがとうございます。また楽しい親睦旅行を企画してください。

あと今年は 1 ヶ月を切りました。寒さに負けないで健康に留意したいと思っている今日このごろです。 
                                  小川 信正君 

 
・本日は次年度のお話をさせていただきました。「ブラボー」な年になるようしっかりと準備してまいります。 
よろしくお願いいたします。                             五十嵐 純一君 

 
本日の合計 7,000 円 （累計 256,500 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 133,500 円） 

 

財団ボックス 

・自立した子供達を育む青少年・社会奉仕プロジェクト始動しました。ご協力、ご支援宜しくお願い致します。                       

諸橋 敏松会長 
                                           
・髙橋君、次年度会長エレクト決定おめでとう。クラブを宜しくお願いします。そしてサッカー日本代表の皆さん 
感動をありがとう。本当にお疲れ様でした。                      井浦 行重君 
                                                        

財団コインボックス 3,582 円 
本日の合計 5,582 円 （累計 276,119 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 318,241 円） 
 

米山ボックス                                                 

・ホルさん今日も宜しくお願い致します。                                   諸橋 敏松会長 
 
本日の合計 1,000 円（累計 316,599 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 203,401 円） 
 

 
令和４年 12 月 6 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）７月から５カ月間のお礼 

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！ 

※直前会⾧の望月治さんからの会⾧当時の「クラブは自分達で作れば良い！」 

共感！ 
・それぞれの理想のクラブのあるべき姿・なりたい状態が違う 

・ビジョンが違う 

・共通のビジョンを持つことが必要かも！ 
※今年の大竹一希副幹事の「やってみなければわからない！」 共感！ 

※私がここ数年、心掛けている事 

・「尊重」問答はするが最終的には責任者の考えや判断を尊重する 



・出来ていないが心掛けているつもり！ 

・「DEI」多様性、公平性、包摂性を重視！ 
・人を育てるには考えてもらう事が大切！ ティーチングよりコーチング！ 

 

②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！ 
 

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、11 月 22 日現在累計 238,500 円で目標達成まであと 140,500

円/26 人で 5,404 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 22 日現在累計約 270,537 円で目標まであと約 323,823 円/26

人で 12,455 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 22 日現在累計 315,599 円で目標達成まであと 204,401 円/26

人で 7,862 円/人 

「論語」と「算盤」！ 宜しくお願い致します！ 

 

 

 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 

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 
 


