
 

 

（第２００６号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 我等の生業 

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

       下記会長挨拶資料を参照ください 

 

＜ゲ ス ト＞ いらっしゃいませんでした。 

       米山記念奨学生のホルさんは欠席で、来週出席予定です。 

             

＜卓上花＞ 花 名 ダリア キク科    

      原産地 メキシコ         

      花言葉 華麗 移り気       

      ※ダリアが人気で値段が高騰、３０本で１万円だそうです。    

 

＜幹事報告＞ 五十嵐純一会長エレクト副会長が幹事を代行 

・クリーン作戦の件 

・理事会報告 

 

＜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報告 

 

＜表彰＞ 

16 年 100％出席表彰 小川 信正君 

14 年 100％出席表彰 山田 道夫君 

14 年 100％出席表彰 押味 弘一君 

  

＜ お祝い ＞ 

〇会員誕生日祝い 今月はいらっしゃいませんでした。 

 

〇パートナー誕生日祝い 

  11 月 7 日 山田 道夫君 奥様 弘子さん 

     7 日 阿部 晴行君 奥様 美津子さん 
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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２例会 

                                               (２０２２年１１月８日） 



 

〇結婚記念日 

  11 月 3 日 大竹 一希君・由起子さん 

       6 日  川﨑 松雄君・越子さん 

     16 日 小林 一大君・由実さん 

 

     11 日 佐々木 健哉君・節子さん 

     22 日 高橋 健朗君・仁美さん 

     22 日 阿部 晴行君・美津子さん 

 

＜卓話＞ 予定された外部講師の方が欠席され、諸橋会長がお話されました。 

 

＜出席報告＞ 

本日の出席  会 員 26 名中 13 出席で 50％ 

 

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

 

二コニコボックス 

・本日は例会参加ありがとうございました。各種お祝いをされた皆様おめでとうございます。 

                                諸橋 敏松会長・五十嵐 純一幹事代行 

 

・今日の卓話がキャンセルになり申し訳ありませんでした。                諸橋 敏松会長 

 

・結婚記念のお祝いありがとうございました。現在、一緒に暮らしておりませんが結婚生活 59 年になりました。                

川﨑 松雄君 

 

・11 月 1 日 当クラブの日帰り親睦旅行に私の足の負傷で皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。ここで謹んで

お詫びいたします。有難うございました。又結婚記念祝有難うございます。        佐々木 健哉君 

 

・川名さん昨日女房の誕生祝いのお花ありがとうございました。又、14 年 100％出席祝いありがとうございまし

た。                                        山田 道夫君 

 

本日の合計 7,000 円 （累計 231,500 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 158,500 円） 

 

財団ボックス 

・今月は財団月間です。寄付をお願い出来ますか！よろしくお願い致します        諸橋 敏松会長 

                                                          

米山コインボックス 3,229 円 

本日の合計 6229 円 （累計 257,224 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 337,136 円） 

 

米山ボックス                                                  

・ホルさん親睦旅行ありがとうございました。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 291,599 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 228,401 円） 



               

令和４年 11 月 8 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  

1）11 月 1 日の親睦旅行のお礼 

2）外部卓話の田代雅春さんが来れない件のお詫び 

・秋葉区文化会館館長兼総監督 

【新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）立ち上げに尽力】 

3）今年度の 7 月から 4 カ月間の学び 

・例会、卓話・外部卓話、オンラインでのガバナー公式訪問、新津ロータリークラブさんへのメイクアップ、新津

ロータリークラブさんとの合同夜例会、炉辺会議、IM、第 3 分区ゴルフ大会、ライラ研修、フラワーロード種ま

き、理事会、BOX への寄付、その他の奉仕活動等 

・様々な物の見方、考え方の方がおられて素晴らしい！ 

理想のあるべき姿は「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！」 

「論語と算盤」の渋沢栄一も理想のありべき姿、なりたい理想に近い！ 

・DEI（多様性、公平性、包摂性）を実感！ 

・皆な仲良く！ 

・今年度のテーマ「親睦と奉仕と DEI」 

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、10 月 11 日現在累計 224,500 円で目標達成まであと 165,500

円/26 人で 6,366 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 250,995 円で目標まであと

約 343,365 円/26 人で 130,207 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 290,599 円で目標達成まであ

と 229,401 円/26 人で 8,824/人 

「論語」と「算盤」！ 宜しくお願い致します！ 

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！ 

 


