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本日は、白戸仲久パストガバナー、第 4分区ガバナー補佐太田慶樹様、セクレタリー

風見義孝様、ようこそいらっしゃいました。よろしくご指導の程お願い致します。 

これからクラブ協議会がございますので、短めにお話しいたします。 

皆様ご存じのとおり、10月は、米山月間です。クラブは、この月に、米山奨学事業の

意義を深く認識し、寄付金を募っております。 

そのため、米山奨学生や地区役員、委員の卓話を聞き、更に奨学会から提供される資料を基に、

クラブフォーラムを開催することが、推奨されております。 

奨学会の目的及び事業について、寄付及び表彰制度、奨学生の資格等は、米山記念奨学会のホ

ームページを参考にしてください。 

 

 

司会進行 石川久 SAA 点鐘 古谷弘之 会長 福田優子 ソングリーダー 鶴岡学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■髙橋賢吾ガバナー公式訪問（会場：ホテル 山水） 

RI 2820 地区ガバナー 髙橋賢吾 様／地区幹事 小倉克夫 様 

地区会計長 林明 様／第 4 分区ガバナー補佐 太田慶樹 様 

チーフセクレタリー 萩原康成 様 ご来訪 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想 

2018.10.16 

第 1868 回例会 

 

15

日

10 月の強調月間『経済と地域社会の発展月間、米山月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 

第 1867回例会 2018年 10月 9日（火）12時 30分 例会場 

それでこそロータリー オーディオ担当 
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【ご来訪ロータリアン・お客様】 

第 4分区ガバナー補佐 ガバナー補佐セクレタリー 

パストガバナー 白戸仲久 様 太田慶樹 様（境 RC） 風見義孝 様（境 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

［1］次週はガバナー公式訪問です。会場はホテル山水となります。高橋ガバナーは 9時 50分

にホテル山水到着予定です。パスト会長ほかお出迎えご予定のみなさまは、9時 30分ご

ろまでにホテル山水ロビーにご集合ください。 

現地案内は古民家山川邸をご案内します。 

［2］駐車場の不足が予想されますので、プリントにあります駐車場をご利用いただきますようお願い致し

ます。 

［3］ガバナー公式訪問では、現況報告書、手続要覧をご持参ください。会員バッジの装着をお願いします。

現況報告書の正誤表をメールボックスに配布しました。 

［4］星野会員ご母堂様の本葬の日程が決まりました。11 月 11 日（日）14 時から、円満寺で行われます。

駐車場はセレモニーホールまごころさんと小堤小学校になります。そこからシャトルバスが出ますの

でご利用ください。 

［5］古河 RCより「許我の歴史をまるかじり」という内容でご案内が来ています。参加ご希望の方は古河

RCまでお願いします。 

［6］クラブのコピー機を購入しました。ご不便をおかけしました。 

［7］水戸 RC、水戸西 RCの週報が届いています。回覧します。 

 

▮ プログラム委員会 海老沼堯 委員長 

皆様のメールボックスに、11月の例会プログラムを配布致しました。 

尚、地区行事等に記載あります世界ポリオデーは、10月 24日と訂正願います。 

▮ 親睦活動委員会 三ヶ尻智昭 委員長 

次週 10月 16日（火）のガバナー公式訪問、親睦活動委員の皆さんは、12時集合にてお手伝

いご協力方お願い致します。 

また、11月中旬ごろ、クラブの倉庫を整理いたしたいと思います。 

その際も、ご協力お願い致します。 

  

幹事 小森谷久美 
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▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

11 月 3 日（土）、4 日（日）、古河よかんべまつり、絵手紙展の出席確認表を回覧いたしてお

ります。必ずご記入願います。尚、11 月 2 日（金）午前 8 時 30 分からパネルの搬入、展示

のお手伝いなどがございます。こちらについても、ご記入願います。11月 3日（土）には、

太田ガバナー補佐がおいで下さる予定です。よろしくご参加願います。 

▮ 地区青少年奉仕委員会(ローターアクト委員会) 江口紀久江 委員 

10月 7日（日）8日（月）、大洗こどもの

城にて、今年度テーマ「君たちはどう生き

るか」～ロータリーファミリーとしての生

き方を問う～に基づき、13歳～学生、交換

留学生、Rotex、社会人、と幅広く約 80名が 7チームに分

かれ行動を共にし、発表へといたりました。 

RYLA からアクトへ、そしてロータリーへ、との繋がりを

願い思い伝える、伝えたい日々でありました。 

▮ 会員増強委員会 柿沼利明 委員長 

先ず、ゴルフ同好会の件です。 

前回のゴルフ同好会は、台風 24号の影響で中止となりました。 

11 月 23 日(金)勤労感謝の日忘年ゴルフコンペとして実施します。よろしくご参加の程お願

い致します。 

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブの会員増強パンフレットが出来上がりました。 

今回、500 枚用意しました。衛星クラブの会員はじめ、古河よかんべまつり、絵手紙展の会場に於いて、配

布勧誘致したいと思います。よろしくご協力お願い致します。 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 古河地区ローターアクトクラブ 

◆10月例会のご案内 

第 1例会 10月 20日（土）水戸にてソフトボール大会 登録開始 PM12：30～ 

第 2例会 10月 23日（火）ハロウィン例会（坂長）PM19：30～ 

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ、下館 RACと合同例会  

第 1867 回例会（10/9） 第 1865 回例会（9/25）前々回 

①名誉会員を除く会員数 52 名 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 ②出席計算に用いた会員数 51 名 

③出席又は Make Up 会員数 41 名 ③出席又は Make Up 会員数 38 名 

④出席率 80.39％ ④出席率 73.08％ 
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【開会宣言】古谷弘之会長 

 

 

【講話】ガバナー補佐 太田慶樹 様 

 

今回ガバナー補佐になって、研修の席で、RI 会長テーマ「インスピ

レーションになろう」ってなに？と思っておりました。髙橋賢吾ガバナー

は、「ロータリーの心と力を地域社会へ」をスローガンとして、始まりまし

たが、始めはよくわかりませんでした。研修したり、いろんな委員会の勉強した中で、ロー

タリークラブはいろんな運動をしておりまして、特に、国連が推奨しております（Sustainable 

Development Goals）SDGs（持続可能な開発目標）2015年に国連で採択されたものですが、

ガバナー月信 10 月号 1 頁に掲載がありますし、興味のある方は、ネットでも是非調べてみ

てください。国連或は世界、日本を代表する企業が、そういった方向に向いていることに改

めて勉強させていただけます。 

私どもで、50周年の記念事業をやるということで、新しいホームページを作成いたしまし

た。 

そのときに、お客様に対する共通言語をはめ込んで下さいといわれました。 

「先ほどの SDGs（持続可能な開発目標）のいくつかの項目の中の共通言語を入れないと、

メーカー、お客様が、その言葉を拾いながら、お客様選びをしているのだから、環境にやさ

しい、とか、共に作り出すとか、そのような言葉をちりばめなさい。」と JFE ホールディン

グスの林田さんが、おっしゃられました。 

ロータリークラブは、だいぶ前から、いくつかの項目の中の共通言語を世界的なターゲッ

トとしていることに、改めて気づかされました。 

ロータリークラブは、地元だけに目を当てるのではなく、世界に広げて、自分たちの行動

もまた、そういった方向に向けてゆかなくてはならない。そして、ローターアクト、インタ

ーアクトを中心にした若い人たちの世代の行く末に力を入れて行かなくてはならないと改

めて思い知らされました。 

いろんな教師のレベルがあるそうですが、レベル 1は良くしゃべる、レベル 2は、分かり

やすく丁寧に砕いて話す、レベル 3は、問題意識を提示する、レベル 4になりますと、心に

火をともす。そういった教師が最上の教師であるとありますが、人生を考えてみますに、お

互い心に火を灯し合うのが人生だと思いますが、そういう人に、ロータリーの面々も、なっ

て欲しいというのが、RI会長の「インスピレーションになろう」というメッセージだったと

思います。 

髙橋賢吾ガバナーは、各委員長さんの発表を丁寧に聞いて、いろんな問題があれば、おた

がいに解決しようよといったスタンスです。 

皆様方の一人一人に、心に火を灯せるリーダーだと思います。 

公式訪問の席から、皆様が何かインスピレーションを感じて、ロータリーの心と力を地域

社会へ表現できるメンバーになられることを期待いたしております。 

〖お詫び 紙面の都合により、前後割愛させていただきました〗 

  

ク ラ ブ 協 議 会 
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名前 メッセージ 

パストガバナー 白戸仲久様 

（古河中央 RC） 

本日は、メーキャップでお世話になります。 

また、常々娘がお世話になっておりありがとうございます。 

ガバナー補佐 太田慶樹様 

セクレタリー 風見義孝様 

（境 RC） 

本日は、よろしくお願い致します。 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

白戸パストガバナー、太田ガバナー補佐、風見セクレタリー、本日はお越しいただきありがとう

ございました。来週のガバナー公式訪問の件、ご指導宜しくお願いいたします。 

久野茂 第 4 分区ガバナー補佐太田慶樹様、セクレタリー風見義孝様、ようこそ！！ 

ご指導宜しくお願いいたします。 

各委員長様も、公式訪問を終えると、一息つけますね。 

会長幹事を先頭に、気張れ！！ 

齊藤忠 久々の例会出席です。休みが多くてすみません。本日は、宜しくお願いします。 

白戸里美 先日の絵手紙体験例会では、皆さん、お疲れ様でした。先週の作品が古河よかんべまつり、絵手紙展

に展示されますので、お手伝いも兼ねて、参加をお願い申し上げます。 

福江眞隆 白戸パストガバナー、太田ガバナー補佐、風見セクレタリー、ようこそ、古河東 RC へ。 

気温の変化が激しすぎて、体調を崩さないよう、皆様、御自愛を！ 

池田三郎・植木静子 

海老沼堯・岡村裕太 

小倉郁雄・柿沼利明 

小林好子・小山幸子 

坂田信夫・佐谷道浩 

佐藤孝子・杉岡榮治 

須永恵子・高橋采子 

田口精二・武澤郁夫 

白戸輝子・福田優子 

福富好一・三田浩市 

石川久・江口紀久江 

鈴木操・大橋みち子 

松井実・三ヶ尻智昭 

森敏夫 

白戸パストガバナー、太田ガバナー補佐、風見セクレタリー、ようこそいらっしゃいました。

ありがとうございます。 

ガバナー公式訪問について、ご指導宜しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

37 名 ￥80,000 ￥992,000 ￥2,200,000 45.09% 

スマイル委員長 小林好子 
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例会日程 例会会場 内 容 

第 1869 回例会 

10 月 23 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ガバナー公式訪問を終えて」 

古谷弘之会長／小森谷久美幹事／五大奉仕委員長 

〖お弁当担当：喜楽飯店〗 

第 1870 回例会 

10 月 30 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

お客様卓話【40 分卓話】「防災」について 

国土交通省関東整備局 利根川上流河川事務所 防災対策課 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

第 1871 回例会 

11 月 6 日（火）↓ 

11 月 3､4 日（土､日） 

古河公方公園 

（古河総合公園） 

古河市鴻巣 399-1 

移動例会「古河よかんべまつり」会場内 

絵手紙体験及び絵手紙展 開催（担当：社会奉仕委員会） 

第 1872 回例会 

11 月 13 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

月初めのお祝い 

お客様卓話「ロータリー財団出前卓話」新井和雄 様（下館 RC） 

地区ロータリー財団委員会 補助金委員長 

平和フェローシップ委員長 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

第 1873 回例会 

11 月 20 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会 

会員増強の施策検討会 

会員増強委員会／ロータリー情報委員会 

会員選考・職業分類委員会 

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

第 1874 回例会 

11 月 27 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

お客様卓話 古河商工会議所 

専務理事 中村栄 様／事務局長 森義広 様 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

地区行事他 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 24 日（水） 世界ポリオデー  

2019 年 2 月 3 日（日） 第 4 分区 ＩＭ ホスト境 RC 

2 月 23 日（土） 
ロータリーの創立記念日 

1905 年（明治 38 年）アメリカ・シカゴで、世界初のロータリークラブを設立 

3 月 11～17 日（月～日） 世界ローターアクト週間  

4 月 20､21 日（土､日） 地区大会  

6 月 1～5 日（土～水） 国際大会 ハンブルグ（ドイツ） 

◆例会を欠席する時は前日までに幹事又は SAA までご連絡ください。 

幹 事：小森谷久美 e-mail kumikomo@trio.plala.or.jp 0280-48-1425／FAX 0280-48-5588 

S A A：石川久 e-mail first-9@kiu.biglobe.ne.jp 0280-22-5523／FAX 0280-22-6606 

◆原稿の送信先は e-mail m5.matsui@nifty.com又は FAX 0280-22-4933（松井）までお願いします。 
 

創 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 電話 0280-48-6000 FAX 0280-48-6006） 

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] 


