
 

 

（第２０１０号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 我等の生業 

      

＜ゲスト＞  遠藤法律事務所所長 行政書士 遠藤 亮 様   

       (本日の卓話をしていただきました) 

＜ビジター＞ 新津ロータリークラブ 小柳 陽一 君     

             

＜卓上花＞ 花 名 ポインセチア トウダイグサ科    

      原産地 メキシコ 中央アメリカ         

      花言葉 私の心は燃えている したわれる人 

      生産地 新潟市北区(豊栄)       

       

＜会長挨拶＞  諸橋 敏松会長 

本日は小川信正君の御紹介で遠藤法律事務所所長遠藤亮様にお話しをしていただきます。どうぞよろしくお願いし

ます。今年度も約半年が経過しましたが、会長としてコミュニケーション不足を反省しています。自己開示をし 

私の思いを伝え、そして担当者に任せ、残りのクラブ運営をしいていきたいと思います。 

 

＜幹事報告＞ 

村松ロータリークラブさんから延期となっていました創立６０周年記念式典の案内がきています。 

(2023 年 3 月 18 日土曜日 村松 割烹松の家) 

 

＜委員会報告＞  

・ライラ実行委員会小川信正委員長より 

 例会後ライラ報告書の検討委員会を開催しますので委員の方はお残りください。 

・親睦委員会遠山博文委員長より 

 27 日予定の忘年会はコロナ拡大を考慮し残念ながら酒席を中止した夜例会となります。お弁当を配布しますの

でご出席を宜しくお願い致します。 

 

＜卓話＞ 遠藤法律事務所所長 行政書士 遠藤 亮様 

小川信正君よりご紹介：本日は私の後継者である遠藤亮さんから卓話をしていただきます。以前クラブの ZOOM 

           設定やライラ研修でもお願いしてきていただきました。よろしくお願いします。 

遠藤様からは以前のお仕事の経験そして現在のお仕事の内容から職業訓練のお話、デジタル化とそれを担う人材 

についてなど、様々なお話をしていただきました。日頃も当クラブがお世話になりましてありがとうございます。 
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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２例会 

                                               (２０２２年１２月１３日） 



 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者 9 名中１名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％ 

 

※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 

・父の一般焼香には新津中央 RC の会員の皆様からも沢山ご参列賜り、ありがとうございました。 

                                       新津 RC 小柳 陽一君 

 

・今年の漢字が発表になり『戦』に決定しました。新津中央ロータリークラブの戦は戦争の戦ではなく、挑戦の戦

にしたいと思いますので後半戦もよろしくお願いします。        諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事          

                         

・行政書士遠藤亮(あきら)様 卓話ありがとうございました。                諸橋 敏松会長  

 

・2,024～2025 年会長ノミニー高橋健朗さん宜しくお願い致します。お祝懇親会が出来て良かったです。おめでと

うございます。                                    諸橋 敏松会長 

                                    

・遠山さん、りんごのお土産ありがとうございました。大変おいしかったです。        川﨑 松雄君 

                                    

・遠藤亮さん、本日は卓話ありがとうございました。                   

 ライラ研修報告作成委員会よろしくお願い致します。                   小川 信正君                    

                                   

・今年の漢字は「戦」でしたが来年はコロナとの戦いなど治まるよう願うばかりです。    加藤 政彦君 

                              

 

本日の合計 14,000 円 （累計 270,500 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 119,500 円） 

 

財団ボックス 

・地区財団補助金事業「自立した子供達を育む青少年社会奉仕プロジェクト」始動しました。FM 新津共々宜しく 

お願い致します。                                  諸橋 敏松会長 

                                           

・27 日の忘年夜例会、酒席を設けることができず残念ですが、みなさまのご出席をよろしくお願い致します。 

                      遠山 博文君 

                                                                                      

本日の合計 2,000 円 （累計 278,119 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 316,241 円） 

 

米山ボックス                                                  

    米山功労者寄付金積立金 10,000 円  渡邊 嘉子君 

 

・渡邊嘉子副幹事は地区米山記念奨学委員長です。寄付金目標達成させましょう！宜しくお願い致します。                                   

諸橋 敏松会長 

 

本日の合計 11,000 円（累計 328,599 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 191,401 円） 



会長 諸橋敏松 令和４年 12 月 13 日 新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 

① 挨拶  

1）外部卓話ゲスト ・遠藤法務事務所所長 行政書士 遠藤亮（あきら）様 

 元新潟テクノスクール指導員を経て民間専門学校の職業訓練でパソコ講師をしていました。小川信正さんの後継者

さんです 

2）約半年間、会長をさせて頂いての反省！ コミュニケーション不足！ 

・私が考えている依頼と任せるに対しての対応や違いを伝えていなかった！ 

・依頼 ←「ほうれんそう＋かくにん」、「報告、連絡、相談、+確認」 

・任せる ←「かくれんぼう」、「確認、連絡、報告」 

※共に修正、訂正可能 

・知って頂く為の自己開示が必要 

3）自己開示 

・リアルをベースとしたデジタル化の推進 

・一生学び続ける事は大切、学び続けたい 

・ティーチングよりコーチングを重視、考えて実践してもらえるよう心掛けたい 

・問答するが最終的には責任者の考えを尊重する 

・出来る方法を考える（意図が明確であれば方法は無限！） 

・先義後利（喜んでもらうことが先） 

・凡事徹底（挨拶、時間や約束を守る等、当たり前な事はとても大切で重要） 

・地元を大切にし、地域と共に成長発展したい（得た利益や恩は地域に還元） 

・可能な限り奉仕を実践したい（お金、知恵、汗 等） 

・やり続ける（異業種の勉強会 10 年以上、FM 新津番組「ありがとうございます」8 年目、ウオーキングは毎日続け

て 7 年程 等） 

・あきらめない 

 

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！ 

 

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、12 月 6 日現在累計 256,500 円で目標達成まであと 133,500 円

/26 人で 5,135 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、12 月 6 日現在累計約 276,119 円で目標まであと約 318,241 円/26

人で 12,240 円/人 

◦米山ボックス 

今年度の目標は１人 20,000 円で 520,000 円、12 月 6 日現在累計 316,599 円で目標達成まであと 203,401 円/26 人



で 7,823 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 

 


