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本日は、古河商工会議所専務理事中村栄様、事務局長森義広様、お忙しい中、古河東ロ

ータリークラブにおいでいただき、卓話を頂戴することになり、ありがとうございます。 

実は、森義広事務局長と私は、今から、45 年前、古河一中 3 年 1 組で同級生でした。 

当時の古河一中は、1学年約 500人、クラスも 12、私と森事務局長は、1組、男子 23

名、女子 18名のクラスで、出席番号、身長順、ですと森事務局長が最後、私が後ろから

2 番目となります。運動会の時など、フォークダンスのペアでもあぶれ、男同士、クラスの座席も男

同士、いつもあふれ組でした。その後高校は、離れ離れとなり、数年前、古河東ロータリークラブの

例会場が、常陽銀行から、古河商工会議所 3階に変わったきっかけに、再開いたしました。 

そして本日は、専務理事中村栄様、事務局長森義広様、から卓話を頂戴することになります。宜し

くお願いします。 

さて、先ほど、柿沼さんから、お話がありました、ゴルフ同好会の報告ですが、先日、23日素晴ら

しい天気の下、喜連川カントリークラブに於いて、4組 16名が参加し、忘年ゴルフコンペああり、坂

田会員が優勝、久野会員が、午前中ハーフ 39で、ベスグロという素晴らしい結果に終わり、楽しいゴ

ルフをしてきました。 

ゴルフ同好会会長の私と、会計の小林好子さんの 2年の任期も、この 12月で終わり、1月からは、

新会長に柿沼利明さん、新会計に、齊藤愛さんに満場一致で決定いたしました。 

2年間、宜しくお願い致します。 

次回のコンペは、3月 24日(日)プレステージで、平成最後のコンペを予定しております。 

幹事に、前回優勝者坂田さん、前回ブービー者の近藤さんとなります。 

皆様、上手い人も、そうでない人も、楽しいコンペですので、奮って参加をお待ち申し上げます 

  

本日の予定 

■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 
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12 月の強調月間『疾病予防と治療月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お客様及びご来訪ロータリアン】 

 

古河商工会議所 古河商工会議所 

専務理事 中村栄様 事務局長 森義広様 

 

 

 

 

 

◆第 6回理事会承認事項 

［1］10月の会計報告  

［2］ガバナー公式訪問決算 

［3］小山南合同例会・ワンデイホスピタリティ予算書・招待状・プログラム 

1月 27日（日）18時点鐘 おかさと亭「椿」 

［4］次年度ガバナー補佐セクレタリー 

［5］花桃ウオーク協賛金 

［6］1月のプログラム 

◆報告事項 

［1］職業奉仕委員会出前授業 

12月 14日（金）古河三中 

12月 17日（月）古河一高 

［2］倉庫の整理について 12月 5日（水）18時～ 

［3］12月 2日ウインターフェスティバル 12時点鐘 クラブの緑ジャンパー着用 

［4］12月 11日（火）年次総会 

［5］水戸 RC、水戸西 RC週報回覧 

  

第 1874回例会 2018年 11月 27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 

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 

1月のプログラム、後記のとおり承認されました。 

 

▮ 国際奉仕委員会 田口精二 委員長 

［1］古河市国際交流協会ウインターフェスティバル 2018・英語カルタについて（移動例会） 

日程：平成 30年 12月 2日（日）生涯学習センター総和（とねミドリ館） 

設営にご協力いただける方は、午前 9時 30分にお集まりください。 

例会は、正午（12時）点鐘です。 

その後、英語カルタ大会運営へのご協力をお願いします。 

［2］近藤先生の古河赤十字病院より拝受しました血糖値検査キットを 11月 28日、山崎清司パストガバナ

ー、須永恵子国際奉仕副委員長と私で、下館 RC例会に訪問し、寄贈してまいります。 

▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

今年度も、引き続き使用済み切手、テレフォンカード、外国小銭などをお預かり致します。 

ご自宅、職場でのお声がけと取りまとめのうえ、お持ちください。 

第一弾として、12月中に発送いたしたく、宜しくお願い致します。 

▮ ロータリー財団委員会 岡村裕太 委員長 

ロータリー財団特別寄付、12月 11日締めにて、送金致したいと思います。 

ご寄付下さる方、よろしくお願い致します。 

▮ ゴルフ同好会 柿沼利明 次期会長 

［1］11月 23日喜連川カントリー倶楽部に於いて、第 129回忘年コンペが開催され、 

（優勝）坂田信夫会員、（準優勝）久野茂会員、（第 3位）古谷弘之会員 

（ベスグロ）久野茂会員、（ラッキー7）加藤奨一会員、（ブービー）近藤泰雄会員 

（クラブ会長賞）小林好子会員、（同好会会長賞）佐谷道浩会員 

（ニアピン賞）松本竜次会員、杉岡榮治会員 

柿沼利明会員、加藤奨一会員 

（ドラコン賞）加藤奨一会員、松本幸子会員 

久野茂会員、小林好子会員 

という結果でした。 

次回は、3月 24日（日）プレステージで、予定して

おります。奮って参加をお待ち申し上げます。 

［2］先週の会員増強施策検討会活発な意見をありがとう

ございました。 

とりまとめを、12月 11日（火）19時から喜楽飯店さんで行いますので、班長さん、サブの班長さん、

お集まりの程お願い致します。  
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▮ 雑誌委員会 三田浩市 委員長・将棋愛好会 会長 

◆ロータリーの友 12月号、17ページに友愛の広場の記事があります。 

その中に「人生は奉仕である」アメリカのホテル王、ミルトン・スタットラーという人が、

ホテルの従業員たちに配布した「お客様待遇宝典」の一番最初に、書きつけた一文だそう

です。この言葉は、ロータリーを的確に表しているということです。 

私は、ロータリアンは、それぞれの職業を通して、地域の皆様から、お世話になり、適切な

利益を上げさせてもらっているで、その一部を社会の為に奉仕する。そこに人生は奉仕であるという言

葉が、当てはまるのではないか解している。 

◆11月 26日（月）午後 6時から、喜楽飯店に於いて、将棋大会を開催致しました。参加者 10名、日頃か

らの親睦をより深め楽しい大会でした。尚、後期大会は、あと 2 回の大会後に成績発表並びに表彰式を

行う予定です。大会は、リーグ戦となっておりますので、同好会の皆様、ご協力ください。 

▮ 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クラブ 例会案内］ 

12月第 1例会 

①日 時 2018年 12月 3日（月） 

②場 所 ルピナス古河西口店 2Ｆ 

③住 所 古河市中央町 1-5-10 

④内 容『DIY～映え例会』  

⑤登録料 1000円 

 

12月第 2例会 

①日 時 2018年 12月 18日（火）PM19：30～ 

②内 容 クリスマス例会 

③場 所 モッツバー出城庵（古河市横山町 1ー4―28） 

⑤登 録 料 5000円 

⑥登録締切 12月 9日（日） 

⑦駐 車 場 ルピナス古河西口店 

※ 会場となるモッツバーの駐車スペースが手狭な為、ルピナス古河西口店さんにお停め下さい。 

よろしくご参加願います。 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

 

 

 

 

 

 

▮ 血糖値検査キット贈呈 

松本幸子さんのお骨折りで、近藤泰雄会員の古河赤十字病院より拝

受しました血糖値検査キットを 11 月 28 日（水）下館 RC に Make 

upし贈呈式を行い寄贈しました。このキットは 12月上旬、下館 RC

がネパールで透析機器贈呈式の出席に合わせて持参していただき病

院に寄贈予定です。田口国際奉仕委員長、須永同副委員長立ち合い

の上、下館 RC 会長に手渡しました。以上御礼の報告とさせていた

だきます。 山崎清司 

  

第 1874 回例会（11/27） 第 1872 回例会（11/13）前々回 

名誉会員を除く会員数 53 名 名誉会員を除く会員数 53 名 

出席計算に用いた会員数 52 名 出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 39 名 出席又は Make Up 会員数 42 名 

出席率 75.00％ 出席率 80.77％ 
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▮ 古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ例会 代表世話人 久野茂（報告） 

11月 27日（火）松本竜次会員による「自分の会社・仕事について」

の卓話でありました。 

鉄筋の加工・組立ての中、鉄道博物館（埼玉）、西武ドーム（埼玉）、

筑波大附属病院（茨城）、土浦協同病院（茨城）等多くを手がけ、耐

震強化の重要性が重視される今、まさに基盤の大切さを教えてくれ

ました。 

 

古河商工会議所専務理事 中村栄 様 

始めに、商工会議所のルーツから、説明させていただきます。 

商工会議所は、1599 年にフランスのマルセイユ商業会議所設立に始まります。商人

のギルド組織を母体に、任意組織として設立し、ナポレオンの遠征に伴い、ヨーロッパ

諸国に広まりました。 

日本に於ける商工会議所の歴史は、明治 11年 3月(今から 140年前)に遡ります。日本初の『東京商

法会議所』が設立され、初代会長は、澁澤栄一翁が就任されました。設立の目的は『商工業者の声を

国の政策に反映させる』ためのもので、以来、行政への意見・要望の具申は、今日に至るまで最も重

要な活動となっています。商法会議所は、英国の商工会議所(加入・脱退自由、会員会費により運営す

る)を模範に設立されたもので、同年 8 月に大阪、10月に神戸と続き、明治 18年までに全国で 32の

商法会議所が誕生いたしました。 

商工会議所誕生秘話としてご紹介させていただきます。明治 11年、伊藤博文（内務卿）と大隈重信

（大蔵卿）らが、不平等条約改正の折衝に当たった折、英国公使のパークスに対して「条約改正は国民

の世論です。」といった折に、パークスは、「それはおかしい。今、あなた方は、条約改正は国民の世

論であるといわれたが、国会も商工会議所もない日本が、どこでどのようにして国民の世論を聞く方

法があるのか。そのような便利な方法があれば、後学のために教えていただきたい」と詰め寄られた

そうです。そこで、伊藤博文（内務卿）たちは、早速、欧米の商工会議所制度などを調べ、どうして

も商工会議所が必要だとの結論に達し、実業界の澁澤栄一翁や五大友厚翁らが設立を提唱すると、伊

藤博文（内務卿）らは全面的に協力をしたとのことです。 

後の明治 23 年に全国の経済の発展と国際化の進展に伴い、会議所制度の強化が必要とされ条例が

施施行され、明治 25年に全国 15の商業会議所が『商業会議所連合会』＝現在の日本商工会議所の前

身が設立されました。昭和 28年 8月に商工会議所の機能強化のため、幾多の変遷を経て、現在の『商

工会議所法』(特別認可法人)が成立されました。古河商工会議所は会議所法が成立される前の昭和 25

年 8 月 1 日に、従来の『古河商工会』が『古河商工会議所』として発足し、面目を新たにしました。

現在、茨城県内には、8 つの商工会議所がありますが、古河商工会議所は、水戸・土浦に次いで県内

では 3 番目に設立されました。ちなみに、全国では 515 の商工会議所が設立されています。最後の

515番目に設立されたのは、埼玉県の越谷商工会議所です。 

次に、商工会議所に対する主な誤解されやすい事項 3点について説明いたします。 

1つ目に商工会議所は、法律により設立された機関であり、「行政機関」ではありません。 

 



―6― 

 

あくまでも「民間団体」です。設立以来、商工業者の「自主自立の精神」で運営されていますので、

各々の商工会議所はそこの地域で定めた『独立採算』にて運営されています。従いまして、財源の

度合いにより、運営は各々異なっています。ちなみに商工会では、茨城県内統一運営が図られてい

るため、職員の転勤制度も実施されているところです。 

2 つ目に商工会議所は、行政への圧力団体ではありません。地域全体の発展や商工業の振興を目指し

ていますので、地域全体の事業規模の大小を問わず、あらゆる業種・業態の商工業者を会員として

いる事から、『地域総合経済団体』と呼ばれています。 

3 つ目に商工会議所の役員（会頭・副会頭・常議員・監事）は、お給料なしで活動しており、一般会

費を割り増しで支払うなど、実際には「持ち出し」の状態です。本業が多忙の中、地域社会の発展

のために、大きな貢献を頂いている所であり、役員・議員・監事の皆様は、まさしく地域づくりの

リーダーといえます。 

続きまして、商工会議所のミッションについてご説明したいと思います。 

ミッションの柱は大きく 2 つあります。1 つ目は「中小企業の活力強化」です。そして 2 つ目は「地

域経済の活性化」です。 

先ず初めに 

（1）地域総合経済団体としての強み「現場に立脚した活動」を通じた行政等への政策提言活動について

です。 

商工会議所では、地域の商工業者の声を行政の政策に反映させるため、その内容の如何によっては、

他の商工会議所と連携し、大きな声として提言活動を行っています。 

古河市に対しては、商工会議所独自にて、毎年、市内危険道路個所の改善をお願いしています。ま

た、昨年度は生産性向上特別措置法案（新規設備導入に対する固定資産税の 3年間の減免制度）が

設けられた事から、古河市商工会と連携し、古河市に対して、導入促進基本計画の策定と新規償却

資産の固定資産税の減免措置を要望し、今年の 6月の議会で決議された所です。 

また、国や茨城県に対しては、茨城県商工会議所連合会を通じて、圏央道の 4車線化や新 4号国道

の 4車線化を要望して参りました。この他にも、北関東 3県（茨城・栃木・群馬）の各県連を通じ

て国や各県知事・各県議会に対し、様々な要望を提出しています。最後の事例となりますが、昨年、

日本商工会議所では全国 515の会議所が一丸となり、全国各地域の地元から選出されている与党国

会議員の先生に対して『事業承継税制』の改正要望をいたしました。その結果、事業承継税制の抜

本的な見直しと拡充を実現することができました。改正内容について一口で申せば、事業承継時の

納税負担が無税となりました。但し、2027年 12月までの時限立法となっています。 

次に 

（2）中小企業者が抱える経営課題へのきめ細やかな支援活動についてです。 

商工会議所では、中小企業者の経営課題に対処すべく、様々な施策を実施しています。『困ったこと

が起きたなら、まず、商工会議所へ』を合言葉に、税務・金融・労務の相談・指導を柱に進めてい

ます。税務では、記帳指導に加えて、決算書や確定申告書の作成相談を。金融では、国・県・古河

市の制度融資のあっ旋業務を。労務では、労災や雇用保険料の加入指導と共に、労災発生時や従業

員の採用・退職時の諸手続きの支援を行っています。また、各種補助金の申請支援をはじめ、経営

革新への支援、創業(開業)相談、事業承継相談、消費税対策相談窓口を開設するなど幅広いメニュ

ーで支援体制を整えています。 

また、特別相談窓口として、『経営安定特別相談』事業があります。この事業では、経営を危機から

回避する事を目的に、商工会議所と契約をしている弁護士、公認会計士、中小企業診断士の先生方
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と直接相談を受けられる制度を設けています。いずれの相談にせよ、相談料は基本的にはすべて無

料で実施しています。 

続きまして 

（3）中心市街地の活性化事業について、ご説明いたします。 

中心市街地の活性化事業では、観光振興やスポーツ振興ともに繋がりがありますので、古河市やま

ちづくり会社『雪華』との連携事業が柱となります。主な事業には、古河マルシェ、古河花火大会、

古河の菊まつり、古河提灯竿もみまつり、古河はなももマラソン、花桃ウォークなど、実行委員会

への参加や後援団体として支援を行っています。 

商工会議所独自の産業振興事業としては、毎年 8 万人からの来場者を募る『古河よかんべまつり』

や商業部会主催の『あきんど縁市』出展者有志による『古河の朝市』青年部 OBによる『古河コン』

などを開催しています。また、『古河の七福カレーめん』事業や『古河の川魚料理』を広める事業を

実施して、地域ブランド力の育成にも努めています。また、工業部会でも製造業の競争力強化に向

けて、36時間に渡る品質管理口座の開設やものづくり講演会を適時開催し、中小工場への経営強化

支援にも取り組んでいるところです。 

次に 

（4）地域コミュニティーの維持、社会福祉の増進について、説明いたします。 

この事業では、商工会議所の青年部と女性会の活動が代表的な事業です。 

青年部は昭和 58年 6月 4日に設立され、今年で 35年目を迎えました。 

設立目的に従い、日々の研鑽と商工業の振興に努めています。特に『古河よかんべまつり』では、

開催主管を務め会員同士の絆を深めて、会員事業所の PR を通じて、地域社会に貢献して頂いてい

ます。 

また、女性会は、平成元年 7月 11日に結成され、今年で 30年目を迎えました。女性経営者として

経営認識を高めつつ、女性ならではの感性にて、様々な事業を展開され、地域社会の繁栄と地域福

祉の増進に大きく貢献をされています。 

 

古河商工会議所事務局長 森義広 様 

私からは、商工会議所の組織と財政につきまして、ご説明させていただきます。 

日本商工会議所には『石垣論』というものがあります。『数百年の風雪に耐えて、今も

なおそびえたつ古城の石垣。色、形の異なる大小さまざまな石の組み合わせ。懐中深く

これを支える隠れた石垣の存在。それはまた、我が国経済の姿を象徴し、協調と秩序あ

る伝統を物語っている。商工会議所は、企業のつがい手として地域の産業を守り続ける

石垣である。』という内容です。(故永野重雄日本商工会議所元会頭)当商工会議所入口の石碑に『石垣

の記』として刻まれていますので、お時間があれば一度ご覧いただきたいと思います。 

商工会議所は民間経済団体として、設立・運営されています。商工会議所の運営や数多くの自主事

業の経費は、会員からの『会費収入』と『事業収入(主に手数料収入)』からなる自己財源で賄っていま

す。会員事業所が減少すれば、おのずと会費収入は減ってきます。会費値上げについては、このご時

世、値上げをする事の反動が大きく懸念されますので、実施するには難しいと考えています。そこで、

会員になられていない事業所を、1 件でも多く会員になっていただくことで、何とか組織を維持して

いるのが現状です。また、経営改善普及事業では、一部補助金が交付されてきていますが、茨城県で

は財政難を理由に削減傾向にあり、自己財源から不足分を補てんすることで、事業の推進に充たって

います。  
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名前 メッセージ 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

本日は、古河商工会議所専務理事中村栄様、幼なじみの事務局長森義広様、卓話よろしくお願い

いたします。 

海老沼堯 商工会議所の方々、お願い致します。 

12 月 1 日(土)「提灯竿もみ祭り」よろしく。3 日は、野木神社でもちょうちん祭りを行います。 

久野茂 古河商工会議所専務理事中村栄様、事務局長森義広様、例会場、いつもお世話になっております。 

本日は、ゆっくり、お話をお聞き致します。 

過日、ゴルフ同好会コンペで、久しぶりに、ハーフ 30 台が出ました。（39）坂田プロに、同スコアで、

優勝をさらわれました。来年に向けて、イメージトレーニングを開始しました。 

坂田信夫 第 129 回古河東ゴルフ同好会コンペで、約 10 年ぶりに優勝させていただきました。 

古河商工会議所専務理事中村栄様、事務局長森義広様、卓話宜しくお願い致します。 

佐谷道浩 23 日の忘年ゴルフで、自己ベストのスコアとなり、古谷会長から、会長特別賞をいただきました。 

ありがとうございました。 

杉岡榮治 古河商工会議所専務理事中村栄様、事務局長森義広様、卓話よろしくお願いいたします。 

久野さん、ベスグロおめでとうございます。39 ストローク目標にします。 

須田純一 つくばマラソン、完走できました。今後も頑張ります。 

福江眞隆 古河商工会議所中村栄様、森義広様ようこそ。先日は、ローターアクトの例会に参加しました。 

若い人と一緒にいると坂田さんみたいに、若さを保ち続けることができると感じました。 

また、参加します。 

福田優子 お客様、ようこそいらっしゃいました。 

私事ですが、次男が、結婚し、野木神社様にて、式を挙げさせていただくことになりました。 

あわただしくも、ありがたい年になりました。 

福富好一 古河商工会議所専務理事中村栄様、事務局長森義広様、いつもお世話になっております。 

本日は、宜しくお願いします。 

先日のゴルフ同好会喜連川では、良い温泉に浸かり、美味しい料理と、お酒で盛り上がり、楽しいひ

と時でした。また、チョッピリ良いことがありました。 

池田三郎・板橋孝司・岡村裕太・柿沼利明 

小林好子・小山幸子・高橋采子・田口精二 

白戸里美・白戸輝子・松井実・石川久 

江口紀久江・大橋みち子 

古河商工会議所専務理事中村栄様、事務局長森義広様、卓話よろし

くお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

25 名 ￥58,000 ￥1,397,000 ￥2,200,000 63.50% 

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 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〗 

第 1879 回例会 

1 月 1 日（火） 
 休会（年始休暇） 

第 1880 回例会 

1 月 8 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 7 回理事会 

月初めのお祝い 

会員卓話「新年の抱負」① 古谷弘之会長／小森谷久美幹事 

第 1881 回例会 

1 月 15 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 会員卓話「新年の抱負」② 会員リレースピーチ(ＳＡＡ指名 5 名) 

第 1882 回例会 

1 月 22 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 会員卓話「新年の抱負」③ 会員リレースピーチ(ＳＡＡ指名 5 名) 

第 1883 回例会 

1 月 29 日（火）↓ 

1 月 27 日（日） 

おかさと亭「椿」 

古河市中田 1674-1 

0280-48-1863 

移動例会 

ワンディホスピタリティ＆新年会＆小山南 RC との合同例会 

点鐘 18 時 

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] 


