
 

 

（第２０１３号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 我等の生業 

                 

＜卓上花＞ 花 名 松 マツ科       花 名 千両 センリョウ科 

      原産地 日本 ヨーロッパ    原産地 日本 

      花言葉 永遠の若さ 不老長寿  花言葉 恵まれた才能 可憐 

      生産地 茨城県鹿嶋市      生産地 千葉県浪崎町 

       

＜ゲスト・ビジター＞ 米山記念奨学生 ホルさん 

 

＜会長挨拶＞  諸橋 敏松会長  

新年あけましておめでとうございます。ロータリーは支え合う会です。 

支え合いながらがんばり楽しい会にしていきましょう。 

パワーポイントを使いながらの会長挨拶。会長から出席会員に宝くじの 

お年玉が配られました。 

 

＜会員誕生日祝い＞    1 月 19 日 川名 一弘君 

             1 月 23 日 山田 道夫君 

 

＜パートナー誕生日祝い＞ 1 月 8 日 齋藤 嘉昭君奥様 朋子さん 

 

＜100％出席表彰＞     15 年表彰 川名 一弘君 

               4 年表彰 望月 治君 

 

＜幹事報告＞  所持連絡等がありました 

 

＜委員会報告＞ ありませんでした 

 

※今例会より食事タイムが復活しました。 

＜卓話＞ 米山記念奨学生 ホルさん 

ホルさんが研究されている中国におけるモンゴル民族の代表的芸術文化〝舞踊“ 

についてパワーポイントを使ってお話をきかせていただきました。 

モンゴル民族の古い貴重な舞踊動画などを興味深く拝見しました。 

卓話のあと、ホルさんには奨学金が会長より贈呈されました。 
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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！ 

                                       ２０２３年１月第２例会 

                                               (２０２３年１月１０日） 



 

＜出席報告＞ 前回の訂正  欠席者 10 名中 2 名のメーキャップのため 69.24％に訂正  

本日の出席  会 員 26 名中 17 名出席で 65.39％ 

二コニコボックス 

・明けましておめでとうございます。昨日第 72 期王将戦第 1 局が行われました。羽生 9 段と藤井五冠のゴールデ

ンカードは素晴らしい 1 戦でした。ぜひ 7 戦までフルセットで歴史に残る名シリーズにして欲しいです。今年も

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 

                                                        

・あけましておめでとうございます。残り 6 か月ですが楽しくロータリー活動が出来るよう努めさせて頂きます。 

ご協力宣しくお願い致します。                             諸橋 敏松会長 

                  

・東村里恵子さん 忙しい中例会に出席ありがとうございます。                              諸橋 敏松会長   

                             

・新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。又会員増強のご協力よろしくお願いしま

す。                                         佐々木 健哉君 

                                 

・新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。本年もロータリークラブにとりまし    

て良い年になりますように願っております。                       赤井田 幸一君 

                                               

・新年あけましておめでとうございます。健康な１年を送れるよう祈念します。        小川 信正君 

 

・あけましておめでとうございます。誕生日祝有難うございました。無理をしないで生きていこうと思います。 

                                            川名 一弘君 

 

・あけましておめでとうございます。ことしもよろしくお願いします。川名さん、妻の誕生日にキレイなお花をあ

りがとうございました。                                       齋藤 嘉昭君 

 

・皆様、新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。４年間の 100％出席バッヂ

ありがとうございます。                                望月  治君 

 

・明けましておめでとうございます。うさぎどし、とし男、元気出していきます！       中野 真行君 

 

本日の合計 11,000 円 （累計 296,500 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 93,500 円） 

 

財団ボックス 

・財団補助金事業「未来に届け！ラジオカプセル」1 月 16 日から FM 新津の収録始まります。宜しくお願い 

致します。                                     諸橋 敏松会長 

             

・新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。本年もロータリークラブにとりまし    

て良い年になりますように願っております。                      赤井田 幸一君 

 

・新年あけましておめでとうございます。先日娘の成人式がありました。親として娘の成長が嬉しかったですが、 

 いつの日かお嫁さんに行くのかなと思い着替えの待合室で涙が出ました。          井浦 行重君 

                                                                                                                                                      

本日の合計 3,000 円 （累計 287,761 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 306,599 円） 

 

米山ボックス                                                  

・ホルさん今年も宜しくお願い致します。                         諸橋 敏松会長 



     

・新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。本年もロータリークラブにとりまし 

 て良い年になりますように願っております。                                            赤井田 幸一君 

                                            

・新年明けましておめでとうございます。会員皆様の今年１年のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げます。誕生祝い 

ありがとうございました。                                山田 道夫君 

 

・100%出席 15 年バッヂ有難うございます。20 年をめざして今後も続けていこうと思います。 川名 一弘君 

                                            

・明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。皆様方の米山ボックスのご協力も宜しくお

願い致します。                                   風間 啓一郎君 

 

・ホルさん、本日はありがとうございました。今年は一緒にスキーに行きましょう！      望月  治君 

 

・新年おめでとうございます！お久しぶりでスミマセン。昨年のクリスマスにホルさんと米山奨学生のクリスマス

会に参加してきました。今年もホルさんと皆さんと様々な活動をしていきたいと考えていますので宜しくお願い

します‼                                      東村 里恵子君 

 

・新年明けましておめでとうございます。お正月に登山靴を買いました。どなたか山登りを教えてください。  

                                            遠山 博文君 

米山コインボックス 3,973 円 

本日の合計 11,973 円（累計 360,492 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 159,508 円） 

 

 

 

 


