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本日は、古河よかんべまつりに向けた「絵手紙体験例会」です。古河絵手紙の会の皆

様のご指導のもと、素敵な作品を作りましょう。 

古谷小森谷年度、正念場を迎えております。これからガバナー補佐ご来訪、ガバナー

公式訪問、古河よかんべまつりと重要な行事が目白押しですので、皆様宜しくお願いし

ます。 

 

 

司会進行 石川久 SAA 点鐘 古谷弘之 会長 白戸輝子 ソングリーダー 三ヶ尻智昭 親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【ご来訪ロータリアン・お客様】 

浦和東 RC 小林和章 様 小林様ご友人 井上学 様 古河絵手紙の会 八木美恵子会長 他 6名の皆様 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■クラブ協議会 ガバナー公式訪問に備えて 

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 

♬ロータリーソング♬ それでこそロータリー 

2018.10.9 

第 1867 回例会 

 

14

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 1866回例会 2018年 10月 2日（火）12時 30分 例会場 

君が代、奉仕の理想、バースデイソング オーディオ担当 
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【ご挨拶】 

小林和章 様（浦和東 RC） 

9月に、当社（株式会社大双）が古河に事業所を設置しました。私のクラブの北パスト

ガバナーに伺ったところ、山崎パストガバナーの在籍されている古河東 RCにぜひ訪問

するようにと進められ、本日は勉強しに参りました。当社の取締役に、事業の概要を話

してもらいます。 

 

 

井上学 様 

古河二高近くの幸町に事業所を構え、訪問看護リハビリステーションと総合発達支援デ

イサービスの施設を 11 月に開業予定です。さらにもうひとつ福祉施設を作る予定であ

り、三か所一体となって、この地域に貢献していきたいと思います。 

 

 

 

【月初めのお祝い】 

該当者：武澤郁夫会員、鈴木操会員、須田純一会員 

 

 

 

 

 

◆第 4回理事会承認事項 

［1］9 月の会計報告 

［2］佐谷大高年度会計報告 

［3］納涼例会決算の件 

［4］ガバナー公式訪問プログラム、予算書の件 

［5］衛星クラブ増強チラシの件 

［6］ライラ参加費の件 

［7］コピー機の件 

［8］11月のプログラム 

◆報告事項 

［1］10月 30日卓話者が変更となります。例会終了時間は 13時 40分です。 

（変更）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 

［2］ロータリーの友、ガバナー月信はメールボックスに配布しています。 

［3］次週 10月 9日は太田ガバナー補佐ご来訪、翌 10月 16日はガバナー公式訪問です。 

 

●お土産を頂きました。 

浦和東ロータリークラブ小林様から「彩菓の宝石」  

幹事 小森谷久美 
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▮ プログラム委員会 海老沼堯 委員長 

11月のプログラムを例会発表します（コピー機の故障のため、次回例会でレターケースに配

布します。概要は後記のとおりです）。 

▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

◆本日は絵手紙体験例会です。本番の絵手紙展の宣伝もよろしくお願いします 

（配布したチラシや、ポスターをご利用ください）。 

◆山川邸グリーンハウス贈呈式のご報告（9月 25日（火）） 

あいにくの雨でしたが、クラブから 19名が参加し、盛大に執り行われました。贈呈式の模

様は古民家再生協会のブログにもアップされています。贈呈式に用いた目録の封筒は、絵手紙の会の八

木先生に描いていただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 雑誌委員会 三田浩市 委員長 

本日配布の「ロータリーの友」10月号から、興味深い記事を紹介します。 

◆「菜の花と河津桜で開花した町おこし」渥美 RC（愛知県）（横書き 22頁） 

ロータリー財団補助金を利用し、2004年から始まった町おこし事業について。県や町の土

木課に話を通し、地域住民にオーナーになってもらう形で免々田川沿いに 300本の河津桜

を植樹し、その管理をクラブで行っています。また、町の商工会や各種団体の協力を得て「菜の花と桜

まつり」を毎年開催しています。まさに地域に溶け込んだロータリー事業といえます。平成 28 年度都

市景観大賞において、国土交通大臣賞も受賞したそうです。 

◆今月も、小山幸子会員の短歌が掲載されました（縦書き 20頁）。 

「一幅の絵画のごとし窓に見る天空の藍きわまりて夏」 

▮ 親睦活動委員会 三ヶ尻智昭 委員長 

ガバナー公式訪問の出欠確認中です。ご協力宜しくお願いします。 
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▮ ゴルフ同好会 小倉郁雄（今回幹事） 

9月 30日実施予定のゴルフ同好会は、台風 24号の影響で中止となりました。 

次回は忘年ゴルフコンペとして実施します（日程は決まり次第お知らせします）。 

▮ 出席委員会 福江眞隆委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来る 11月 3日（土）及び 4日（日）に古河総合公園（古

河公方公園）で開催されます「古河よかんべまつり」で

の絵手紙展に向けて、古河絵手紙の会の皆様をお招きし、

絵手紙のご指導をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古河絵手紙の会会長 八木美恵子様 

  

第 1866 回例会（10/2） 第 1864 回例会（9/18）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 39 名 ③出席又は Make Up 会員数 37 名 

④出席率 76.47％ ④出席率 72.55％ 
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絵手紙体験風景 
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名前 メッセージ 

浦和東 RC 小林和章様 

ご友人 井上学様 

本日は、古河に事業所をオープンしましたので、ご挨拶に参りました。当クラブの北 PG

より、古河東 RC で勉強してくるように申し受けました。宜しくお願いいたします。 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

小林和章様、井上様ようこそ。 

古河絵手紙の会の皆様、宜しくお願いいたします。 

山崎清司 PDG ①浦和東 RC 小林様ご友人の井上様ようこそおいでくださいました。 

②昨日の台風 24 号で当クラブ贈呈のグリーンハウスが心配でみに行きましたら大丈夫でした。

③絵手紙指導宜しくお願いいたします。 

板橋孝司 古河絵手紙の会の皆さん、ご指導宜しくお願いいたします。 

又、本日は食品衛生協会の会議の為、早退させていただきます。 

又、本日は浦和東 RC より小林さん友人の井上さんご来訪ありがとうございます。 

岡村裕太 先日のゴルフは残念でした。 

次の機会まで、また腕を磨きたいですね･･･絵手紙頑張りまーす！！ 

佐谷道浩 お誕生日おめでとうございます。 

鈴木操 

武澤郁夫 

誕生日プレゼントありがとうございました。また一つ年を重ねます。 

元気で例会に出席できるよう頑張ります。古河絵手紙の会の皆様本日は宜しくお願いいたします。 

浦和東ロータリーの皆様本日はようこそいらっしゃいました。 

田口精二 今年も絵手紙の季節がきました。ハジをかいたり汗をかきたいと思います。 

福江眞隆 本日は絵手紙体験例会ですね。絵心はたいしたことはありませんが、スケッチは好きでした。 

久しぶりにお絵かきを楽しみたいと思います。 

森敏夫 古河絵手紙の会の皆様、大変お世話になります。 

古河保健所での会議がありますので早退させていただきます。 

海老沼堯・小林好子，

小山幸子・坂田信夫 

佐藤孝子・杉岡栄治 

須田純一・白戸輝子 

三田圭子・石川久 

大高滋・大橋みち子 

齊藤愛・三ヶ尻智昭 

浦和東 RC 小林様、ご友人の井上様、ようこそいらっしゃいました。 

10 月お誕生日の皆さん、おめでとうございます。 

古河絵手紙の会の皆様、ご指導宜しくお願いいたします。 

本日もよろしくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

27 名 ￥54,000 ￥912,000 ￥2,200,000 41.45% 

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 1868 回例会 

10 月 16 日（火） 

ホテル 山水 

古河市中央町 1-8-32 

電話 0280-22-0226 

髙橋賢吾ガバナー公式訪問 

RI 2820 地区ガバナー 髙橋賢吾 様、他ご来訪 

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 

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

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 

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 

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 

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 16 日（火） 髙橋賢吾地区ガバナー 公式訪問  

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] 


