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郷土の横綱稀勢の里が、今場所で引退をした。32歳、年寄になるということで、非常

に残念でした。 

先日、産経新聞の産経抄に、現在なら、監督失格となる「肩が痛い」と訴えても「たる

んどる」の一言ですまされた。今年の野球殿堂入りを果たした権藤博さんは、歯を食いし

ばって、来る日も来る日もマウンドに上がり続けた。 

昭和 36年に中日の新人投手として、35勝の最多勝を挙げる。「権藤、権藤、雨（雨天中止）、権藤」

は流行語にもなった。2年目も 30勝を挙げたものの、肩の痛みは限界に達していた。それでも、実働

わずか 5年の選手生活に悔いはなかった。 

「パッと咲いて、パッと散る。細くなんてオレの柄じゃない。」との言葉を残す。 

初場所初日から 3連敗を喫した横綱稀勢の里（32歳）が、ついに引退を決意した。稀勢の里がパッ

と咲かせた花の美しさを、ファンは、一生忘れない。左肩に重いケガを抱えながら、千秋楽の優勝決

定戦を逆転で制した、2 年前の春場所である。もっとも、強行出場によるケガの回復の遅れは、稀勢

の里の力士生命をむしばんでいた。何より残念なのは、パッと散れなかったことだ。休場を繰り返し、

連敗のワースト記録を作りながら、横綱の地位にとどまった。2年前の新横綱による劇的優勝は、「優

勝 10 回に匹敵する」とたたえた舞の海さんも、引き際の失敗を嘆いていた。昨年末の小紙のコラム

で、「花は愛惜に散る」との言葉を引きながら、人は愛され惜しまれているうちに去っていくべきだ、

と説いている。 

権藤さんは、コーチに転じてからは自分の経験をふまえて、投手の肩を守る分業制を確立する。平

成 10年には横浜（現 DeNA）を率いて、38年ぶりのリーグ優勝と日本一を果たした。 

稀勢の里も、栄光と挫折の日々から得た教訓を弟子に伝え、親方として大輪の花を咲かせてほしい。 

とありました。 

古河からも、1人、2人力士がおりますこともあり、稀勢の里も親方として、郷土から続く横綱を育

てて頂きたいものです。 

  

本日の予定 

■ワンディホスピタリティ＆新年会＆小山南 RC との合同例会 

おかさと亭「椿」点鐘 18 時 

2019.1.27 

第 1883 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 
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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 井上学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学会から米山功労クラブ第 52回感謝状拝受、米山功労者感謝状伝達】 

米山功労クラブ第 52回感謝状拝受 第 11回米山功労者坂田信夫会員 第 10回米山功労者小倉郁雄会員 

 

 

 

 

 

 

第 9回米山功労者松井実会員 第 5回米山功労者鈴木操会員 第 5回米山功労者三田浩市会員 

 

 

 

 

 

 

第 4回米山功労者海老沼堯会員 第 4回米山功労者佐谷道浩会員 第 3回米山功労者武澤郁夫会員 

 

 

 

 

 

 

第 3回米山功労者星野龍肇会員 第 1回米山功労者小林好子会員 第 6回米山功労者大野宗晴会員 

第 5回米山功労者猪瀬一也会員 

第 5回米山功労者植木静子会員 

第 5回米山功労者山室和徳会員 

第 3回米山功労者大野裕子会員 

第 1回米山功労者近藤泰雄会員 

  

第 1882回例会 2019年 1月 22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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【ロータリー財団からベネファクター及びポールハリスフェロー証明書伝達】 

ベネファクター 古谷弘之会長 PHF+4 坂田信夫会員 PHF+2 森敏夫会員 

 

 

 

 

 

 

PHF 三田圭子会員 PHF 松本幸子会員 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

［1］次回例会はワンデイホスピタリティ、新年会、小山南 RC合同例会です。 

日時：1月 27日（日）18時点鐘（1月 29日（火）休会） 

場所：おかさと亭「椿」 

バスをご利用の方は、古河駅西口 17時 30分出発 

［2］第四分区 IM 

日時：2月 3日（日）受付 13：00 点鐘 13：30（2月 5日（火）休会） 

場所：境町のバンケットハウスアリモール 

バスをご利用の方は、古河駅東口喜楽飯店前から、12時 30分出発 

［3］古河商工会議所所報「アクティヴ」回覧します。 

［4］米山記念奨学会より法人寄付の方へ免税申告領収書が届いています。 以上 

▮ 親睦活動委員会 三ヶ尻智昭 委員長 

［小山南 RCとの合同例会・新年会・ワンデイホスピタリティ開催について］ 

1月 27日(日)18時点鐘、おかさと亭「椿」にて開催されます。 

親睦活動委員会の皆さんは、16 時 30 分現地集合ということで、よろしくお願いいたした

いと思います。尚、人数の変更などは、私宛お知らせ願います。 

▮ ゴルフ同好会 柿沼利明 会長 

先日、IM記念ゴルフの参加者を募りましたところ、多くの参加申し込みを頂きました。 

ありがとうございます。11名にて、優勝目指して、頑張っていただきたいと思います。 

また、地区大会記念ゴルフですが、4月 16日（火）大洗ゴルフ倶楽部（東茨城郡大洗町磯浜

8231－1）にて開催されます。後日ご案内致しますので、よろしくご参加の程お願い致します。  

幹事 小森谷久美 
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▮ 古河市国際交流協会 山腰すい 顧問 

ワンディホスピタリティプログラムに 5名のお招きを受けております。 

1人は、古河市企画課の津川華栄さん、彼女は中国から日本に国費留学できております。 

日本語教師として指導課にいましたが、企画課へ移動され、現在アットホームの責任者で

す。そこは、古河市国際交流協会の事務局でもあります。 

今回、ブラジル、中国、ベトナム、ケニアの 4人がスピーチしますが、協会では、ALTのダンカンさん

とベトナムの押川さんの 2人を、推薦いたしました。ダンカンさんには、ウインターフェスティバルの

時に古河英語カルタゲームの読み手を担当して頂き、伝統文化こども教室の子供達も、参加させていた

だきました。 

古河市の ALTの現状は、20人の ALTを、委託業者である、ボーダーリングとジョイトークの 2社にお願

いし、3年ごとに更新するそうです。 

国籍は、アメリカ、フィリピン、オーストラリア、アフリカ、イギリスで、古河市内の小中学校で英語

を教えています。 

人数の多い小学校は、週 3回、少ない学校は、週 2回、中学校は、同じく月曜日から金曜日、と週 3回

といったところです。三和日本語ボランティア教室にも、3名の ALTの方が入ってこられました。 

▮ 出会いの日開催 鶴岡学 代表 

［「Ｍeetsの日（出会いの日）」開催のお知らせ］ 

ホストファミリーの活動を通して、地元に交流の場が広がったら良いと思い、このイベント

を企画いたしました。 

Ｍeetsの日は、3月 2日をごろで読みＭeetsの日としました。 

男女の出会いだけでなく、多くの世代での新しい地域の出会いであったり、自分自身についての新しい

気付きを感じて頂けるようなイベントにしたいと思います。 

日時：平成 31年 3月 2日（土）午前 10時から 16時 

会場：野木町交流センター「野木ホフマン館」（栃木県下都賀郡野木町大字野木 3324-10） 

スペシャルゲストによる研修会 

高松ますみ スパークリングキッズ主宰 

アメリカでの出産子育て経験談、自信をもって子育てできるママになる。 

「グローバルに活躍できる子どもを育てる」 

嘉手納知幸 一般社団法人日本ホストファミリー養成協会代表 

「お金をもらって我が家で国際教育？ホストファミリーの魅力＆体験談」 

マルシェ出店、石窯ピザ作り体験、ステージ発表、仮装体験などあります。 

皆様のご参加お待ちしております。 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

 

 

 

 

 

 

第 1882 回例会（1/22） 第 1880 回例会（1/8）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 38 名 出席又は Make Up 会員数 39 名 

出席率 73.08％ 出席率 75.00％ 
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白戸輝子 会員 

昨晩、商工会議所女性会の新年会がありまして、「くじ」とか「じゃんけん」に運がつい

てこなかった私に、ファイナル 2人に残ってしまうという珍事がありました。 

今年は、良いことがありそうな気分で、ワクワクしております。 

最近は、自分も年齢を感じるようになりました。 

ある集まりで、介護のお話をしていた人たちの中で、「年を考えてはいけない、先ず先を

見て、良いことを考え、自分は、人に迷惑をかけないように、一生懸命努力して、年を忘

れること」とおっしゃる方がいらして、私も、同感、そうしようと決意したところです。 

 

井上学 会員 

私は、いつも年始に手帳に書くことにしています。 

今年は、大きく「奉仕活動で、世界に貢献」と書いて、これを 1 年の目標と致しました。 

奉仕活動と申しましても、近くは家族に奉仕、仕事の仲間に奉仕、地域社会に奉仕、そし

て世界に奉仕し、そして貢献となるよう行動してゆきたいと思います。 

私は、昭和 48 年生まれであり、第 2 次ベビーブーム真っ盛り、常にライバルが沢山い

るような、受験でも倍率が高い、スポーツをするにも、チーム、人がたくさんいて、人に

勝つ、蹴落とすという生き方をしておりまして、これを変えたいということを考え、そん

な矢先、ロータリークラブ入会のお話を頂き、私心を捨てて人に尽くす、私にどれだけで

きるか分かりませんが、皆様から、奉仕の精神を学んで、奉仕活動を通して、そういった

生き方をして、周りの人たちに、貢献できたらと思い、奉仕に焦点を置きました。 

いつもこの例会に来ることを楽しみにしております。ここにいるだけで、温かい雰囲気、

何とも言えない、感覚に包まれる、自分も、そんな雰囲気を発せられるように勉強したい

と思いますので、宜しくお願い致します。 

佐藤孝子会員 

私、ロータリー情報委員会の委員長ということで、新年に当たり、2 回目の情報委員会

を開催致したいと考えております。ロータリーのいろはからと申しますと、杉岡さんにお

願いすべきと思いますので、その節は、宜しくお願い致します。 

1 月 8 日の例会日に、全国和裁着装団体連合会の関係で、新年のご挨拶に、顧問の参議

院議員中川雅治先生をお訪ねした際、女性秘書の方が、赤ちゃんをおんぶしてお仕事をな

さっていました。議員会館の中にも、保育所があるそうです。 

私たちも、家で仕事をするときも、自分のそばに子供を置いて、子育てをしながら、仕事

をしていました。議員会館の中でも、そんな光景が見られたことに、ちょっと驚きました。 

 

須田純一 会員 

お正月明けに、カンボジアに行ってまいりました。 

いつもですと、チケットとホテルを確保しただけで、現地にという具合なのですが、今

回は、行く前に、鶴岡さんにお話しいたしましたら、カンボジアの方を紹介してくださり、

その方に、アンコールワットとか、遺跡巡りをしたいと伝えましたら、その方の知り合い

にコーディネートして頂いて、4日間、楽しい旅ができました。鶴岡さんに感謝です。  

「新年の抱負③」 
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今年は、日本でラグビーのワールドカップが開催されます。 

ラグビーを勉強して、井上さんに教えていただき、応援に、チーム、国を応援に行きた

いと思っております。 

今年は、東京マラソンを古谷会長と、一緒に走らせていただきます。 

その翌週に、古河はなももマラソン、2 週連続のフルマラソンは、はじめてになります

が、体をこわさないように、ゆっくり走りたいと思います。 

先週は、今年初マラソンを、太平山のほうで走ってまいりました。 

ハイカーの方々もいらっしゃるので、山を走るというのは、危険もありますので、すれ

違う時には、歩いて、挨拶してと思っております。 

山に行きますと、マイナスイオンがたっぷりなのか、自分自身が、元気になります。 

山歩きをしながら、ビジネスの事を考えたりしています。週に一度は、山登りに行きた

いと思います。そのお蔭か、このところ、風邪をひいていません。 

体を大切にしながら、元気でいながら、いろんな方を応援、スポーツだったり、ビジネ

スだったり、応援しながら、奉仕活動も少し、余裕があったら、と思っております。 

 

三ヶ尻智昭 会員 

ここ数年、仕事だけを一生懸命やってきたと思います。 

もうすこし、自分の人生そのものを楽しむことを自分自身 1 月 1 日に考えていました。 

具体的に何をと、考えたときに、もう少しいろんな趣味の事だったり、友達、友人など

とかかわっていたり、今年大きな目標として、掲げております。 

そうした方が人生豊かになったり、楽しく生きてゆけるのかなと思います。 

ロータリーに関しましては、1月 27日のワンディホスピタリティ、新年会、小山南 RCと 

の合同例会を先ず頑張ってゆきたいと思っておりますので、皆様のご協力をお願い致します。 

 

小山幸子 会員 

入会して、4 年半経ちました。皆さんお世話になりありがとうございます。私自身一人

でこのような会に入ることが初めてなのです。 

今年度は、米山記念奨学会委員会委員長ということで、寄付金の募集、集金、送金と松

本会計さん、小森谷幹事さんに、大変お世話になり、事なきを得、無事終了することが出

来ました。ありがとうございます。今後も頑張ります。 

 

松本幸子 会員 

私は、例年年末には、仏様の前に座り、今年一年どうだったかと反省をしております。 

昨年は、一年中バタバタしていたので、なにがどうこうと浮かび上がりませんでした。 

そこで、来年は、何を目標に頑張ろうかなと思いましたが、幹事の指名を受けましたの

で、また一年バタバタになって、目標を立てても、自分のことはできないので、江口会長 

がなにかを考えたら、それに沿ってなにかできるように、頑張ってゆこうと考えました。 

年を越しまして、この間、被選理事会もありました。 

会員の皆さんが、本当に協力的に、いろいろな自分の活動目標をお考えになり、発表し

て頂きました。 

私は、1 年半に及びますが、皆さんの後ろから、頑張って皆さんの為になにかできるよ

うにして行きたいと思いました。今後ともよろしくご協力お願い致します。  
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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 

本日のリレースピーチ楽しみです。いつ順番がくるのか、ドキドキですね。 

宜しくお願いいたします。 

板橋孝司 冬来たりならば春遠からじ。寒さも厳しき折ですが、春の息吹も少しずつ感じる様になりました。２

月３日のＩＭは節分、次の日が立春です。時の流れは早いものです。 

１月 27 日の合同新年会・ワンデイホスピタリティ、そして１月 29 日の将棋大会、楽しみです。 

海老沼堯 新年の抱負 No.３お願いします。我が家にもインフルエンザがきました。 

大高滋 おとといの「とっておきの研修会」無事終了しました。 

お忙しい中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 

久野茂 前例会にて、突然の「リレースピーチ」おもしろい企画でした。 

台湾の「米山扶輪会」より今年も年賀状が届きました。 

改めて、米山奨学生の面々を想い出します。ありがたいものですね！！ 

佐藤孝子 会員の皆様、リレースピーチ楽しみです。 

インフルエンザが大流行のようで、うがい・手洗い・気合いで頑張りましょう。 

白戸輝子 会員リレースピーチ楽しみです。今日はどなた？ 

ロータリーソングのタクト、いつになっても、上手にできなくすみません。本日練習させてくださ

い。 

福江眞隆 まだまだ寒いですね。 

今、インフルエンザが大流行しています。以前と比べて、インフルエンザに効く薬は有効ですが、予

防接種はほとんど効果なかったかの様に猛威をふるっています。皆様、注意してください。 

星野龍肇 今週より、毎日が職業奉仕です。２月３日まで。 

三ヶ尻智昭 １月 27 日 18：00～新年会、ワンデイホスピタリティです。皆様ご参加宜しくお願いいたします。 

海老沼堯・柿沼利明・小林好子・小山幸子 

坂田信夫・佐藤孝子・杉岡榮治・須田純一 

武澤郁夫・白戸里美・福田優子・三田浩一 

石川久・松井実・江口紀久江 

本日も会員リレースピーチ楽しみです。 

風邪が流行していますが、身体に気をつけて頑張りましょう。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

24 名 ￥49,000 ￥1,765,000 ￥2,200,000 80.23% 

スマイル委員長 小林好子 
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◆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。 

 

例会日程 例会会場 内 容 

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」 

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） 

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] 


