
 

 

（第２０１６号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 手に手つないで 

                 

＜卓上花＞ 花 名 マーガレット キク科      

      原産地 カナリア諸島     

      花言葉 心に秘めた愛 恋を占う   

      生産地 埼玉県入間市       

       

＜ゲスト・ビジター＞ いらっしゃいません 

 

＜会長挨拶＞  諸橋 敏松会長  

最近会った良いことをお話したいと思います。現在進行中の財団補助事業「未来に届け！ラジオカプセル」順調に

収録が進行していますが、そこに参加された佐々木健哉会員増強委員長から素晴らしいプロジェクトで会員みなさ

んから収録に参加してもらえるといいですねとお言葉をいただきました。収録の模様も TeNY さんからテレビ報道

していただいこともうれしいことでした。放送を映し出しますのでご覧になってください。24 日の新年会も楽し

く無事にできたことも良かったです。本日は会長の役目としてジェニファー・ジョーンズ RI 会長と高橋秀樹地区

ガバナーの文章をお配りしますのでこちらもお読みください。 

 

＜幹事報告＞  

・今例会後理事会が開催されます。 

・ガバナー・ノミニー・デジグネートとして白根 RC より室賀信宏君が推挙されました。 

・第３分区第４回会長幹事会の案内が届きました。 

・ 

＜委員会報告＞  

・望月治君 (国道 403 号フラワーロード実行委員会会長) 

国道 403 号フラワーロード事業への寄付金のお願い 

・職業・社会・青少年奉仕委員長 東村 里恵子君 

財団補助金事業「未来に届け！ラジオカプセル」の報告と参加のお願い 

・米山記念奨学委員長 風間啓一郎君 

  米山記念奨学寄附金達成の御礼 

 

＜卓話＞ 幹事 髙橋 健朗君 

映画好きの高橋幹事が今まで観て感銘を受けてきた映画のお話、それを撮った監督のお話をしてくださいました。 

映画は監督の哲学が反映されており、普段平和など意識することなく鈍感に過ごしてしまっているが映画を観るこ
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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５例会 

                                               (２０２３年１月３１日） 



とで平和をありがたいことだと認識する。ロータリーの例会に参加できることも 

平和のおかげでありがたいと締めくくられました。 

 

＜出席報告＞ 前回の訂正  ございません  

本日の出席  会 員 26 名中 16 名出席で 61.54％ 

 

二コニコボックス 

・ようやく新潟の冬らしくなりましたがやっぱり雪が多いと大変ですね。皆さん事故には気を付けて下さい。 

                    諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事 

                                                        

・佐々木健哉会員増強委員長さんから「未来に届け！ラジオカプセル」の収録の立ち合いに金津小学校へ行って頂

きました。帰りにごちそうになった一楽さんのコーヒーとてもおいしかったです。またお願いします！ 

                         諸橋 敏松会長                                                           

                                                                  

・職業、社会、青少年奉仕委員会の事業、子供達を育むプロジェクト「未来に届け！ラジオカプセル」が TeNY 

テレビ新潟で放送されました！皆さんのご協力に感謝です！               諸橋 敏松会長 

 

・先週の新年会で諸橋会長からいただいた宝くじ、10 万円が当たったと思ったら 3,000 円でした。ニコニコ、財

団、米山に寄付いたします。                               望月 治君 

 

・先週は楽しい新年会ありがとうございました。キレイなお花とジャンケン大会では大金を手にしました。今年は 

良い年になりそうです。全額寄付します。                       五十嵐 純一君 

 

・フラワーロードの件では皆様にいつもお世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。遠山 博文君 

 

本日の合計 8,000 円 （累計 309,500 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 80,500 円） 
 

米山ボックス                                                  

・米山記念奨学生渡邊嘉子地区委員長の一楽さんでの恵方巻の予約はお済みですか？     諸橋 敏松会長 

                         

・家族新年会で荒稼ぎさせていただいた高橋です。よろこんでＢＯＸに投入させていただきます！ 

                                                                髙橋 健朗幹事 

 

・米山功労者積立金になります。                            佐々木 健哉君 

 

・新津中央ロータリークラブは皆様のおかげで、米山の目標 2 万円を達成しました。ありがとうございました。し

かしこれで終わりではなく地区で一番を目指してがんばりませんか？今後とも米山記念奨学金事業にご理解ご

協力をよろしくお願いいたします。                           渡邊 嘉子君 

 

・ニコニコ同文                                      望月 治君 
 
・昨年 12 月末付け 特別会費より 206,000 円 
                                            
本日の合計 230,000 円（累計 593,492 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！＋73,492 円） 

 

財団ボックス 

・地区財団補助金事業子供達を育むプロジェクト「未来に届け！ラジオカプセル」が FM 新津で 2 月 6 日午前 7:00

から放送 午後 8:00 から再放送で始まります！                      諸橋 敏松会長 

                                                

・米山と同文です。                                  髙橋 健朗幹事 



 

・ポリオへ 米山の寄付金の目標達成本当にありがとうございました。現在、クラブで財団補助金事業も行ってい  

るわけですし、円安で目標達成も難しいとは思いますが、クラブで力を合わせて財団の目標も達成しましょう！ 

                                            渡邊 嘉子君 

 

・ニコニコ同文                                      望月 治君 

 
・昨年 12 月末付け 特別会費より 106,000 円 
 

 財団コインボックス 3,076 円                                                                                                                                                   

本日の合計 114,076 円 （累計 406,492 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 187,868 円） 

 

5 年 1 月 31 日 新津中央ロータリークラブ例会 会長 諸橋敏松 挨拶等 

お年玉プレゼント！ １億５千万円 当選しましたか！！！ 

①最近あった良かったこと 

・ロータリー財団地区補助金事業で職業・社会・青少年奉仕委員会のプロジェクト「未来に届け！ラジオカプセル」

の金津小学校の収録に渡邊嘉子委員が佐々木健哉会員増強委員長を誘って来てくれて、佐々木健哉委員長がこの企

画はとても良いのでクラブメンバー皆が参加した方が良いと言って頂き、一楽さんの美味しいコーヒーを御馳走し

てもらいました。 

・このプロジェクトが TeNY テレビ新潟で放送して頂けたこと 

（子供達の良い思い出になりロータリーの公共イメージ向上になったかも知れない） 

・１月 24 日の新年会で新型コロナ感染者が出なく無事出来た事 

②会長としてジェニファー・ジョーンズ RI 会長と髙橋秀樹ガバナーの想いを伝えることは会長の役目！ 

1）ロータリーの友２０２３年１月号 P9 

ジェニファー・ジョーンズ RI 会長メッセージから 

居心地のよさと配慮によって絆を結ぶ 

・クラブがどれだけ居心地よく感じられるか 

・クラブの例会がどれだけ意義のあるものか 

・どれだけ自分が奉仕プロジェクトに関われていると感じられるか 

 

・何より大事なのは、クラブの各会員が自由に意見を話し、それに対し皆が耳を傾けること、そしてお互いの話を

聞くこと 

2）2022 年 11 月 12 日.13 日第 2560 地区・地区大会  

髙橋秀樹ガバナー挨拶より 

・地区運営方針は「再生、新生、共生」 ロータリアン同士、クラブ同士、そしてクラブと地域社会とで助け合い、

支え合いながら今後の活動を進めていただければと思う 

 

3）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！ 

 

4）ジェニファー・ジョーンズ RI 会長、髙橋秀樹ガバナーの想いをまとめると 

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！ 

「お金」「知恵」「汗」を出して奉仕！ 


