9
日
2018.9.4
第 1862 回例会
9 月の強調月間『基本的教育と識字率向上月間、ロータリーの友月間』

本日の予定
■月初めのお祝い
■会員卓話「イニシエーションスピーチ」鶴岡 学 会員
♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング

2018-19 年度会長 古谷弘之
本日は、タクシーの中の忘れ物のお話です。
◆ ランキング

6

第6位

バッグ、リュックサック類

第3位

財布

第5位

メガネ、指輪類

第2位

傘（以前はダントツ 1 位）

第4位

鍵（車、家など）

第1位

携帯電話（スマートフォン）。

今は携帯電話の忘れ物が圧倒的に多いです。事務所に集めておくと、時折着信音が鳴り響きますが、
触るわけにもいきません。ただ、届いた携帯電話に関しては、ほぼ 100％取りに来ていただけてい
ます。
◆ 番外編

入れ歯（外して置き忘れてしまったのでしょうか）、杖・押し車（本当は必要なかったのかもしれま
せんね）、離婚届（当社ではありませんが）。
◆ 超番外編

人間（ドライバーが、お客様を降ろすのを忘れてしまったという例がありました）。

第 1861 回例会 2018 年 8 月 28 日（火）12 時 30 分～例会場
司会進行 久野茂副 SAA 点鐘

古谷弘之 会長

福田優子 ソングリーダー 岡村裕太 親睦活動委員

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング
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オーディオ担当

【ご来訪ロータリアン・お客様】
鹿島臨海 RC 会長 福冨庄治様

鹿島臨海 RC 幹事

鹿島臨海 RC 岩井昭一様

真壁 RC 米山カウンセラー
皆川千代二様

根本恵理子様

鹿島臨海 RC 細田峰賢様

米山奨学生
金 多允(キム・ダユン)様

【ご挨拶】
鹿島臨海 RC 会長

福冨庄治様

本日は、衛星クラブ立上げの件で伺いました。ひとつ宜しくお願いいたします。

米山カウンセラー

真壁 RC 皆川千代二様

私はロータリーに入って 8 年目になりますが、今年初めて米山カウン
セラーを務めることになりました。真壁 RC は、会員数 19 名で、まと
まりよく頑張っております。今後ともよろしくお願いします。
本日は、今年度の米山奨学生であるキム・ダユンさんをお連れしま
した。当クラブが世話クラブ、古河東さんが準世話クラブというこ
とで、どうぞよろしくお願いします。
米山奨学生

金 多允(キム・ダユン)様

筑波大学の博士課程 3 年目です。日本は今年で 5 年目になります。真壁 RC でお世話にな
っておりまして、こちらでも準世話クラブとしてお世話になることになっています。
宜しくお願いします。
(1988 年生まれ、韓国、ソウル、筑波大学大学院、スポーツ医学専攻、博士課程 3 年)
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【奨学金の贈呈】

お土産をいただきましたのでお配りいたしました

（鹿島臨海 RC 様から）

（三ヶ尻智昭会員から）
幹事 小森谷久美

◆報告事項

［1］古河東ゆきはなロータリー衛星クラブと古河地区ローターアクトクラブより 9 月例会の
ご案内が届いております。

［2］8 月 26 日に第１回会長幹事会が開催されました。いきいき茨城ゆめ国体に第 2820 地区
が協賛しています。クラブにのぼり旗 2 枚とクリアファイルが来週届く予定です。

［3］障害者歯科治療診療所設置署名、さらにご協力をお願いします。
メールボックスに署名用紙が入っています。

［4］古河商工会議所アクティヴ回覧します。
日時：9 月 15 日（土）14 時～
［5］米山梅吉記念館より秋季例祭のご案内が届いております。

場所：米山梅吉記念館 ホール

▮

社会奉仕委員会 白戸里美委員長

◆ 報告事項

8 月 24 日（金）に小堤小学校の児童クラブにて、絵手紙の体験教室を実施しました。
参加者：絵手紙の会から 6 名、当クラブから 4 名（古谷会長、杉岡会員、山腰会員、柿沼会
員及び白戸社会奉仕委員長）、児童（1 年生～6 年生）65 名
人数が多くまとまりがつくか心配もありましたが、味わい深い作品がたくさん仕上がりました。児童の皆
さんが「お礼に」と校歌を歌ってくださり、あたたかい時間となりました。児童クラブの先生も「楽しか
った、また来年も」と言ってくださり、大変楽しく充実したひと時でありました。
◆ お願い

本年度も、使用済み切手、テレホンカード及び外国小銭の寄付を募ってまいります。回収につきましては、
私か、齊藤愛社会奉仕委員までお持ちください。

▮

職業奉仕委員会 武澤郁夫委員長

◆ 報告事項

古河三中と古河二高から「おかげさまで夏休みの職場体験（職場訪問）が無事終了しました」
というご報告をいただきました。ご協力いただいた会員の皆様、ありがとうございました。
また、職場訪問の際に生徒さんと撮影した写真があるという方や、生徒さんに渡したいお手
紙等があるという方は、私に預けていただければ、学校にお届けします。
◆ お願い

古河一高から、10 月下旬～11 月中旬の月曜か金曜に、道徳の授業の一貫で、7 名の講師を派遣してほしい
とのご依頼がありました。お願いばかりで恐縮ですが、また皆様にお声がけさせていただきますので、何
卒ご協力の程お願いいたします。
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▮

青少年奉仕委員会 福田優子委員長
青少年奉仕委員会開催報告

［1］アクトの日 参加の件
日

時：9 月 9 日（日）午前 8 時 30 分登録

集合場所：古河駅東口喜楽飯店前 午前 6 時 30 分集合
参加者名：山崎清司青少年奉仕カウンセラー、江口紀久江地区委員、福田優子委員長

［2］ライラ 参加の件
日

時：10 月 7 日（日）～8 日（月、祝）

参加者名：アクトクラブ（松本絵理香、翁長優妃、翁長さん友人）
山崎清司青少年奉仕カウンセラー、江口紀久江地区委員

［3］ローターアクト 9 月例会
第 1 例会

第 2 例会

日

時：9 月 4 日（火）19 時 30 分～

日

時：9 月 18 日（火）19 時 30 分～

場

所：総和ゴルフ 88（エイティエイト）

場

所：ルピナス 2 階

内

容：ゴルフ例会

内

容：アクトで使える英会話「エリカイワ」

指 導 者：杉岡榮治会員（初心者でも大丈夫です）

［4］旧山川邸下見
日

時：9 月 1 日（土）14 時 30 分～

参加者名：山崎清司 PDG、白戸里美社会奉仕委員長、福田優子青少年奉仕委員長、杉岡榮治会員、
福富好一会員、海老沼堯、海老沼敏亨会員（衛星クラブ）
、木塚恵子様（元会員）

▮

第１回会長・幹事会報告 山崎清司パストガバナー

［第一回会長・幹事会に出席して］
ロータリー公共イメージ向上のために当地区は、来年 9 月茨城
県で開催される第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」、
第 19 回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」に資
金協賛することになりました。
その一環として近々ガバナー事務所から名入りののぼり 2 本とクリアファイ
ルが届きます。
こののぼりをイベント開催時に立ててほしいとの要請がありました。
また RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会：Rotary Leadership Institute）
の導入が正式に発表されたことです。
RLI の目的は、ロータリアンの自主性と卓越した指導力を涵養（かんよう）
し、クラブの刷新性と柔軟性を育てて、ロータリーを活性化することです。
そのために会員のレベルアップの向上をめざします。
来年からはやる気のある人はこの研究会に参加できますので楽しみにしてください。

▮

親睦活動委員会 三ヶ尻智昭委員長
先週土曜日（8 月 25 日）の納涼例会にご参加くださった皆様、まことにありがとうございま
す。今後もこのような機会を設けていきたいと思いますので、ぜひご参加いただければと思
います。

―4―

▮

出席委員会 福江眞隆委員長
第 1861 回例会（8/28）
①名誉会員を除く会員数

52 名

②出席計算に用いた会員数

51 名

③出席又は Make Up 会員数

40 名

④出席率

▮

第 1859 回例会（8/14）
（前々回）

休会

78.43％

スマイル投函用紙に登場するロータリアン 投稿者 杉岡榮治
ハーバート・テーラー【その 1】
「四つのテスト」は 1933 年にシカゴロータリークラブのハーバートｊ・テーラー（1893 年ミシガン州生
まれ）が提唱したものです。
1939-40 年度シカゴロータリークラブの会長を 46 歳で務め、ロータリー創立 50 周年の 1954-55 年度の RI
会長に 61 歳で就任しています。会長を務めたロータリー創立 50 周年の時に「四つのテスト」の版権を国
際ロータリーに寄贈いたしました。商才に恵まれ、ジュエル・テイー社の次期社長候補だ
った 1932 年（39 歳）
、倒産寸前のクラブ・アルミニュウム社の再建を依頼され、従業員数
250 名を抱え、40 万ドルを上回る負債のある倒産寸前の医療器具メーカーの社長に就任し
ました。
彼は、再建にあたり、倫理的、道徳的な経営を行えば必ず再建できるだろうと考えました。
そこで従業員が、正しい考え方を持ち正しい言動を行えるような指標が必要だと考え、最
初にできたものは、7 項目の標語でしたが、もっと簡単なものが良いと考え、4 つの項目に絞り現在の四つ
のテストになりました。
上から下まで全従業員がこのテストに沿って考えたり、言ったり、行動したりするうちに、社会的な信用
が高まり 5 年後には、借金を完済し、15 年後には株主に多額の配当を出せる優良企業になりました。
四つのテストの実践事例として、出入りの印刷業者が 500 ドルも安く見積り、納品後そのミスに気づき、
担当者に事情を話したところ気持ちよく、500 ドルを上乗せして支払ったそうです。

（来週に続く）

参考資料：ロータリー情報マニュアル／古河東ロータリークラブホームページ資料室
田中毅 PDG「ロータリーの源流」

▮

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ

［2018-2019 年度 9 月第一例会のご案内］
議長

森博一 幹事 柳加奈子

■日時：2018 年

9 月 9 日（日）集合／8：00

■内容：日帰り研修

解散予定／19：00

予定（案）

8：00 古河駅集合
10：00 靖国神社参拝
10：30 遊就館見学 自由時間
13：00 昼食
■参加費：8,000 円（予定金額）

14：00 自由見学
（東京国立近代美術館、国会議事堂、皇居ほか）
17：00 出発
19：00 古河駅解散

■登録返信先：古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ

幹事 柳加奈子
E-mail: hughhugh.ky@gmail.com
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スマイル委員 鈴木操

名前

メッセージ

鹿島臨海 RC 福冨庄治会長 本日は、お世話になります。皆様にお会いすることが出来て大変うれしく思っており
根本恵理子幹事
ます。今後とも、ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
古谷弘之会長
小森谷久美幹事

鹿島臨海 RC 福冨会長、根本幹事、細田様、岩井様ようこそお越し下さいました。真壁 RC より
米山奨学生金さん、カウンセラー皆川様ようこそお越し下さいました、本日の卓話、カナダ、ト
ロント国際大会報告、おもしろい写真は出てくれるかな！？楽しみにしております。

山崎清司 PDG

トロント国際大会参加報告楽しみです。松本幸子会員、江口紀久江会員よろしく！
鹿島臨海 RC の会長幹事さん、細田さん、岩井さんようこそ。
第１回会長・幹事会ごくろうさまでした。

植木静子

先日はありがとうございました。

江口紀久江， トロント国際交流大会の報告をさせて頂きます。来年度ドイツも含めて今後の大会も親睦を深める
松本幸子
ために多くの参加を願います。
久野茂

本日は、SAA を依頼されまして久しぶりに「タスキ」をかけさせていただきます。
鹿島臨海 RC より、遠いところご出席いただきまして、ありがとうございます。
衛星クラブについて、例会後、お話し合いを期待しています。

佐谷道浩

８月 25 日は、息子の結婚式で大阪でした。
ついでに、なんばグランド花月で吉本新喜劇を楽しんできました。

須田純一

納涼祭お疲れ様でした。

白戸里美

先週金曜日 24 日小堤小児童クラブにて絵手紙体験談教室を行いました。
和やかに行えましたこと参加して下さったこと皆さんに感謝致します。

福江眞隆

長い夏もやっと終わりそうですね。昔から、柿が色付く頃、医者が青ざめると言いますが、これから
しばらくは、秋の穏やかな日々が続くと良いと思います。病院の売上げは少なくなってしまいます
が・・・。病院はロータリーと同じ、奉仕の精神で頑張ります！！

三ヶ尻智昭

8 月 25 日納涼例会ご参加ありがとうございました。盆休み京都へ行ったお土産ご賞味下さい。

山腰すい

8 月 25 日は、地元で盆踊り大会があり、子ども着物教室の生徒とおどりを楽しんできました。
納涼例会参加できなくて残念でした。国際大会のお話楽しみです。

池田三郎・海老沼堯・岡村裕太・柿沼利明
小山幸子・佐藤孝子・杉岡栄治・須永恵子
高橋采子・田口精二・武澤郁夫・福田優子
星野龍肇・大高滋・鈴木操・松井実・大橋みち子

鹿島臨海 RC の皆様、米山奨学生のキムさん、米山カウンセラー
の皆川様、ようこそいらっしゃいました。
江口様、松本様、トロント国際大会お疲れ様でした。
ご報告を楽しく聞かせていただきます。

人数

合計

累計

目標額

達成率

32 名

￥67、000

￥602、000

￥2、200、000

27.36%
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「カナダ・トロント国際大会参加報告」

松本幸子会員／江口紀久江会員
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例会日程

例会会場

内

容

会員卓話「地区研究会参加報告」
第 1863 回例会
9 月 11 日（火）

奉仕プロジェクト研究会 江口紀久江会員／松本幸子会員
古河商工会議所 3Ｆ

クラブ奉仕研究会 武澤郁夫委員長／田口精二委員長
白戸里美委員長
〖お弁当担当：喜楽飯店〗

第 1864 回例会
9 月 18 日（火）
第 1865 回例会
9 月 25 日（火）

会員卓話
古河商工会議所 3Ｆ

医療法人徳洲会古河総合病院 院長 福江眞隆
〖お弁当担当：山水〗

古河商工会議所 3Ｆ

地区行事他

会員卓話「イニシエーションスピーチ」須田純一会員
〖お弁当担当：静〗

髙橋賢吾地区ガバナー スローガン「ロータリーの心と力を地域社会へ」

10 月 9 日（火）

ガバナー公式訪問に備えて（太田慶樹第 4 分区ガバナー補佐来訪）

10 月 16 日（火）

髙橋賢吾地区ガバナー 公式訪問

2019 年 2 月 3 日（日） 第 4 分区 ＩＭ

ホスト境 RC

◆例会を欠席する時は前日までに幹事又は

幹 事：小森谷久美
S A A：石川久
◆原稿の送信先は

創

e-mail
e-mail

SAA までご連絡ください。

kumikomo@trio.plala.or.jp
first-9@kiu.biglobe.ne.jp

0280-48-1425／FAX 0280-48-5588
0280-22-5523／FAX 0280-22-6606

e-mail m5.matsui@nifty.com 又は FAX 0280-22-4933（松井）までお願いします。

立：1982 年（昭和 57 年 7 月 6 日）URL：http://www.kogaeast.jp 週報他、例会等の詳細情報はホームページをご覧ください。

例会日時：火曜日（12:30～13:30）例会場：古河商工会議所 3F（古河市鴻巣 1189-4
文

責：古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会

[松井・齊藤（愛）・柿沼]
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電話 0280-48-6000 FAX0280-48-6006）

