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「ガバナー公式訪問を終えて」 

平成最後のガバナー公式訪問が終わりました。皆様本当にご苦労様でした。 

当日、誰よりも早く、自分でタクシーを運転して山水さんに行きました。ガバナーご

一行が予定の時間よりも少し早く到着されました。写真撮影後、山川邸の見学に向かい

ましたが、自分はこの間、ロータリークラブ会長兼タクシー運転手という 2役をこなし

ました。第 2820 地区の中でも、会長兼タクシー運転手というのは、後にも先にも自分だけでは

ないかと思い、歴史に残る会長になれたような気がしました。 

続いて、例会においては、ガバナーご持参の黄金ぴかぴかの鐘を叩くことになり、あまり強く

叩いて傷を付けてはいけないと思い、おそるおそる叩きました。髙橋ガバナーの丁寧な卓話は、

大変ためになりました。そして、クラブ協議会は、委員長の皆様の熱心な発表とガバナーの熱い

指導で、3時間を超える長丁場でした。 

懇親会では、髙橋ガバナーに最後までおつきあいいただきました。ガバナー公式訪問の 1日は、

私にとって本当に良い経験でした。この 1日が終わり、ほっと一安心しました。 

皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

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 岡村裕太 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の予定 

■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 

♬ロータリーソング♬ 古河東ロータリークラブソング 

2018.10.30 

第 1870 回例会 

 

17

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 1869回例会 2018年 10月 23日（火）12時 30分 例会場 

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング オーディオ担当 
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◆報告事項 

［1］新入会員の件、会員選考・職業分類委員会で審査いただきました。お名前は井上学さん、

職業分類は医療・福祉です。異議申出は７日以内に書面にて幹事までお願いします。 

［2］11月の理事会は、来週 10月 30日となります。11時より古河商工会議所 3Ｆです。 

［3］10月 17日茨城新聞の「ロータリー情報館」に山川邸グリーンハウス贈呈の記事が掲載

されました。回覧します。 

［4］髙橋ガバナーより公式訪問のお礼状が届いています。 

ガバナーよりいただいたロータリーのステッカーは各自メールボックスに配布しました。 

［5］次週例会はお客様卓話です。卓話時間は 40 分となります。終了時間が延長になる可能性があります

ので、ご承知おきください。 

［6］古河商工会議所報「アクティヴ」を回覧します。 

▮ 青少年奉仕委員会 福田優子 委員長 

［ハロウィン例会へのお誘い］古河地区 RAC、古河東ゆきはな RSC、下館 RAC合同 

平成 30年 10月 23日（火）午後 7時 30分～ 坂長「石蔵」（ミニホール） 

▮ ロータリー財団委員会 岡村裕太 委員長 

［ロータリー財団寄付のお願い］ 

来月（11月）はロータリー財団月間です。11月第 2～第 4例会を目安に、以下のとおり本

年度の財団寄付を募ります。何卒ご協力のほどお願い申し上げます。 

年次基金へのご寄付 130USD 

ポリオ・プラス基金へのご寄付 20USD 合計 150USD（切り上げて 2万円お願い致します） 

▮ ロータリー情報委員会 佐藤孝子 委員長 

［第 1回いちご会開催のご案内］ 

下記のとおり「いちご会」を開催いたします。皆様の参加をお願いします。 

ゆきはなロータリー衛星クラブ会員も出席をお願いします。 

日時 11月 13日（火）午後 7時～午後 7時 45分 その後、懇親食事会 

場所 ホテル山水 

議題 eクラブについて 

講師 山崎清司パストガバナー、松井実クラブ会報・IT委員長 

次第 ① 開会挨拶 ② 会長挨拶 ③ 研修 ④ 閉会挨拶 ⑤ 懇親食事会 

会費 2,000円 

▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

本日（10 月 23 日）例会終了後、よかんべ祭りの前日準備と当日の流れについて説明します

ので、社会奉仕委員の皆様は少しの間お集まりくださいますようお願いします。 

  

幹事 小森谷久美 
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▮ すみれ会 高橋采子 会長 

［すみれ会第 2回例会のご案内］（確認です） 

日時 平成 30年 10月 24日（水）午後 7時より 

場所 ホテル山水 

講師 山崎清司パストがバナー 

▮ 出席委員会 鶴岡学出席委員代理 

 

 

 

 

 

 

▮ 古河地区ローターアクトクラブ 

［ハロウィン例会参加報告］江口紀久江 地区ローターアクト委員 

10月 23日（火）PM7：30～坂長にて、古河地区ローターアクトクラブ、ハロウィン例会が開催されま

した。古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ、下館ローターアクトクラブとの合同例会の中、その人数

を上回る当クラブ会員が全力の仮装で参加しました。年々、ヒートアップする仮装…。山崎 清司パスト

ガバナーが仮装優勝し、大きな笑いの中楽しい例会となりました。参加協力有り難うございました。 

［古河東クラブからの参加者］山崎 清司・久野 茂・坂田 信夫・佐谷道浩・森敏夫・須永恵子 

松本幸子・石川久・斉藤愛・鶴岡学・江口紀久江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1869 月分回例会（10/23） 第 1867 回例会（10/9）前々回 

名誉会員を除く会員数 52 名 名誉会員を除く会員数 52 名 

出席計算に用いた会員数 51 名 出席計算に用いた会員数 51 名 

出席又は Make Up 会員数 34 名 出席又は Make Up 会員数 42 名 

出席率 66.67％ 出席率 82.35％ 
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▮ すみれ会 

［すみれ会第 2回例会開催報告］高橋 采子 会長 

10月 24日（水）山水にて、すみれ会第 2回例会が、山崎 清司パストガバナーによる「笑って覚えるロ

ータリー」の卓話を頂き開催されました。前日のハロウィンの仮装で話して頂き、始めから笑える、笑

いながらロータリーを知る事が出来ました。 

※山崎清司パストガバナーのコメント 

「堪え難きを堪え、忍び難きをしのび、評判をおとしピエロになり」 

と苦境の中の卓話でした。皆様に喜んでもらえばそれでよしですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小森谷久美 幹事 

ガバナー公式訪問では、会員のみなさまにご支援いただき、無事終了することができまし

た。ありがとうございました。今は、ホッとしているというのが素直な感想です。 

ガバナー公式訪問にあたり、事前調査というものが参りまして、クラブの長所と短所を箇

条書きにするというものがありました。長所については、 

・20歳代から 80歳代まで、会員年齢層の幅が広いです。親子会員も多数います。 

・2016年に衛星クラブを設立し、衛星クラブの例会や奉仕活動が軌道に乗ってきました。 

・女性会員が 3分の 1を占めています。 

・入会 5年未満の会員を対象にした「いちご会」の開催で研修及び親睦を図っています。会員の参

加率も高いです。 

そして、短所については、「特に思い当りません。」と、強気の答えを書いてしまいました。 

この答えにガバナーに火をつけたのかどうかわかりませんが、クラブ協議会では熱血指導が続き、予

定時間を大きくオーバーし、懇親会準備が間に合わないかとハラハラしました。 

ガバナーのご指導を私なりに解釈すると、クラブの奉仕事業すべてに PDCAサイクルをあてはめ、ア

イデアを出し合って例年通りの事業をしない。マンネリを避けるように求めていました。さらに、中長

期計画を作って担当者が変わったとしても、クラブのメンバーが目指す共通の目標を達成するような仕

組みを作るということをおっしゃりたいのだと思いました。そこには委員会だけに縛られず、横の連携

をとることも大切だということも何度も繰り返していました。自分の取り組みで振り返ってみると、横

の連携という意味では、古河東 RC は比較的連携していると思いますが、事業終了後の反省や検証とい

うのは少なかったかなと反省しました。今後、様々な事業を行っていくうえで、ヒントになることをた

くさんご指摘いただきました。 

それから、懇親会での林会計長のサプライズ演奏はいかがでしたか？山崎パストガバナーの（強引  

「ガバナー公式訪問を終えて」 
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な？）依頼で公式訪問の直前に持ちあがった話でした。クラブで知っていたのは、山崎さんと古谷会長

と三ヶ尻さん、私の 4人だけでした。サプライズなので、リハーサルの音も出すわけにいかなくて、山

水のバックヤードでこっそり音を出していました。本番では、素晴らしい演奏で懇親会の雰囲気が格調

高くなったかと思います。 

古谷年度前半の最大イベントが終わりホッとしていますが、これから絵手紙展や出前授業、ウインタ

ーフェスティバル、ワンデイホスピタリティーなど、奉仕事業がどんどん始まります。幹事として気の

きかないことも多々ありますが、引き続きご指導のほどよろしくお願い致します。 

 

武澤郁夫 職業奉仕委員長 

ガバナー公式訪問は、会員の皆様のご協力により無事終了しました。古谷会長、小森谷幹

事、お疲れ様でした。自分もほっとしました。クラブ協議会での自分の発表が終わった瞬間

に目の前のおまんじゅうを食べてしまったくらい、ほっとしました。 

例会には白戸パストガバナーにも例会に参加していただき、古河東クラブに花を添えて

いただきました。 

クラブ協議会では、ガバナーの熱心なご指導をいただきました。まさに熱血先生！ガバナーは立派な

方です。現況報告書を読み込んでくださっていて、お忙しいのに頭が下がります。 

懇親会では、林会計長のバイオリンのサプライズ。市民楽団のコンサートマスターはすごいと思いま

す。会員の皆様、お疲れ様でした。 

 

白戸里美 社会奉仕委員長 

高橋ガバナー公式訪問当日・・・9 時 50 分に会場である山水さんに到着され、その後今

年の社会奉仕委員会の新規プロジェクトである古民家山川邸にご視察の時間を作ってもら

えるということになりました。山水さんから山川邸は車で 30分はかかると思われましたが、

もしかして早く到着され、早く出発されたら・・・と思い、私は現地に 9時半に到着し、ひ

とりあちこちうろうろ落ち着かない気持ちで皆様の到着をお待ちしておりました。先日の贈呈式ではあ

いにくの雨でしたが、この日は晴れて何よりでした。 

ガバナーが到着され、まずはグリーンハウスを見て頂き、写真撮影。その後、山川邸屋敷に移動し、

座敷まで上がってご覧になっていらっしゃいました。時間がない中でもじっくり見て頂き、こちらもお

待ちしていた甲斐がありました。 

さて、クラブ協議会が 14 時からスタート。私は今年で 3 回目ですが、毎回この緊張感に満ちた空気

が苦手です、逃げ出したくなってしまいます。 

私の社会奉仕委員会報告に関しては 4つほどご指摘、ご指導を頂きました。 

［1］継続事業は都度見直して工夫する。 

⇒これは確かに納得でした。継続事業に関しては例年通り進めるのが良いのだろうと考えていたの

で工夫をしていいのだ、となれば今後の継続事業は今までよりわくわくするものになっていける

予感を感じました。 

［2］米山奨学生も一緒に活動するように。 

⇒確かにそうかもしれません、今後仲間として意識していきたいと思いました。 

［3］3～5年くらいの中長期計画で構想を作り、どう育てたいかをイメージする。 

⇒今年の古民家山川邸プロジェクトなどはまさにこれから動き出そうとしている案件なので、来年

も再来年も無理ない形で古河東として何らかの支援をしていけるのであれば、私にとっては願っ

たり叶ったり・・・理想の形であると感じました。 
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［4］活動したら必ず HP、フェイスブックにアップ。 

⇒必ずアップ、しかもスピーディに・・・という感じは同感しました。 

タイムリーに情報を出していけるよう、努力したいと思います。 

以上 4点でした。クラブ協議会を終え、国際奉仕委員長の田口さんとやはり奉仕委員会で力をあわせ

ようよ！と意気投合しました。力を合せようよ・・・これがどこまでいっても基本なのかも知れないと

感じた一日でした。皆さん、長い一日大変お世話になりましてありがとうございました。 

 

田口精二 国際奉仕委員長 

今回の公式訪問では、ガバナーの熱い思いを感じました。はっきり物を言う方だなとい

う印象を受けましたが、それが心地よかったです。自分たちの悩みや迷いを解決してくれ

たところがたくさんありました。ロータリーの考え方も、よく理解できました。 

公式訪問の一週間前に、ガバナー補佐の太田様においでいただき、髙橋ガバナーの考え

方やご希望をお話していただきました。クラブ協議会では現況報告書を棒読みするだけではいけない、

と言われました。さてどうしよう、ということで、ガバナー事務所の月信を読み、ロータリーの入門書

を読み、国際奉仕委員会の役割、ロータリーの流れ、考え方、目的を勉強しました。そして、現況報告

書全体に目を通し、これまで先輩方がやってきたことを見直して、本番に臨みました。 

このたびガバナーからご指摘いただいた「この指とまれ」のほか、地区補助金・グローバル補助金に

ついてはもっと使えたのでは、と振り返りました。そして、そのためにはスタートをもっと早くしなけ

ればならなかったと反省しました。もし今度似た立場になったら、より早い段階で案を練っていくべき

であると思いました。 

また、奉仕プロジェクト研究会に出席した際にガバナーがおっしゃっていたことを改めて確認させら

れました。「これまでの奉仕活動の継承だけではなく、より地域に必要とされる奉仕活動を行うにはどう

したらよいかを念頭において活動するように」ということです。各委員長の横のつながりで、ロータリ

ーの目的に沿った活動ができるにはどうしたらよいかを相談しながら、先輩方の意見を伺いながらやっ

ていくことが、これからのロータリーには必要であると思いました。 

 

福田優子青少年奉仕委員長 

［1］ローターアクトについて 

会員減少の危機感を持ち、ガバナーがいつもおっしゃっている会員増強は待ったなしの状

況です。当クラブの古谷会長も会員増強を目標にしています。 

そこで、本年度は（個人的な）数値目標（古谷年度末）として、10名の会員数（荒唐無稽

かもわかりませんが）との設定をしたことを報告したところ、目標なので、頑張って欲しいとのお

言葉を頂きました。既にアクトの本年度最初の例会で、古河地区ローターアクトクラブ顧問の須永

恵子会員の紹介で、鈴木稜さんが入会しました。また、これまで複数のオブザーバーの参加もあり、

今後に期待をしているところです。 

［2］中長期の計画について 

単年度の会員増強にとどまらず、2～3年度、5年度を目標にすることの大切さをご指導いただきま

した。 

［3］今後の抱負 

山崎清司 PDG、江口紀久江地区委員、古谷会長、小森谷幹事に相談しながら、単年度だけではない、

クラブとしての中長期にわたる青少年奉仕委員会にしていけるように、委員会を開催したいと思い

ました。  
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お名前 メッセージ 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

ガバナー公式訪問ご苦労様でした。 

本日は「ガバナー公式訪問を終えて」卓話宜しくお願いします 

海老沼堯 ガバナー公式訪問お疲れ様でした。良いミーティングだったと思います。 

本日の卓話の方々お願いします。 

江口紀久江 鈴木園のしじみ入りクラムチャウダーにはまっています。 

皆さんもぜひ食べてみてください。おいしいですよ！ 

高橋采子 先週のガバナー公式訪問お疲れ様でした。 

今日は冷たい小雨になってしまいましたね！風邪ひきませんようにお気をつけください。 

岡村裕太・柿沼利明 

小林好子・小山幸子 

坂田信夫・佐藤孝子 

佐谷道浩・杉岡栄治 

須田純一・武澤郁夫 

田口精二・白戸里美 

福田優子・大高滋 

久野茂・齊藤愛 

鈴木操・松井実 

大橋みち子 

古谷会長、小森谷幹事、各委員長 ガバナー公式訪問では大変お疲れ様でした。 

卓話宜しくお願いします。 

 

 

 

【お土産を頂きました】 

武澤郁夫会員から、お菓子「日光の雅」 

 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

24 名 ￥49,000 ￥1,141,000 ￥2,200,000 51.86% 

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 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」 

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] 


