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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ 君が代～奉仕の理想～４つのテスト( ソングリーダー：井浦行重君 ) 

                 

＜卓上花＞ 花 名 スイトピー マメ科      

      原産地 シシリー島     

      花言葉 ほのかな喜び 恋のたのしみ   

      生産地 愛知県渥美町       

       

＜ゲスト・ビジター＞ 米山記念奨学生 ホルさん 

 

＜会員誕生日祝い＞ 

2 月 11 日 渡邊 嘉子君 

19 日  赤井田 幸一君 

22 日 加藤 政彦君 

 

＜パートナー誕生日祝い＞ 

   2 月  1 日 佐々木 健哉君 節子さん 

       16 日  小川 信正君   松子さん 

           20 日 五十嵐 純一君 幸代さん 

      

＜結婚記念日＞  

   2 月 15 日  川名 一弘君 淳子さん 

 

＜会長挨拶＞  諸橋 敏松会長  

昨日から FM 新津で「未来に届け！ラジオカプセル！」の放送が始まりました。明日も学校で収録がありますが 

ホルさんとスキーに行き参加できません。明日行かれる方、よろしくお願い致します。２月は平和と紛争予防／紛

争解決月間です。国と国とでも、ロータリーでも家庭内でも同じです。相手を認め尊重するこころを持ちましょう。

本日はホルさんからお話を聞きます。楽しみです。ガバナー月信もみなさんお読みください。 

 

＜幹事報告＞  

・理事会報告 

 ・五十嵐次年度の役員が承認されました 

 ・第 3 分区からガバナーノミニー・デジグネートが決定されました 

 ・フラワーロードにクラブとして寄付しますが、金額は未定です 
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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！ 

                                       ２０２３年２月第１例会 

                                               (２０２３年２月７日） 



・未来に届け！ラジオカプセルの連絡 

・2 月 22 日(火) 夜新津 RC との合同例会について 

・3 月  4 日(土) イタリア軒において米山記念奨学生終了式が開催 

・3 月 25 日(土) 地区社会奉仕委員会セミナーが開催 

・2023-2024 ロータリー手帳の受付について 

 

＜委員会報告＞  

・地区ライラ委員長 齋藤 嘉昭君 

青少年奉仕委員会の引継会に出席し、冊子の配布と感謝を述べてきました。 

・米山記念奨学委員長 風間 啓一郎君 

  米山記念奨学セミナーが開催され参加してきました。 

・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」について資料を用いて説明 

  昨年開催した講演会の講師の新潟医療福祉大学野球部総監督佐藤和也さんの新刊が発刊されましたのでご紹

介いたします。 

・ロータリー財団委員長 井浦 行重君  

  本日午後から FM 新津にて今回のプロジェクトのお話をしてきます。しっかりやってきます。 

・会員増強委員長 佐々木健哉君 

  未来に届け！ラジオカプセルの収録に参加して、学校側の受け入れ態勢がとても丁寧で驚きました。12 歳の 

  6 年生がとても大きく、タブレットを使いこなしまとまった文章を書き感心。良い経験の機会をありがとうご

ざいました。 

 

＜卓話＞ 米山記念奨学生 ホルさん 

今日は日本で絵本として知られている「スーホの白い馬」についてお話をしていただきました。モンゴルの民族楽

器である馬頭琴の由来にまつわる物語ですが、あちらでは日本のようには知られていないということにおどろきま

した。先日の新年会もとても楽しかったと感謝を述べられました。 

 

＜出席報告＞ 前回の訂正  10 名中 1 名メーキャップのため 65.39％に訂正  

本日の出席  会 員 26 名中 19 名出席で 73.08％ 

 

二コニコボックス 

・来週はバレンタインデー例会(予定)です。先日、娘に「好きな子にチョコあげたら？」と聞いたら「パパにあげ

る」と言われました。3 月 13 日が娘の誕生日なので、ホワイトデーに相当奮発してプレゼントすることになり

そうです。                             諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事 

                                                        

・職業・社会・青少年奉仕委員会の「未来に届け！ラジオカプセル」学校への応援立ち合いありがとうございます！ 

                         諸橋 敏松会長                                                           

                                                                  

・2 月 1 日女房殿の誕生日に川名さんより大変綺麗なお花を届けていただきました。お陰様で久しぶりに夕食は大

いに盛り上がりました。                               佐々木 健哉君 

 

・誕生日祝ありがとうございます。思えば遠くへ来たなあという感じです。もう少ししたら人生航路を振り返って

見たいと思います。今迄のロータリーライフ皆様のお蔭で楽しくさせて頂きありがとう。もう少し楽しませてく

ださいね。                                     赤井田 幸一君 

 

・結婚記念日のお祝有難うございました。40 周年のルビー婚の次は 50 周年の金婚式を目指したいと思います。                       

川名 一弘君 

 

・妻の誕生祝ありがとうございました。                          小川 信正君 

 

・誕生祝いありがとうございました。もういくつになったか忘れてしまいました。       渡邊 嘉子君 

 

本日の合計 8,000 円 （累計 317,500 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 72,500 円） 



 

米山ボックス                                                  

・ホルさん今月も宜しくお願い致します。有志での明日のスキー楽しみにしています！    諸橋 敏松会長 

                         

・ニコニコと同文                                   赤井田 幸一君 

                                                                 

・先日は新年会にご利用いただきありがとうございました。またたくさん恵方巻もご購入いただきありがとうござ

いました。                                      渡邊 嘉子君 

 

・ホルさん、明日のスキー楽しみましょう‼ …ということで明日のラジオカプセルの収録に参加できず申し訳ご

ざいません。私は２０年ぶりのスキーなのでケガなく帰ってきたいです。よしこさん、恵方巻おいしかったです♡♡                                           

東村 里恵子君 

 
・一般会計より 下期普通寄付 52,000 円 
                                            

本日の合計 56,000 円（累計 649,492 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！＋129,492 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」昨日から FM 新津での放送が始ま

りました。聴いて頂けますか！                             諸橋 敏松会長 

                                                

・ニコニコと同文                                   赤井田 幸一君 

 

・これから FM 新津の収録です。未来に届けラジオカプセルをしっかり PR してきます。    井浦 行重君 

 

 財団コインボックス 3,738 円                                                                                                                                                   

本日の合計 8,738 円 （累計 415,230 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 179,130 円） 

 

令和 5 年 2 月 7 日 新津中央ロータリークラブ例会 会長 諸橋 敏松挨拶等 

・今月、２月も宜しくお願いします。 

・ホルさんとは一応、３月末迄がお世話させて頂く期間ですが、今後も宜しくお願いします。 

①最近あった良かったこと 

・昨日２月６日から子供達のプロジェクト「未来に届け！ラジオカプセル」の放送が FM 新津で始まった！ 

・ホルさんと有志でスキーに２月８日に行く予定でしたが、小合東小学校の収録が入り、誰も応援立会いに行く人がい

なかったらどうしようと思っていました。山田さんから昨日、同行して頂けるとお知らせがあった後、大竹さんと渡辺

さんも行ってくれると連絡が入りました。安心しましたし、とても嬉しかったです。 

②２月は何月間でしょうか？ 

・「平和と紛争予防/紛争解決月間」です！ 

・国際レベル的にとても大事ですが、身近な家庭等も紛争予防をしようと思いました！ 

・そのためには多様性を重視して相手を認め尊重すれ事が大切なようです。 

意見を出し合う事はとても大切ですが、自己主張するだけでは紛争やトラブルが起きるようです。 

・簡単では無いと思いますが、紛争予防や紛争解決を心がけたいと思います。 

③１月のガバナー月信に興味深い掲載がありました。 



多様性を重視する事が大前提として一読頂ければと思います。 

今後共、ご指導宜しくお願い致します！ 

参考 

1）今年度の共通の旗印！ 

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）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！ 

 


