
 

 

（第２０２１号） 

 

 

＜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( ソングリーダー山田道夫君 ) 

                 

＜卓上花＞  花 名 スィートピー マメ科    かすみ草 ナデシコ科 

       原産地 シシリー島         ヨーロッパ アジア 

       花言葉 ほのかな喜び 恋の愉しみ  清い心 切なる喜び 

       生産地 宮崎県日南市         熊本県菊池市 

       

＜ビジター＞ 米山記念奨学委員会副委員長 野澤 修君 (新潟東 RC)  

       米山記念奨学生 胡日(ホル)さん  

 

＜会員誕生祝い＞    3 月 15 日 大倉 一志君 

              19 日 東村 里恵子君 

              30 日 齋藤 嘉昭君 

 

＜パートナー誕生祝い＞ 3 月 29 日 赤井田 幸一君 茂子さん 

              30 日 川名 一弘君  淳子さん 

 

＜結婚記念日祝い＞   3 月 18 日 小川 信正君 松子さん 

               21 日 齋籐 義昭君 朋子さん 

              24 日 風間 啓一郎君 真由美さん 

              31 日 石澤 清美君 晃さん 

 

＜100％出席者表彰＞  22 年 佐々木 健哉君 

              

＜会長挨拶＞ 米山記念奨学委員会副委員長野澤さんのご来訪に感謝申し上げます。 

財団助成金補助事業「未来に届け！ラジオカプセル！」が無事終わりました。 

秋葉区内 11 校 500 名を超える小学校卒業生の声を FM にいつで流すことが出来ました。 

みなさんのご協力に感謝申し上げます。 

第 3 区分内他クラブへの合同メーキャップの案内をします。みなさん一緒に参りましょう。 

寂しいですがホルさんのサポートが今月で終わります。例会でのホルさんのお話も今日が 

最後となります。今日はホルさんとの思い出を写真でふり返りたいと思います。 

(ホルさんとクラブとの思い出写真をプロジェクターで上映) 
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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３月第１例会 

                                               (２０２３年３月７日） 



＜幹事報告＞  

先週開催の理事会報告 

・4 月から入会の新入会員の件 

・4 月 18 日菜の花例会は夜の慰労会を含め例年通り実施 

・例会スタイルを来週から以前の卓スタイルに、マスク着用は個人判断で 

・例会ハイブリッド形式は希望者がいれば今後も継続 

・トルコ・シリア地震への支援金は 1 人 1,000 円で 

 

＜委員会報告＞ ありませんでした 

 

＜ビジター挨拶＞ 米山記念奨学委員会副委員長 野澤 修君 

自己紹介と、奨学委員会への協力およびホルさんへのサポートに対し 

感謝のご挨拶をいただきました。 

 

＜卓話＞  米山記念奨学生 胡日(ホル)さん 

 

当クラブとの例会、行事での思い出と感謝の気持ちを涙ながらに述べていただきました。 

ホルさんが用意した思い出写真を見ていると我々もジーンとした気持ちになりました。 

ホルさんからは今までたくさんの内モンゴルについてのお話をお聞きし、知らなかった 

内モンゴルの風景、文化、風習、歴史をたくさん学ぶことができました。 

何より、優しくいつも朗らかで聡明なホルさんにわれわれは癒されてきました。 

今回出席した会員一人一人に、内モンゴルの格言が彫られた素敵な本のしおりの 

プレゼントまでご用意いただきました。そしてクラブには感謝の気持ちとしてホルさんの 

お父様が送ってくださった内モンゴルの馬の絵をいただきました。ホルさんとの思い出と 

共に大切にしていきたいと思います。 

ホルさん、ありがとうございました。これからもがんばってください。 

また新津中央ロータリークラブに遊びにきてくださいね。 

※諸橋会長の発案で私たちからはホルさんに寄せ書きをお送りしました。 

 

＜出席報告＞  前回の訂正はございません 

        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 

・新津中央ロータリークラブの皆様、本日はよろしくお願いします。ホルさんこれからも頑張ってください。                        

                        米山記念奨学委員会副委員長 新潟東 RC 野澤 修君 

 

・米山奨学生ホルさん、約２年間当クラブとおつきあいいただき本当にありがとうございました。最後に日本の 

有名な短歌を送ります。天の原 ふりさけみれば秋はなる 新津の山に出でし月かも お元気で‼ 

                             諸橋 敏松会長・髙橋 健朗幹事 

 

・地区米山記念奨学委員会野澤修副委員長さん今日はありがとうございました       諸橋 敏松会長 

 

・1987 年に入会し 36 年になりました。その中の 22 年間の 100 パーセントのバッチをいただき有難うございまし

た。                                       佐々木 健哉君 

 

・女房の誕生日祝ありがとうございます。毎年川名さんより素晴らしい花を持って来てもらって喜んでいます。 

 川名さんありがとう。もうちょっとで結婚 50 年になります。人生いろいろありがとう。という感じです。 

                                          赤井田 幸一君 

 

・妻の誕生祝有難うございます。年度末の忙しい日にあたるので、食事に出かける事も出来ずとても辛いですが、 

 ケーキでも買ってお祝かな                              川名 一弘君 

 

・米山記念奨学生ホルさん１年間ありがとうございました。暇をみつけて新津中央ＲＣの例会に来てください。  

                                           小川 信正君 

 



・結婚記念ありがとうございます。結婚 36 年になります。誕生記念ありがとうございます。63 才になりました。 

                                           齋藤 嘉昭君 

 

・ホルさんありがとうございました。またどこかでお会いできることを楽しみにしています。野澤修様本日はあり

がとうございました。                               五十嵐 純一君 

                                                                                    

・結婚記念日思い出させていただきました。ワインありがとうございます。         石澤 清美君 

                                                                                                                             

本日の合計 13,000 円 （累計 355,500 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 34,500 円） 

 

米山ボックス                                                  

・ホルさん２年間があっと言う間でした。今月 3 月 4 日の修了式おめでとうございます。ご活躍を祈念していま 

す。今後共宜しくお願い致します。                          諸橋 敏松会長 

 

・米山記念奨学生ホルさんいよいよお別れですね。お国の歴史やら色々のお話を有難うございました。それでは明 

るくアディオス                                   佐々木 健哉君 

 

・ホルさん、また会いましょう！米山功労者積立金として                 佐々木 健哉君 

 

・ホルさん卒業おめでとうございます。新津中央ロータリークラブをわすれないでね。あなた様の人生が素晴らし 

 い人生になるようにみんな祈ってますよ！                       赤井田 幸一君 

 

・ホルさん、２年間ありがとう！世話クラブの一員として、地区の米山奨学委員長としてもっとなにかできたので 

はないかとも思っています。今日で奨学生としては終りですが、学友としてこれからも繋がっていきましょう！ 

「学友会で会いましょう！」                              渡邊 嘉子君 

 

・結婚記念を頂きありがとうございます。妻と２人で頂いたワインで”カンパイ”します。    小川 信正君 

 

・ホルさん、体に気を付けて下さい。Good luck! ! また、結婚祝頂きありがとうございます。40 年目に入ります。 

                                           風間 啓一郎君 

 

・ホルさん(雨の恵み)淋しいいです。今迄の米山記念奨学生で全てにおいて最高の奨学生でした。2 年間ありが 

とうございました。私自身勉強になりました！                      山田 道夫君 

 

・ごめんなさい早退します。                               齋藤 嘉昭君 

 

 

・ホルさん、2 年間、お疲れ様でした。故郷の内モンゴルの話や、研究内容の報告など、大変参考になりました。 

 さまざまなロータリー行事にスキー旅行、たくさんの思い出もありがとうございました。またいつでも遊びに来 

てくださいね！！                                    望月 治君 

 

・ホルさん、今までたくさんのお話をありがとう。これからもお元気でがんばってください。  遠山 博文君 

 

・ホルさん、一緒に旅行行ったり例会に参加したり楽しかったです。ありがとうございました。 

元気でいて下さいネ                                  石澤 清美君 

 

本日の合計 31,000 円（累計 686,492 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！＋166,492 円） 

 

 



 

財団ボックス 

・地区ロータリー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「未来に届け！ラジオカプセ

ル」500 名以上の子供達の声を地元 FM 新津で放送出来ました。皆様の御協力に感謝しています！ 

諸橋 敏松会長                                                   

 

・ニコニコとよねやまボックスと同文                         赤井田 幸一君 

 

・ホルさん「学友会で会いましょう！」                         渡邊 嘉子君 

 

・ホルさんとの時間が楽しかったです。いつでも例会に来てくださいね。          井浦 行重君 

                                                                                                                                                                                                                            

財団コインボックス 3,453 円 

本日の合計 13,453 円 （累計 446,218 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 148,142 円） 

 


