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先日 10月 25日に第 4分区会長幹事会があり、私と小森谷

幹事で出席しました。太田ガバナー補佐から、当クラブへの

ガバナー公式訪問の感想として、古河東クラブが第 2820 地

区で頭一つ抜けている、世界に誇れるクラブだよ、とのお話

をいただきました。とても嬉しくて、この日はつい飲み過ぎ

てしまいました。これからも頑張っていきましょう。 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

本日の予定 

■移動例会「絵手紙体験及び絵手紙展」開催 

（担当：社会奉仕委員会）古河よかんべまつり会場内 

2018.11.3,4 

第 1871 回例会 

 

18

日

11 月の強調月間『ロータリー財団月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 

第 1870回例会 2018年 10月 30日（火）12時 30分 例会場 

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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【ご来訪ロータリアン・お客様】 

国土交通省関東整備局 利根川上流河川事務所 

 

防災対策課長 吉成様 水防企画係長 野口様 

 

 

 

 

 

 

◆第 4回理事会承認事項 

［1］11月 20日クラブ協議会内容について 

［2］小山南 RCとの合同例会の件 

［3］次年度の友好クラブ委員会設置について 

［4］次次次期会長指名委員会からの答申の件、及び次年度理事役員の件 

［5］ウィンターフェスティバルへの参加、協賛金の件 

［6］倉庫の整理について 

［7］星野会員ご母堂様本葬の件 

［8］12月のプログラム 

［9］井上学様入会の件 

［10］境 RCより「青少年の集い」派遣 三和中学校 

◆報告事項 

［1］ロータリーの友、ガバナー月信は各自メールボックスに配布 

［2］水戸 RC、水戸西 RC週報回覧 

▮ 国際奉仕委員会 田口精二 委員長 

［ハンブルク国際大会への出席のお願い］ 

日程：2019年 6月 1日～6月 6日 

旅程：5月 24日 成田空港を出発予定 

第 1陣 ミュンヘンから入国し、ベルリンから帰国（6月 2日まで） 

第 2陣 ミュンヘンから入国し、フランクフルトから帰国（6月 6日まで） 

参加希望者は、高橋采子委員か江口紀久江委員までお願いします。 

より詳しくは、11月 13日の例会で改めてお知らせします。 

［血糖値測定器の寄贈について］ 

古河赤十字病院、近藤泰雄先生のお骨折りで、血糖値測定キットを

1、000キット以上準備できました。 

下館 RCを通じて、ネパールに送る予定です。 

  

幹事 小森谷久美 
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▮ 地区ローターアクト委員会 江口紀久江 委員 

［北関東三地区交流会のお知らせ］ 

栃木、群馬及び茨城の北関東三地区の交流会を今年も開催します。第 1 回であった昨年度

は、群馬で縄文カルタのカルタ大会を開催しましたが、今年は茨城がホストとなり、運動

会を開催します。ハードな競技は予定していませんので、皆様ふるってご参加ください。 

（登録・お問い合わせは江口紀久江地区委員まで） 

◆ 交流会 日 時：平成 30年 11月 18日（日）13時 00分～16時 00分 

登録開始：12時 30分 

場 所：古河地区体育館（匠短期大学校隣） 

登 録 料：1,000円（当日領収） 

持 ち 物：運動着（ジャージ等）、中履き運動靴（体育館用）、タオル 

◆ 懇親会（同 日）17時 00分～19時 00分 

場 所：魚民古河東口駅前店 

参 加 費：4,000円（当日領収） 

［ローターアクト地区大会について］ 

次回は 2019年 5月 5日、日立で開かれます。詳細は追ってお知らせします。 

▮ 会員増強委員会 柿沼利明 委員長 

［11月 20日のクラブ協議会の準備について］ 

協議会の班長とサブリーダーをお願いしております会員におかれては、打ち合わせをお願

いしたく、11月 13日の例会終了後にお集まりください。 

［会員増強に向けて］ 

各種委員会開催時などにも、会員増強を話題にしましょう。 

▮ 青少年奉仕委員会 福田優子 委員長 

［古河地区ローターアクト 11月例会のご案内］ 

① 11月第 1例会 日 時：2018年 11月 4日（土） 

場 所：古河公方公園 

内 容：よかんべ祭りのお手伝い 

② 11月第 2例会 日 時：2018年 11月 20日（火）PM19：30～ 

場 所：ルピナス 2Ｆ 

住 所：古河市中央町 1-5-10 

内 容：鈴木稜 卓話「バイク例会」 

登録料：1,000円 

③ その他お知らせ 

古河地区 RAC期待の新入会員 鈴木稜のライブが坂長で行われます。 

皆様お誘い合わせの上、ぜひご鑑賞下さい。 

日 時：2018年 11月 11日（日）PM13：00～17：00 

場 所：お休み処「坂長」 

住 所：古河市中央町 3-1-39 
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▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

いよいよ 11月 3日（土）と 4日（日）は「よかんべまつり」（移動例会）です。 

絵手紙展へのご協力を宜しくお願いします。 

10月 28日（日）茨城新聞朝刊 1面に山川邸が取り上げられました。回覧します。 

 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

▮ 外国人のための生活支援研修会 

10 月 21 日(日）古河市国際交流協会生活支援部会主催で、「外国人のための生活支援研修会」が開催

されました。 

講師に古河東 RCの弁護士佐谷道浩様・斉藤 愛様はじめ茨城県弁護士会の皆様総勢 5名をお迎えして

行われました。 

参加者は、会員、アットホームのサポーター、企画課職員です。鶴岡 学さんもお誘いしました。 

内容は、法テラス、外国人労働関係、離婚関係、刑事事件等説例に基づき詳しく説明を受けました。 

その後、グループに分かれ活発な討議が行われました。 

弁護士さんと直接お話しする機会はなかなかありませんので、皆さんに大変好評でした。 

実り多い研修会でした。お礼申し上げます。 

山腰すい会員記（古河市国際交流協会、顧問、生活支援部会） 

 

  

第 1870 月分回例会（10/30） 第 1868 回例会（10/16）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 38 名 出席又は Make Up 会員数 51 名 

出席率 74.51％ 出席率 100.00％ 



―5― 

 

卓話者紹介 海老沼堯プログラム委員長 

 

 

国土交通省関東整備局 

利根川上流河川事務所 

防災対策課長 吉成様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「水害から命を守るために」 
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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 

国交省利根川上流河川事務所・吉成様、ようこそいらっしゃいました。 

卓話宜しくお願いいたします。 

次週は、よかんべまつり、絵手紙展です。ふるってご参加ください。 

板橋孝司 先般、私どもの支店「柳屋支店」で火の不注意により火災を起こしてしまいました。 

関係者の皆様には大変なご迷惑をお掛けいたしました。心よりお詫び申し上げます。 

又、本日は防災対策課の吉成様、今話題のお話、楽しみです。宜しくお願いいたします。 

柿沼利明 いつ、どこで、何が起こるかわからない世の中で、やはり防災が大事ですね。 

国土交通省・防災対策課の吉成様、本日は卓話よろしくお願いします。 

白戸輝子 紅葉の便りも聞き、すっかり秋色になって参りました。 

昨日は、ハワイの孫の七五三の祝で七歳のお祝いの着物姿で神社の前で揃った写真がメールで送信さ

れてきました。すっかりお姉さんになった孫に嬉しい反面遠くに離れていることの淋しさを感じます。 

白戸里美 みなさん今週末よかんべ祭りご参加宜しくお願いします！ 

福江眞隆 10 月 31 日は、ハロウィンだそうです。 

最近若者たちが楽しんでいるようですが、米国では子どもが仮装してお菓子をもらう日だと思ってい

ました。日本も早く、子どもだけの祭りになっても良いのではと思います。 

星野龍肇 久しぶりの例会です。11 月 11 日、先代住職の本葬にご焼香いただけましたら幸いです。 

何卒よろしくお願いいたします。 

松井実 防災についてのお話ありがとうございます。 

小山さんロータリー歌壇 11 月号にも入選おめでとうございます。 

森敏夫 古河地区ローターアクトクラブハロウィン例会、孫ともども三世代で出席させていただきました。 

来年もまた頑張ります。 

池田三郎・海老沼堯・小倉郁雄・岡村裕太 

小山幸子・坂田信夫・佐谷道浩・須永恵子 

武澤郁夫・田口精二・福田優子・石川久 

大髙滋・齊藤忠・鈴木操・江口紀久江 

大橋みち子・三ヶ尻智昭 

国交省利根川上流河川事務所防災対策課・吉成様、本日は卓話を宜

しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

29 名 ￥62,000 ￥1,203,000 ￥2,200,000 54.68% 

スマイル副委員長 白戸輝子 
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例会日程 例会会場 内 容 

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〗 

第 1875 回例会 

12 月 4 日（火）↓ 

12 月 2 日（日） 

とねミドリ館 

古河市前林 1953-1 

移動例会「古河市国際交流協会 ウインターフェスティバル 2018」 

参加 国際奉仕委員会／古河英語カルタ委員会 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

第 1876 回例会 

12 月 11 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

月初めのお祝い 

クラブ年次総会 

〖お弁当担当：喜楽飯店〗 

第 1877 回例会 

12 月 18 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「お正月について」 

野木神社宮司 海老沼堯 会員 

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

第 1878 回例会 

12 月 25 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 クラブ活動中間報告 

古谷弘之会長／小森谷久美幹事 

〖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] 


