
 

 

（第２０１１号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

                 

＜卓上花＞ 花 名 日本水仙 ヒガンバナ科 

      原産地 南ヨーロッパ         

      花言葉 自己愛 感じやすい心 

      生産地 南房総市       

       

＜ゲスト・ビジター＞ いらっしゃいませんでした 

 

＜会長挨拶＞  諸橋 敏松会長 

大雪で大変ですががんばりましょう。本日の卓話は渡邊嘉子君です。よろしくお願いします。 

 

＜幹事報告＞ 

本日例会後に理事会が開催されます。 

 

＜委員会報告＞ ありませんでした 

 

＜卓話＞ 副幹事 渡邊 嘉子君 (地区米山奨学委員会委員長) 

地区米山記念奨学委員会委員長を務められる渡邊君より米山記念奨学事業について詳しく、そして分かり易く 

お話をしていただきました。当クラブの現状についても説明があり、その上での提案もありました。 

日頃の米山記念奨学事業協力に対する感謝と今後一層のご理解ご協力のお願いを述べられました。 

 

 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者 9 名中 2 名メーキャップのため 73.08％に訂正 

本日の出席  会 員 26 名中 14 名出席で 53.85％ 
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ｸﾗﾌﾞ会報委員長：遠山 博文  

2022-2023 年度 

国際ロータリー会長 

ジェニファー・ジョーンズ 

（ウインザーローズランド RC 

／カナダ） 

国際ロータリーテーマ 

 イマジン・ロータリー 

2022-2023 年度 国際ロータリー第 2560 地区 

ガバナー 髙橋 秀樹（新潟 RC） 

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３例会 

                                               (２０２２年１２月２０日） 



二コニコボックス 

・ワールドカップ決勝戦延長戦の最後に同点に追いつかれた際に笑顔を見せたメッシが印象的でした。苦しい時こ

そ笑顔を見せられる彼だからこそ最後の最後に女神に愛されたのだと思います。笑顔って大事ですね。 

                                   諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事 

                        

・FM 新津の年賀スポット CM 申し込みは期限は今日 12 月 20 日です。急ですが、宜しくお願い致します。                

諸橋 敏松会長  

 

・家内の誕生日祝いのお花をいただきました。ありがとうございます。川名さん、いつも素敵なお花を届けてくだ

さり感謝申し上げます。                                遠山 博文君 

                                   

本日の合計 6,000 円 （累計 276,500 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 113,500 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」進んでいます。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 279,119 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 315,241 円） 

 

米山ボックス    

      米山功労者寄付金積立金 10,000 円  佐々木 健哉君 

                                             

・渡邊嘉子地区米山記念奨学委員長、今日の卓話ありがとうございました。         諸橋 敏松会長 

     

・本日は卓話をお聞きいただき、ありがとうございました。少しは米山の寄付について、ご理解いただけたでしょ 

うか？ 今後とも、米山記念奨学事業にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。    渡邊 嘉子君 

                                  

本日の合計 12,000 円（累計 340,599 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 179,401 円） 

 

 

新津中央ロータリークラブ 会長 諸橋敏松令和４年 12 月 20 日 新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 

① 挨拶  

1）職業・社会・青少年奉仕委員会で進めてもらっている「自立した子供達を育む青少年・社会奉仕プロジェクト」

の『未来に届け！ラジオカプセル』が始動！ 

・学校側の協力を得られそうです！ 

現在、小学校６校程とアポイントや打ち合わせが出来ている。 

2）会長をさせて頂いての反省！ コミュニケーション不足！ 

・知って頂く為の自己開示が必要 

3）自己開示 

・パワハラ、セクハラ、傷害、窃盗、談合等様々な法律違反は NG で OUT！ 

・現在の日本では物の見方、考え方や性格等は法律違反にはほとんどならない！ 



・そんな法律違反にならない事は認め尊重し合うことが大切！ 

・自らの成長を含めて人が育ちつつ、事を先に進めて成果に繋げる為に問答はするが最終的には責任者の考えを尊重

する！ 

・ロータリークラブのメンバーは会社等のトップが多い！ 

それぞれ、物の見方考え方が違うがトップとしての自信と実績がある！ 

そんな人財結集している組織で成果を作るには共通の目的、ビジョン等が大切！ 

・目的やビジョンが明確なら、それに向かって支援し合い成果が出せれば最高！！！ 

共通の旗印！ 

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！ 

・取組みや活動がテーマに沿っているかが大切！ 

 

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 

 

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、12 月 13 日現在累計 270,500 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 13 日現在累計約 278,119 円で目標まであと約 316,241 円/26

人で 12,163 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 13 日現在累計 328,599 円で目標達成まであと 191,401 円/26

人で 7,362 円/人 

「論語」と「算盤」！ 宜しくお願い致します！ 


