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皆様あけましておめでとうございます。2019年亥年、私は年男です。いのししは「猪

突猛進」、まっすぐ走ることしかできません。私の性格もその通りで、まっすぐにしか

走りません。野球のピッチャーで言えば、ストレートだけ、変化球は一切投げません。

ゴルフのドライバーショットでも、スライス・フックはありません（言い過ぎました）。

熱しやすく冷めやすく、はっきり言うと単純で、細かいことは考えず、終わったことは

すぐに忘れます。 

また、今年のお正月は平成最後。5月には年号が変わります。 

皇太子殿下と私とは同学年で、お名前にも共通点があります。 

不思議なご縁を感じます。 

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■会員卓話「新年の抱負②」 

会員リレースピーチ（SAA 指名 5 名） 

♬ロータリーソング♬ それでこそロータリー 

2019.1.15 

第 1881 回例会 
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1 月の強調月間『職業奉仕月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 

第 1880回例会 2019年 1月 8日（火）12時 30分 例会場 

君が代、奉仕の理想、バースディソング オーディオ担当 
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【月初めのお祝い】 

進 行：小山幸子親睦活動副委員長（1月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。） 

該当者：須永恵子会員、田口精二会員、星野龍肇会員、杉岡榮治会員、三田圭子会員、白戸里美会員 

石川久会員、福田優子会員、齊藤愛会員、小山幸子会員（計 10名、該当者全員出席でした！） 

 

◆第 7回理事会承認事項報告 

［1］11月・12月の会計報告  

［2］古河三中、古河一高出前授業決算 

［3］職業奉仕委員会 事業所訪問「防大ツアー」企画・予算案（3月 8日） 

［4］第 4分区 IM 内容、バス手配 

［5］2月のプログラム 

◆報告事項 

［1］ロータリーの友 1月号、ガバナー月信 各自メールボックスに配布 

［2］ロータリー財団ハンドブック 回覧後、クラブ保管 

▮ 職業奉仕委員会 武澤郁夫 委員長 

［事業所見学のご案内］ 

今年の事業所見学は「防衛大学校」（横須賀市）に決まりました。 

2019年 3月 8日（金）午前 7時 30分 古河駅バス出発 

横須賀で昼食をとった後、防衛大学校を見学し、さらに横須賀港も見学する予定です。 

皆様ふるってご参加ください（出欠登録は武澤委員長まで）。 

▮ 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 1月例会］ 

今月のアクト例会は 27日（日）のワンディホスピタリティのみとなります。 

 

▮ 将棋愛好会 三田浩市 会長 

［新春将棋大会］ 

1月 29日（火）午後 6時より喜楽飯店にて開催します。 

今年も将棋を楽しみましょう。  

幹事 小森谷久美 
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▮ 新モンゴル学園より新年のご挨拶 久野茂会員 

今年も新モンゴル学園から年賀状（久野会員及び松本会員宛て）が届きました。 

 

▮ 星野龍肇米山奨学生カウンセラーよりお知らせ 

元米山奨学生のダリナさんから、大晦日に米山関連の報告メールがありました。 

「また例会に必ず行きますので、宜しくお願いします」とのことでした。 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

古谷弘之会長 

あっという間に半分が終わりました。何とか全力を尽くし、あと半年皆様を楽しませ、

そして自分も楽しみたいと思います。 

 

具体的には、 

1 月にはワンディホスピタリティ。これは新年会と小山南 RC との合同例会とを兼ねる、今までに

ない試みです。 

2月には IMがあります。 

3月には東京マラソンと古河はなももマラソン、 

4月には私の 60歳の誕生日。5月には地区大会、 

そして 6月にはドイツでの国際大会とさよならパーティーと続きます。 

江口紀久江会長年度を迎えますと、 

8月に茨城国体、 

9月にラグビーＷ杯（日本開催）があり、 

10月に消費税が 10％になる予定です。 

大きなイベントが目白押しですが、私の年度もあと半分、久美幹事とともに頑張りたいと思います。

皆様どうぞ宜しくお願いいたします。 

  

第 1880 回例会（1/8） 第 1878 回例会（12/25）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％ 

「新年の抱負」 
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小森谷久美幹事 

本年もよろしくお願いいたします。 

前回の例会では、古河東 RCの奉仕活動の多様さと会員のみなさんの活躍を振り返る

卓話でした。後半も前期同様、会員のみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。 

今月１月 27 日はワンディ・ホスピタリティ及び新年会及び小山南 RC との合同例会

です。古河市在住の外国人の方、小山南 RCのみなさん、衛星クラブや古河地区ローターアクトクラ

ブメンバーも参加していただきます。入会候補の方もゲストでお見えになる予定です。総勢何人にな

るか、まだはっきりしていませんが、親睦活動委員長はじめ親睦活動委員会のみなさま、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

◆2月 3日は第四分区 IMです。会場はバンケットハウス・アリモール、13時登録、13時 30分点鐘と

なります。髙橋ガバナーの地区目標のひとつに「ロータリーデーの開催」が挙げられています。第

4 分区でも 5 つのクラブそれぞれでロータリーデーを開催しています。古河東は絵手紙展をロータ

リーデーといたしました。今回は社会奉仕委員長の白戸里美さんにご報告いただく予定です。 

◆3月 8日には職業奉仕委員会による職場訪問例会として、横須賀の防衛大学校を見学する予定です。

武澤職業奉仕委員長はじめ委員のみなさま、よろしくお願いいたします。 

◆4月 20日、21日は地区大会です。1日目は水戸プラザホテル、2日目は県民文化センターで行われ

ます。詳しいご案内は本日のガバナー月信をご覧ください。みなさま、ご予定おきいただき、多数

のご参加をお願いいたします。 

◆5月には、英語カルタ大会や、古民家山川邸でのイベントを予定しています。詳細が決まりましたら

お知らせいたします。 

◆そして 6月は国際大会となります。 

後半も奉仕事業がいろいろ予定されています。また、クラブの卓話でも海老沼プログラム委員長が

面白い企画を考えてくださっているようですので、ご期待ください。 

会員増強については、11月のクラブ協議会で増強について話し合いました。古谷会長から「さりげ

なく、しつこくなく、そして、諦めずに長期戦で」というキャッチフレーズがありましたように、会

員のみなさま全員で仲間を増やすように働きかけていただきますようお願いいたします。 

昨年 7月 3日、私が幹事として初めて卓話させていただいた時に、幹事の仕事とは何かを申し上げ

ました。地区研修協議会の資料には、 

「幹事は、円滑なクラブ運営を援助します。また、クラブに関する情報を会員と地区リーダーに伝

えます。」と書いてあります。私なりに解釈すると、 

・会長と協力する 

・各委員会と協力する 

・理事会の準備、報告をする 

・SAAと協力し、例会がスムーズに運営されるようにする 

・ガバナー事務所の連絡を円滑にすすめる 

と申し上げました。後半戦に入っても、初心を忘れず、幹事の仕事とは何かを考えながら、あと半

年頑張っていきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。  
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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 

あけましておめでとうございます。 

本日卓話いたします。宜しくお願いいたします。 

山崎清司 PDG あけましておめでとうございます。古谷弘之会長、小森谷久美幹事、新年の抱負よろしく！ 

石川久 あけましておめでとうございます。 

１月 2 日に初体験、電車で女子高生に席を譲られてしまいました。 

うれしいやら、はずかしいやら。 

植木静子 お目出度うございます。昨年中はお休みばかりで申し訳ありません。 

今年は健康第一に、例会にも出席したいと思っています。 

小倉郁雄 新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

今年も１年間、健康に留意して、ロータリー皆出席目指して頑張ります。 

久野茂 新年を迎え、初例会、年々楽しさをかみしめています。本年も宜しくお願いいたします。 

月初めのお祝いが 12 名とは「ホンマ」におめでたいことですね。 

今年も「30 ダイ」を目指して、ゴルフ頑張る。 

星野龍肇 今年も宜しくお願いいたします。今日、１月８日は誕生日です。 

ちなみに平成の改元の日でもありました。感謝合掌。 

池田三郎・板橋孝司・桑原正信・小林好子 

小山幸子・坂田信夫・佐谷道浩・杉岡栄治 

須永恵子・田口精二・武澤郁夫・白戸里美 

白戸輝子・福江眞隆・福田優子・三田圭子 

三田浩市・森敏夫・井上学・大高滋 

齊藤愛・鈴木操・松井実・江口紀久江 

あけましておめでとうございます。 

今年も宜しくお願いいたします。 

１月にお誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。 

古谷会長、小森谷幹事、卓話「新年の抱負」楽しみにしております。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

31 名 ￥64,000 ￥1,657,000 ￥2,200,000 75.32% 

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 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) 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

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 

第 1884回例会 

2月 5日（火）↓ 

2月 3日（日） 

バンケットハウス 

アリモール 

境町大字伏木字関根

1359-21 

0280-86-5555 

移動例会 第 4 分区 IM（ホスト：境 RC） 

登録 13 時 点鐘 13 時 30 分 

第 1885 回例会 

2 月 12 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会 

第 4 分区ＩＭを終えて 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

第 1886 回例会 

2 月 19 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 世界紀行 南アフリカ編 

私から見た「平和と紛争予防、紛争解決」山崎清司パストガバナー 

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

第 1887 回例会 

2 月 26 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 日本赤十字社の活動 

近藤泰雄 古河赤十字病院副院長 

〖お弁当担当：喜楽飯店〗 

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 バンケットハウス アリモール（境町） 

2 月 21 日（木） 第 4 分区 ＩＭ ゴルフ 大利根カントリークラブ（坂東市） 

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] 


