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先々週は新年会、先週は IM があり、3 週間ぶりの例会場での「会長の時間」です。 

皆様あらためまして、先日の IM はお疲れ様でした。古河東 RC からは第 4 分区最

多の 36名の出席をいただき、会長として鼻高々でした。 

白戸里美さんの活動発表も最高でした。よかんべ祭りにおける私の「わたあめづく

り」もほめていただき、ありがとうございました。 

次年度ホストクラブである当クラブの次年度会長江口紀久江さんの毅然とした挨

拶、そして、いつも冷静な福富次年度ガバナー補佐の挨拶も、すばらしかったです。

次年度に向けて、着々と体制が整ってきていると感じました。 

本日は例会後、クラブ協議会において皆さんから IMの感想をいただきます。 

 

 

 

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 井上学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■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 

♬ロータリーソング♬ 我らの生業 

2019.2.19 
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2 月の強調月間『平和と紛争予防／紛争解決月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 

第 1885回例会 2019年 2月 12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 

該当者：植木静子会員、森敏夫会員 

小倉郁雄会員、齊藤忠会員 

 

 

 

 

◆第 8回理事会承認事項報告 

［1］1月の会計報告  

［2］新年会、ワンデイ・ホスピタリティ、小山南 RC合同例会決算書の件 

［3］古河桃まつり協賛金の件 

［4］第 39回古河市高校サッカーフェスティバル協賛金の件 

［5］古河市マスターズ野球大会パンフレット広告掲載の件 

［6］火曜日 5週目を休会にする件（4/30、7/30、10/29、12/31） 

［7］職業奉仕委員会職場訪問（防衛大学校）例会バス代の件 

［8］ロータリー手帳購入の件 

［9］3 月のプログラム 

［10］米山特別寄付金 家族の累計金額を合算する件（次年度） 

［11］地区大会参加について（出欠確認等） 

◆報告事項 

［1］ロータリーの友 2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、米山記念奨学会より寄付領収書 各自メールボックスに配布 

［3］IM欠席の方は、パンフレットが届いています 以上 

▮ 職業奉仕委員会 武澤郁夫 委員長 

［3月 8日(金)防衛大学校、職場訪問について］ 

防衛大学校の見学に際し、身分証明書（運転免許証、住基ネットカード、パスポート等）の

携行をお願い致します。また、身分証明書と異なる氏名をご使用の方は私宛申し出で願いま

す。尚、見学を終えるまでは、飲酒厳禁にてお願い致します。 

本日、参加者の確認のため、出欠確認名簿を回覧いたしておりますので、ご記入ご確認をお願い致します。 

▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

既に、メーリングリストにて、ご案内致しておりましたが、本日、例会の後に、社会奉仕委員

会を開催致します。短い時間にて済みますので、是非ご出席願います。 

  

幹事 小森谷久美 
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▮ 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例会 出席報告］ 

古河東 RC青少年奉仕委員長 福田優子 

出席報告を松本幸子 副幹事から受けました。 

平成 31年 2月 5日（火）古河地区ローターアクトクラブ例会が開催されました。 

参加者：＜古河ロータリークラブ＞会長 野村利夫様、プログラム委員長 木村直行様 

＜古河東ロータリークラブ＞坂田信夫会員、石川久会員、佐谷道浩会員、松本幸子会員 

第 2820地区ローターアクト代表 池田遼太様 

卓 話：「折りの技術について」翁長優妃会員 

2回目となる翁長さんの卓話は、資料を基に解りやすく、楽しく説明されていた。 

実際に用意いただいた 8角形の紙を、私たちも折ってみたがなかなか難しく、誰もが写真を取

るのも忘れるほど必死に折りに入ってしまっていた。 

野村利夫様 談 

古河ロータリークラブもアクトの活動、増強に力を入れたいので、是非 

3月 15日（金）例会にアクトメンバーに来ていただき卓話をしてほしい。 

そのためにプログラム委員長の木村会員と一緒に、本日の例会に参加した。 

今日はとても楽しい時間を過ごさせていただいた。 

▮ 雑誌委員会 三田浩市 委員長 

ロータリーの友 2月号、クラブ訪問には、埼玉県の秩父ロータリークラブ、創立 54年、会員

51名、内女性会員 1名、秩父市の人口、6万 2千人、毎年「秩父夜祭」という大きな行事が

あり、この時には、大勢の観光客が訪れ、人口の 4倍にもなるそうです。 

クラブ会員の最高齢者は、90歳、ハーモニカや社交ダンスをやっている方だそうです。 

クラブの活動についても、積極的に行っているとのことです。 

クラブのシンボルともなる事業については、「ロータリーの森整備事業」この事業は、地元でも有名な

『芝桜の丘』羊山公園に隣接する森の維持管理事業だそうです。市を挙げてやっているということで、盛

大な事業の様です。 

このような記事を読んで、私の感じたことは、やはり、市の活性化を図るためには、市内のロータリー

クラブや、市民団体などとの協力と実行力が必要であると思いました。 

皆さんも是非お読みいただいて何かを感じ行動できればと思います。 

▮ ゴルフ同好会 小林好子 会計 

ゴルフ同好会後期分会費を次週からお預かり致したいと思います。 

よろしくご協力お願い致します。 

▮ ＳＡＡから 石川久 SAA 

より良い例会の出欠管理方法がないか、色々と考えているところです。 

本日は、例会場の入り口に置いてある出席簿を回覧しますので、今月の出欠予定を改めてご記入くださ

い。  
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ク ラ ブ 協 議 会 「 第 ４ 分 区 I M を 終 え て 」 

 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古谷弘之会長 

去る 2月 3日（日）に開催された第 4分区インターシティミーティング（IM）を終え

て、会長指名による 5 名の会員及びパストガバナーから、当日の感想や、次回 IM ホス

トとしての意気込み等を語っていただきました。 

 

 

岡村裕太会員 

IMへの参加は 4回目です。次年度は当クラブが主催ということもあり、主催者側がど

う動いているのかを見ることを心がけて参加しました。白戸里美さんの発表は、以前髙

橋ガバナーがおっしゃっていたように、同じ発表をしない、そのたびに臨機応変に内容

を変えるということを実践しており、素晴らしいと思いました。太田菜穂子さんの講演

は、いくつになっても勉強しなさいということをおっしゃっていたのかなと思いました。

「勉強しなさい」とは、子どもにはよく言い聞かせる言葉ですが、自分自身も勉強して

いきたいと思います。次年度実行委員長の杉岡さんも、来年に向けて写真をきちんと撮

って、まさに勉強されていました。今回勉強させていただいたことは次年度に生かし、

少しでもお役に立ちたいと思います。 

 

大高滋会員 

講演について印象に残ったのは、日本人が玄関で靴を脱ぐ習慣に関する話です。日本

は、伝統的に仏壇や神棚といった聖なるものが家にあり、家の中は聖域である、そうし

た意識から靴を脱いでいる、ということでした。我々にとっては当たり前の習慣にその

ような深い理由があったのか、と感動しました。外と内とを区別する、お辞儀の際に扇

子で結界を張る習慣なども思い出されるところです。 

懇親会も締まっていました。地元の方のバンドでバラエティに富んだ曲目を演奏して

いただきましたね。 

  

第 1885 回例会（2/12） 第 1883 回例会（1/27）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 52 名 

出席率 73.08％ 出席率 100.0％ 
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坂田信夫会員 

境 RCらしい IMでしたね。懇親会にも力が入っていました。 

当クラブの発表は何の問題もなく、淡々と自分たちの発表をした、ということに尽き

ます。来年も杉岡さんが実行委員長なので、何の心配もしていません。全員協力して、

無理に派手なことをやろうとせず、羽目を外さず、我々が持っている「古河東らしさ」

を出していけば、次年度も良い IMになると思います。 

 

齊藤愛会員 

IMの参加は 2回目です。太田菜穂子さんの講演を楽しみにしていました。外から見る

ことによって改めて浮かび上がる日本の姿について、興味深く拝聴しました。太田ガバ

ナー補佐の妹さんであったと最後にお伺いして、更に感嘆いたしました。 

次年度は当会主催とのことで、私自身はまだ様々な理解が浅いのですが、この機会を

通じて勉強し、少しでも貢献させていただければと思います。 

 

小山幸子会員 

古谷会長生来の明るさのもと集わせていただきました。記憶では 5回目の IMでした。

参加する度に、皆さん素晴らしい発表をされて、感動しています。今回は白戸里美さん、

落ち着いていて、よどみなく、書いてあるものを読んでいるふうでもなく、でもしっか

りと準備をされていて、やはり素晴らしい方だなと改めて感動しました。古河東の皆様

からは、いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。 

 

杉岡榮治会員（次年度 IM実行委員長） 

次年度もちゃんとやりなさい、というメッセージを感じました。次年度ガバナー補佐

の福冨さんに恥をかかせないよう、自分なりに頑張っていきたいと思います。間もなく

第 1 回の IM 実行委員会の開催となりますが、会場選びから始まり、しっかりと準備を

していきたく、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

山崎清司パストガバナー 

素晴らしい IM ができたと思います。次年度は福冨ガバナー補佐と杉岡実行委員長の

もと、しっかりやっていただけるものと確信しています。特に懇親会は飛んだりはねた

りせず、しっくり行く感じがよいですね。次回に向けて会員一同頑張っていきましょう。

期待しています。 
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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 

1 月 27 日ワンデイホスピタリティと小山南ＲＣ合同例会、大盛況に終わりました。 

外国人スピーチについては、山腰会員には前日にご指導いただきありがとうございました。 

IM では白戸里美さん発表お疲れ様でした。次回は古河東が担当ですよー。 

山崎清司 PDG 第４分区 IM 御苦労様でした。当クラブもすばらしい報告ができうれしく思います。 

又雨が少なく乾燥状態が続くなか、野木神社で雨乞い例会など必要な時ですネ。 

井上学 インターシティミーティング、お疲れ様でした。 

各ロータリークラブの活動報告や髙橋ガバナーのお話、とても刺激になりました。 

小倉郁雄 誕生祝い、ありがとうございました。まだまだ寒い日が続きますので、皆様風邪など引かないように、

規則正しい生活と栄養をとって、元気に乗りきりましょう。 

久野茂 第４分区ＩＭを終えて、誰が･･･？卓話をされますか？楽しみですね。 

ガバナー補佐の時を想い出し、全会員の皆様に大変お世話をいただき、感謝したことを想い出してお

ります。 

坂田信夫 クラブ協議会、IM を終えての卓話よろしく。 

高橋采子 IM の為、久々の例会のような気がしております。やはり、古河東 RC の例会は最高！ 

2 月 21 日すみれ会にご参加いただける会員様がいらっしゃったら、ご連絡ください。 

田口精二 ２月の誕生日の皆様おめでとうございます。 

年を重ねることは良いことそうでないこと色々あって、面白いですね。 

福江眞隆 まだまだ寒いですね。雪も積もらなくてよかったですね。インフルエンザもようやく減少に転じてき

ました。筑波の近所の梅園公園の梅がやっと開花していました。もうすぐ春ですね。 

福田優子 さすが、光の春ですネ！先日、野木神社海老沼宮司様にお祓いをしていただきました。 

御利益があります。初詣に行った甲斐がありました。２月はとてもうきうきの月です。 

森敏夫 IM ご苦労様でした。誕生日プレゼントありがとうございます。老体にむち打ち頑張ります。 

池田三郎・植木静子・海老沼堯・岡村裕太 

小林好子・小山幸子・佐谷道浩・杉岡榮治 

武澤郁夫・白戸里美・白戸輝子・星野龍肇 

松本幸子・石川久・大高滋・鈴木操 

松井実・江口紀久江 

２月生まれの皆さん、おめでとうございます。 

クラブ協議会では、皆さんの IM の感想を楽しみにしております。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

31 名 ￥63,000 ￥1,828,000 ￥2,200,000 83.09% 

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 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〗 

第 1888 回例会 

3 月 5 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 9 回理事会 例会場 11 時～ 

月初めのお祝い 

会員卓話「今思う会長時代」佐谷道浩 直前会長 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

第 1889 回例会 

3 月 12 日（火）↓ 

3 月 8 日（金） 

防衛大学校 

神奈川県横須賀市 

走水 1 丁目 10-20 

046-841-3810 

職場見学 

防衛大学校見学及び海上より横須賀軍港めぐり 

出発 7 時 30 分古河駅東口、19 時古河駅解散予定 

第 1890 回例会 

3 月 19 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

お客様卓話「原子力発電の現状と今後の展望」 

稲田栄一 東海那珂 RC パスト会長 

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

第 1891 回例会 

3 月 26 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ロータリーの基本について」 

杉岡榮治 パスト会長 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

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 21 日（木） 第 4 分区 ＩＭ 記念ゴルフ大会 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] 


