
―1― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お正月休みが終わったと思ったら、またまた 3 連休、仕事のペースもいまいちという

ところです。 

ガバナー月信 1 月号に高橋賢吾ガバナーの「職業奉仕月間」によせてと題しての記載

がありましたので、紹介させていただきます。 

今月は「職業奉仕月間」です。職業 奉仕の概念は、「四つのテスト」「ロータリー の目

的：第 2項」「五大奉仕部門：2.職業奉仕」により明確化されています。皆様には、この月間に因んで、

ロータリアンとして、ロータ リークラブとして、この職業奉仕の理念を周知徹底して下さいますよう

お願いいたします。 

また、職業奉仕の基本は、会員同士の親睦と絆を深め、自己研鑽を重ね、奉仕に繋げることだと思

います。例会でそれぞれの職業奉仕観を議論したり、卓話で会員の職業に関する専門性やスキルを語

ったり、会員の倫理基準を高め経営に寄与する職場訪問等、クラブ独自の職業奉仕月間として頂けれ

ばありがたいです。 

 

 

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 三ヶ尻智昭親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■会員卓話「新年の抱負 ③」 

会員リレースピーチ（SAA 指名 5 名） 

♬ロータリーソング♬ 四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 

2019.1.22 

第 1882 回例会 

 

28 

 

1 月の強調月間『職業奉仕月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 

第 1881回例会 2019年 1月 15日（火）12時 30分 例会場 

それでこそロータリー オーディオ担当 
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◆報告事項 

［1］古河中央 RC職業奉仕卓話 

日 時：1月 16日（水）11：30～13：40 

場 所：ネッツトヨタつくば古河店 3F 会議室 

卓話者：白戸仲久パストガバナー 

参加者：古河東 RCから 14名参加予定です。 

海老沼堯、大高滋、久野茂、桑原正信、佐藤孝子 

須永恵子、鶴岡学、白戸里美、古谷弘之、星野龍肇 

松本幸子、山崎清司、小林静子（事務局）、小森谷久美 

（五十音順・敬称略） 

 

［2］江口・松本年度第 1回被選理事会 

日 時：1月 15日（火）19：00～ 

場 所：食事処「静」 

次年度理事役員、オブザーバー全員出席で、江口・松本年度の船出を祝いました。 

次年度に向け、活発な議論を交わし、食事中も会話が途切れることなく和やかに終了しました。 

（文責：小森谷幹事） 

出席者：江口紀久江、松本幸子、福富好一 

石川久、岡村裕太、須永恵子 

小山幸子、高橋采子、白戸里美 

福江眞隆、古谷弘之、森敏夫 

小森谷久美（敬称略） 

 

▮ 雑誌委員会 三田浩市 委員長 

［ロータリーの友誌掲載記事のご紹介］ 

1月号縦書き 9頁に、クラブを訪ねての記事があります。 

今回は、福岡県、北九州市の小倉東ロータリークラブで、会員数 92名、1959年創立です。 

私たちのクラブより、先輩のクラブです。 

小倉東ロータリークラブは、例会時のテーブル席も、4か月ごとに変わるようです。 

そして、テーブルごとに、テーブル会という懇親会があり、情報交換会を行っているようです。 

会長さんの今期の会員増強目標は、100名達成だそうですが、既に、8人増やしておられます。 

60周年を前に、若手 20 名ほどで、アイデアを出してもらい、どんなアイデアが実現するのか、お楽し

みだそうです。会員数の多いクラブには、それなりのエキスパート会員が居るものと思いながら、記事

を読ませていただきました。 

二つ目は、ロータリー歌壇、縦書き、22 頁に、小山幸子会員の短歌が、選出され、掲載されています。 

「玻璃に着く オオカマキリはいと青く 妖しきまでに月影に見ゆ」  

幹事 小森谷久美 
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▮ 地区米山記念奨学会委員会 高橋采子 米山学友委員長 

1月 12日(土)・13日(日)、米山の次年度奨学生の選考が無事終わりました。 

今年度選考は、10か国、中国、韓国、ベトナム、台湾、ネパール、ジョージア、ケニア、インドネシ

ア、ウズベキスタン、イランから奨学生を迎えることになりました。 

次年度、どんな奨学生をお世話できるか楽しみです。 

▮ 古河東 RCすみれ会 高橋采子 会長 

［第 2回 芸術鑑賞のお誘い］ 

今回は、時事話題も含め、笑って笑って、そしてほろり、とくる素晴らしい女性落語家、

「六花亭遊花(ろっかていゆうか)」さんの講演を聞き、一緒に心を満たしたいと、企画いた

しました。どこか、親しみを感じる東北弁が、なんとも味わい深い時間となることでしょう。 

「六花亭遊花」さんの講演をメインに、講演会場、昼食会場は、「ホテル丸治」、大谷石の歴史と巨大地下

空間を体験できる大谷資料館見学ほか、クラブ会員の奥様方と女同士、一緒に笑い、楽しい一日を過ご

しませんか。 

日 時 2019年 2月 21日(木) 朝 9時、古河駅東口喜楽飯店付近集合、出発 

参加費 1万 2千円 

行 程 古河駅東口⇒大谷資料館見学⇒ホテル丸治にてランチ⇒「六花亭遊花」さんの講演⇒（ちょ

っと寄り道）⇒古河駅東口(17時到着予定) 

出欠のご連絡を、1月 25日（金）までに高橋宛お願い致します。 

▮ 古河市心身障害児（者）父母の会 大高滋 会長 

［「とっておきの研修会」開催のお知らせ］ 

入場無料です。皆様お誘いあわせの上、ぜひお越しください。 

「とっておきの研修会」～障害があっても街で共に暮らす社会の実現をめざして～ 

日時：平成 31年 1月 20日（日）午前 10時 30分 

会場：コスモスプラザ（古河市仁連 2065 電話 0280-76-1517） 

公演：創作田楽舞「稲作～鼓動～宇宙」（NPO法人自然生クラブ） 

講演「一人ひとりを生かす場所づくり」NPO法人自然生クラブ施設長 柳瀬敬氏（入場無料です） 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1881 回例会（1/15） 第 1879 回例会（1/1）前々回 

名誉会員を除く会員数 53 名 

休会 

出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 36 名 

出席率 69.23％ 
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須永恵子会員 

ローターアクトクラブ顧問ということで、ご指名いただきまして、1年間行動させて

頂いております。ローターアクトクラブ会員、なかなか増強が追いつきませんで、是非

皆様にもご協力頂きたく思いますのと、私も知り合いに何人か声をかけて、増強に力を

入れて行きたいと考えております。一人でも多く入会していただけるよう頑張ります。

2、3年後、大役を仰せつかりますが、その節も、ご協力の程お願い致します。 

 

白戸里美会員 

社会奉仕委員会として、残り半分、古民家に力を入れてまいりましたので、古民家を

利用して、楽しい時間を過ごせたら良いなと春ごろに企画、予定致しますので、ご参加

宜しくお願い致します。 

里山保全をやり残しておりますので、企画を練ってまいります。 

絵手紙に関しまして、IMの中でお話することになっておりますので、現在内容を整理

中でございます。 

 

鶴岡学会員 

入会して 1年も満たないですが、皆様のお顔とお名前、活動を覚えさせていただくと

いうのが、私の抱負かなと思います。 

先ずは、例会に出席するところからスタートしたいと思っております。 

今年もよろしくお願い致します。 

 

佐谷道浩会員 

長男が去年結婚し、今までは、お正月に親の家に行っていましたが、今年は、子供達

がやってくる、なんとなく新鮮な感じを受けました。 

私は、昭和 63年に司法試験に合格し、平成元年から司法修習を受けました。 

この業界に入り 30 年ほど、そして新しい年号を迎えるという、これも節目かと思い

ます。 

東京オリンピックの年に生まれ、また東京オリンピックが開催されるということで、

なにか関わりを持てたらなと思いました。 

 

久野茂会員 

今回のようなリレースピーチ、良い企画だと思います。 

私のロータリー歴は、古参の枠に入ります。今までにいろいろと役を仰せつかり、飛

び回っておりましたが、今は、一休みといったところです。 

今、高橋采子地区委員のお話にもありましたが、米山のお話になりますと昔を思い出

して懐かしさを覚えます。 

米山奨学生への応募者は、皆さん本当に優秀なんですよね。それでも、漢字に近い国

の学生が、多くなってしまう。 

これからは、できる限り広く世界に対象を広げようという方針かと思います。 

久しぶりに、感慨にふけっておりました。  

「新年の抱負②」 
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武澤郁夫会員 

私がクラブに入会したのは、2009年 2月でした。 

今年の 2月で丸 10年が経過するのですね。早いものです。 

今年度、職業奉仕委員長を仰せつかり、皆さんに甘えてばかり、お願いします、お願

いしますの連呼で、ご協力を戴いて、職場体験、出前講座、前半を無事終えることがで

きました。 

後半には、前回お知らせいたしました通り、防衛大学校見学ということで、横須賀ま

で行きますので、帰路、軍港めぐりもしてみたいと思います。 

また、出前講座の依頼がありましたら、また講師のお願いを致しますので、その節は、

よろしくお願い致します。 

私事、クラブの事につきましても、平穏な年になります様ご祈念申し上げます。 

 

岡村裕太会員 

今年度、ロータリー財団委員長を担当ということで、昨年末まで、さんざん呼びかけ

をさせて頂き、多くの皆様のご協力を戴きましてありがとうございました。 

とりあえず、無事送金して頂いたので、残すは、領収書の到着待ち、といったところ

です。 

私も、クラブに入会して、丸 3年を経過したところですが、まだまだ分らない部分が

多いと思います。 

いつまでも分からないといってられないので、勉強してゆかねばならぬということで、

少しづつですが、成長してゆけるように、いろんなことを考え思いながら、1 年間やっ

てゆけたらなと思います。 

 

杉岡榮治会員 

今年度は、社会奉仕委員会の副委員長ということで、ほとんどお役に立てることはな

いと思っておりますが、古民家を活用してのイベントを、委員会の一大行事として開催

することですので、暖かくなってからのお楽しみに。 

その節は、全員参加でのご協力方、お願致します。 

もう古希を過ぎてしまいましたが、ゴルフのスコアは、2桁でプレーしたいと思いま

す。 

年間アベレージ目標を 85として、頑張ってゆきたいと思います。 

 

福富好一会員 

次年度ガバナー補佐を仰せつかっております。 

予定も決まりつつあり、現在アメリカに中村澄夫ガバナーエレクトが行っております。 

2月 7日に次年度ガバナー補佐会議がありますので、その後、次年度方針等がお知ら

せできることと思います。 

予定としては、3月 2日（土）が地区チーム研修セミナー（DTTS）で、地区役員、地

区総括委員長、地区委員が対象です。3 月 23 日（土）～3 月 24 日（日）が、会長エレ

クト研修セミナー（PETS）で、地区役員、地区総括委員長、クラブ会長が対象です。4

月 14日（日）が、地区研修・協議会（DTA）で、地区役員、地区総括委員長、クラブ役

員等が対象です。  
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いよいよ新年度へ向けての行事が、目白押しです。 

また、IMの実行委員長に杉岡榮治さん、同総務に松井実さん、セクレタリー責任者に

柿沼利明さん、同事務局に佐谷道浩さん、同会計石川久さん、セクレタリーに、大高滋

さん、岡村裕太さん、鶴岡学さん、IMゴルフ大会委員長に古谷弘之さん、同総務に森敏

夫さんにお願い致しました。次年度の 1年間頑張りたいと思います。 

職業上の展望では、オリンピックも関係し、建築工事用資材調達や人手が停滞してい

るような状況ですので、工程表通りの工事が進められない状況も出てきております。 

とても厳しい状況であると思います。 

 

松井実会員 

先だって、福富好一次年度ガバナー補佐から、IMの総務にというお話があり、内心躊

躇がありましたが、お受けいたしました。当然私一人ではこなせませんので、お助けを

お願い致しますこともあると思いますが、その節は、ご協力の程お願い致します。 

クラブ会報・IT委員会におきましては、原稿入力の省力化のため、デジタルでの原稿

提供をお願い致します。 

 

三田圭子会員 

父を送って 1年が経ち、心に穴が開いたように、行動意欲がなく、考えた挙句、これ

からは、自分の好きなゴルフやテニスを精進しながら頑張ろうと思っております。 

昨日、仙台におりましたが、携帯が急に故障して、どうにも動きません。研修もそこ

そこに新幹線に飛び乗り帰宅してしまいました。 

携帯が新しくなったのですが、マナーモードにしたつもりが、話し出したりして困っ

ております。 

本来なら、仙台のお土産に、かまぼこか萩の月をお持ちしたかったのですが、このよ

うな状況なので、何もなくてごめんなさい。 

 

鈴木操会員 

本年も静に頑張りますので、宜しくお願い致します。 

ロータリーとのかかわりは、長い方ですが、体が思うように、ついてきてくれません。 

心と体が分離しているのです。今年は、この分離している距離を短くするように、私

なりに頑張って、出席させていただきたいと思います。 

 

 

 

【その他の報告】 

武澤郁夫会員から、大相撲観戦のお土産のお菓子を頂きました。 
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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 

乾燥している毎日です。皆様お風邪など召さぬようお気を付けください。 

リレースピーチ、どんな面白話が出てくるか！？楽しみです。 

海老沼堯 本年初出席です。新年の参拝ありがとうございました。 

お会いできなかった方々失礼いたしました。よい年でありますようご祈念申し上げます。 

小倉郁雄 新年からおだやかな晴天が続いており、一昨日 13 日（日）の成人式も無事に終了し、ほっとしてい

ます。今年一年が大きな天災もなく、おだやかな年になることを願うばかりです。 

高橋采子 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。会員卓話楽しみにしております。 

１月 12 日・13 日、米山の次年度奨学生の選考が無事終わりました。 

白戸里美 インフルエンザが流行しているみたいです。みなさんご自愛ください。 

福田優子 会員リレースピーチ楽しみです。私事ですが、昨日還暦の祝いを子供たちがしてくれました。 

私の両親、夫の両親も呼んでくれてにぎやかでした。ガンバラネバ！！ 

福江眞隆 新年になりました。 

「もう半年」「まだ半年」同じ事柄でも感じ方で違って見えることが多いですよね。 

でも、一日一日を大切に生きていきたいものです。 

時間は、みんなに平等に過ぎていくはずですからね。 

福富好一 新年を迎えて、本年も良い年でありますようお祈り申し上げます。 

三ヶ尻智昭 今年最初の出席となります。また１年宜しくお願いいたします。 

山腰すい 新年のお喜びを申し上げます。本年も宜しくお願い致します。 

池田三郎・岡村裕太 

小林好子・小山幸子 

坂田信夫・佐藤孝子 

須田純一・須永恵子 

武澤郁夫・白戸輝子 

星野龍肇・松本幸子 

石川久・大高滋 

鈴木操・松井実 

本日も宜しくお願いいたします。 

会員リレースピーチ「新年の抱負」、楽しみにしています。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

27 名 ￥59,000 ￥1,716,000 ￥2,200,000 78.00% 

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 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） 

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] 


