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3月 3日（日）の東京マラソンに参加してきました。当日は日頃の行いが悪いためか、

終日大雨で、スタートからゴールまで降りっぱなしでした。初めての雨中のフルマラソ

ン、普通でしたら棄権するのですが、今回の東京マラソンは、私自身投資資金が沢山かか

っているため、そういうわけにはいきません。参加人数 38000 人、ボランティアスタッ

フ 11000人という世界最大規模のマラソン大会でした。 

マラソンのタイムは、ゴルフのスコアのように、グロスタイムとネットタイムがあります。グロス

タイムはスタート時間（9 時 10 分）から、ネットタイムはスタートゲートをくぐった時間（9 時 40

分）からのタイムで、30分の差があります。東京マラソンは 3万人規模なので 30分、古河はなもも

マラソンは 1 万人規模なので 10 分の誤差ということになり、順位はマラソンでもネットタイムで競

うことになります。しかし、エリートランナーはほぼスタートゲートにいますのであまり関係ありま

せんし、我々市民ランナーのほとんどは順位よりも完走することが目的ですので、そういう意味では

関係ないかもしれません。 

最後に、自分のレース後にもかかわらずゴール地点で応援してくれた須田さん、わざわざ応援に来

てくれた鶴岡さん、ありがとうございました。 

 

 

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 井上学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■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 

2019.3.8 

第 1889 回例会 
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3 月の強調月間『水と衛生月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 

君が代、奉仕の理想、バースディソング オーディオ担当 

第 1888回例会 2019年 3月 5日（火）12時 30分 例会場 
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【お客様及びご来訪ロータリアンの紹介】 

 

例会体験 三田昌美様  例会体験 金子恭子様 

 

 

 

 

 

【協賛金の贈呈】 

［1］高校サッカーフェスティバル及びマスターズ野球大会開催に伴う協

賛金の贈呈、古河市体育協会 会長宇都木一郎様へ 

ご挨拶 

毎年協賛金を頂いております。ありがとうございます。 

今年も古河市高校サッカーフェスティバルが 23日から 3 

日間開催されます。昨年は、古河一高が優勝いたしました。 

準優勝が浦和東高校、第 3位が小山南高校と群馬県の太田高校でした。古河市マスターズ 

野球大会につきましては、昨年は、還暦の部で古河わたらせクラブが優勝しました。60歳以上というこ 

とで、往年のスター選手が頑張っておられます。古希の部は、残念ながら 3位に終わってしまいました。 

今年は、4月 6日、から 9日、還暦と古希とで競います。皆様もお時間がございましたら、応援にお出 

で頂きたいと思います。同じくご協賛いただいております古河はなももマラソンも、あと 5日です。 

1万 2千人のランナーをお迎えして、14万人の市民の皆さんが一堂に会して、応援をする。古河市の歴 

史と文化、素晴らしい思い出に残る大会にしたいと思います。 

［2］古河桃まつり開催に伴う協賛金の贈呈 

古河桃まつり実行委員長 山本健一様、他観光物産課の方々 

古河桃むすめ 立原 真凜（たちはら まりん）さん 

昆野 楓耶（こんの ふうか）さん 

「今回で 43回目となる古河桃まつりは、3月 20日（水）か 

ら 4月 5日（金）まで、古河公方公 

園にて開催します。美しく咲く花桃 

のもと、様々な物販、ステージ、アト 

ラクションをご用意しています。3月 21日（木・祝日）の開会式では、古河大使・ 

渡辺徹さんが芸人さんを連れてステージに登場します。皆様お誘い合わせの上、今 

年もどうぞ古河桃まつりへお越しください。」 

 

【地区からの委嘱状伝達】 

山崎清司パストガバナー 

2019-20年度地区諮問委員会委員 

クラブ奉仕委員会担当カウンセラー、第 6分区 IMリーダー 

白戸里美会員 

2019-20年度地区奉仕プロジェクト委員会社会奉仕委員  
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【月初めのお祝い】 

進 行：三ヶ尻智昭親睦活動委員長 

該当者：福富好一会員、板橋孝司会員 

近藤泰雄会員、高橋采子会員 

 

 

 

◆第 9回理事会承認事項 

［1］2月の会計報告 

［2］佐藤孝子会員出席規定免除願い及びお見舞いの件 

［3］理事会・被選理事会会議費の扱い及び予算の科目変更の件 

［4］クラブ戦略計画（3か年計画）提出の件 

［5］4 月のプログラム 

◆報告事項 

［1］ロータリーの友 3月号、ガバナー月信 各自メールボックスに配布 

［2］ネパールへの血糖値検査キット贈呈現地病院からの報告を回覧  以上 

▮ 雑誌委員会 山腰すい 副委員長 

「ロータリーの友」3月号の紹介です。 

表紙を見てみますと、ひな祭りのイラストと、水をとりあげた「水の恩はおくられぬ」のイ

ラストが描かれています。おひな様もひな壇から飛び降りて、楽しそうに縄跳びをしていま

す。春到来ですね。 

（ところで、新しい方のためのご説明ですが、ロータリーの友は、向かって右からは縦組み、向かって左

からは横組みとなっています。どちらから読んでも OKです。目次はどちら側にもあり、ページ数も二

種類あります。） 

横組みの 7ページを見てみますと、お抹茶の写真があります。美味しいお茶は美味しいお水からと申し

ます。これは、2012-2013年度国際ロータリー会長田中作次家の茶会での写真です。日本では当たり前

に美味しい水が使われています。 

3月は水と衛生月間です。世界中に安全な水を、とうたっています。国連では毎年 3月 22日を「世界水

の日」と定めています。水がとても大切であること。きれいで安全な水を使えることの重要さを世界中

の人々と考えるための日と決め、その取組を進めているクラブが 8～13ページにいくつか紹介されてい

ます。「きれいな水プロジェクト」として第 2830 地区が国際ロータリー第 3330 地区（タイ）を視察訪

問する様子も掲載されています。また、忘れてはならない 3.11東日本大震災の教訓として、第 2530地

区保原ロータリークラブが地区補助金で井戸ポンプを設置したという記事もあります。 

14～17ページには、地方の過疎化、少子化などローターアクトクラブの抱える問題ニトリ組みながら、

会員増強・維持に挑むローターアクトクラブを紹介しています。 

35ページには、ガバナーのロータリー・モメントとして、第 2820地区高橋ガバナーの記事が掲載され

ています。 

このほかにもたくさんの記事が折り込まれていますので、お時間のあるときにじっくりお読みください。  

幹事 小森谷久美 
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▮ 職業奉仕委員会 武澤郁夫 委員長 

平成 31年 3月 8日（金）の防衛大学校見学の最終確認です。 

当日は必ず身分証明書をお持ちいただくことと、見学が終わるまで飲酒は厳禁です！ 

また、構内がとても広いので、歩きやすい靴でお越しください。 

▮ 地区チーム研修セミナー出席者からの報告  

平成 31 年 3 月 3 日（日）にひたちなか市で開催された地区チーム研修セミナーに出席した会員から、ご

報告をいただきました。 

出席者：山崎清司 PDG（地区諮問委員会委員、クラブ奉仕委

員会担当カウンセラー、第 6分区 IMリーダー） 

福富好一会員（第 4分区ガバナー補佐） 

佐谷道浩会員（クラブサポート委員） 

高橋采子会員（米山学友委員長） 

白戸里美会員（社会奉仕委員） 

須永恵子会員（インターアクト委員）※カッコ内は次年度の役職です 

［報告（抜粋）］ 

［1］福富好一 次年度ガバナー補佐 

来年度の RI テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」、2820 地区スローガンは「人・学びて更なる奉

仕」と決定しました。次年度第 4分区 IMは 2020年 2月 2日（日）と決まりましたので、宜しくお願

いします。 

［2］高橋采子 米山学友委員長 

当クラブが世話クラブとして迎えることになりました米山奨学生をお知らせします。期間は 2年間で

す。 

王 萱（オウ シェン）さん（中国）筑波大学 生命環境科学研究科 生物機能科学専攻 博士課程 2年 

▮ 出席委員会 福江眞隆 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

星野龍肇会員からお菓子のお土産を頂きました。 

  

第 1888 回例会（3/5） 第 1886 回例会（2/19）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 41 名 

出席率 75.00％ 出席率 78.85％ 
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佐谷道浩直前会長 

会長は、クラブを代表して書類にサインをしたり、集まりなどで

挨拶をしたりするといった役割はありますが、会長であることによ

る絶対的な権限もなく、あくまで理事会や年次総会などが決定組織

です。職務権限もありませんので、賄賂をもらうこともありません。

1年という期間は終わってみれば短く、様子が分かってきたところで任期満了です。 

 

しかし、会長の個性によって、なぜか、その年度の色が出るところがあります。歴代の会長を思い浮

かべても、その年度ごとの特徴的なことが思い起こされます。たとえば、江口達司年度での衛星クラブ

設立、佐藤年度でのマイロータリー全員登録でのロータリー会長賞受賞（地区で唯一の受賞クラブでし

た）、久野年度での初のタイへの自転車贈呈事業などなど。自分が幹事をした山崎年度も、色々と思い出

深い年度でした（ブルキナファソで防虫蚊帳、パラオで動物用の抗生物質を贈呈し、英語カルタをみん

なで作り（完成は松井年度）、クラブソングを作ったのも、その年度でした）。 

 

自分の年度の特徴は何だったのか、自分では何とも言い難いのですが、他の年度と幾ばくかの違いが

あるとすれば、以下のような出来事が挙げられると思います。 

まず、当地区で初めて、ロータリーの友にクラブの特集記事が載ってしまったことです。改めて、自

クラブの良さを認識する機会となりました。地区補助金活用事業では、大高幹事や白戸里美さんの企画

に対するご協力で、障がい者やそのご家族とともにいわき市やハワイアンズに旅行し、被災地の皆さん

とも交流することができました。また、ワンデーホスピタリティーについては、古河市国際交流協会の

ご協力で、地元の在住外国人の方々にもお声がけし、今後につながる交流ができました。そして、英語

カルタの活用でも、小学生を集めて当クラブ主催のカルタ大会を実施できました。久々に米山梅吉記念

館を見学し、米山事業の心を改めて学びました。真室川の小学生との絵手紙交流も記憶に残ります。古

河地区ローターアクトの支援の一環として、ローターアクトの地区大会や全国研修会の成功にも参画で

きました。同時に、活動の見直しということでは、長く続いた秦野名水との友好クラブ終結という決断

もしました。 

その上で、自己評価としては、前年度までの会長が築いてくださった礎（ロータリーに造詣の深いベ

テラン会員、実務能力に長けた多くの優秀なメンバー、多くの女性会員、若手会員、衛星クラブ、アク

トを含めた多様な人材といういわばハード面）を承継させていただいたこともあって、クラブが今後さ

らに発展するための奉仕活動の充実や、それに参加することによる喜びや成功体験の蓄積といういわば

ソフト面の強化に貢献できたのではないか、という自負はあります（4名の新会員も入り、結果として、

地区で唯一、3年連続でロータリー会長賞を取れました）。まさにそれは、自分がクラブのスローガンと

した、「実践を通じた自己実現」で目指したものでした。 
 

そして、これからの当クラブの充実発展は、何といっても、活動の充実にあると思います。それによ

って、RIが強く求める増強や公共イメージの向上といった結果がついてくるはずです。そうした意味で、

クラブには、中長期の計画が必要です。当クラブでは、3カ年計画である戦略計画を策定しています。 

自分のロータリー活動を振り返っても、参加する喜びから、いわゆるロータリーマジックにかかった

瞬間がありました。家族も、なにがしかの形でロータリーに関わらせていただきました。そして、会長

を経験すると、より以上にクラブへの愛着がわきます。地区随一の陣容と実績を誇る当クラブが益々発

展し、会員（特に新入会員）の皆さんが「ロータリーに入っていて良かった」と思えるよう、今後とも、

事業の充実などを通じて、一会員として少しでもお手伝いができればと思います。  

「今思う会長時代」 
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名前 メッセージ 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

３月生まれの方、おめでとうございます。佐谷直前会長、卓話楽しみにしています。 

東京マラソン完走しました。古河はなももマラソンも出場します。 

山崎清司 「今思う会長時代」佐谷直前会長卓話楽しみです。 

地区チーム研修セミナーにご出席した皆様ありがとうございました。 

板橋孝司 いよいよ春到来明日３月６日啓蟄です。本日は誕生日のお祝いをありがとうございます。 

井上学 マラソンの練習をさぼって何もしていませんが、古河はなももマラソン古河東ロータリークラブの

Ｔシャツを着てがんばります！ 

小倉郁雄 佐谷直前会長卓話宜しくお願いします。色々と相談に乗っていただいて大変心強く思っています。 

大橋みち子 昨日の雨とはうって変わり今日は久々に青空が見え暖かい１日になりそうですね。 

先日公方公園に花植えに行ってきました。桃まつりの時は是非ご覧になってください。 

佐谷直前会長卓話宜しくお願いいたします。 

高橋采子 2019 年になり早くも 3 月になってしまいました。また嬉しい？？誕生日が来てしまいます。 

本日も誕生日のお祝いをありがとうございます。佐谷先生卓話宜しくお願いします。 

佐谷道浩 本日は、前年度を振り返り、思いつきを色々とお話しさせていただきます。 

白戸里美 今日は、例会体験者をお連れしました。宜しくお願いいたします。 

白戸輝子 久々の青天、春めいた陽ざしに心も晴れやかになります。３月のお誕生日の方おめでとうございま

す。佐谷直前会長卓話楽しみです。宜しくお願いいたします。 

福江眞隆 ３月の誕生日の方、おめでとうございます。今日は古河の桃むすめさんの表敬訪問ありがとうござ

います。 

星野龍肇 浜名湖に行ってきました。（４月入院オペ前の検診）名物うなぎパイです。 

三田圭子 お誕生日の皆様おめでとうございます。佐谷直前会長、卓話楽しみにしております。 

今日は体験入会の三田昌美さんをお連れしました。皆様宜しくお願いいたします。 

山腰すい 佐谷直前会長様あのときは毎回専門的な知識を教えていただき大変感動しましたことを思い出しま

した。今日の卓話楽しみです。桃むすめの皆さん華やかです。 

池田三郎・海老沼堯・大高滋・小林好子・小山幸子・坂田信夫 

鈴木操・杉岡榮治・須永恵子・田口精二・武澤郁夫・福田優子 

福富好一・松井実・松本幸子・三ヶ尻智昭 

佐谷直前会長卓話宜しくお願いします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

31 名 ￥62,000 ￥2,009,000 ￥2,200,000 91.32% 

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 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〗 

第 1892 回例会 

4 月 2 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

月初めのお祝い 

会員卓話「イニシエーションスピーチ」井上学会員 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

第 1893 回例会 

4 月 9 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ討論会 

会員増強、委員会活動についてのグループ討論会 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

第 1894 回例会 

4 月 16 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

お客様卓話 古河市観光協会会長 野村久男様 

古河市観光事業の現況 

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

第 1895 回例会 

4 月 23 日（火）↓ 

4 月 20 日（土） 

21 日（日） 

4 月 20 日（土)水戸プラザホテル 

4 月 21 日（日) 

茨城県民文化センター（大ホール) 

本会議（登録 8：00／点鐘 9：00） 

国際ロータリー第 2820 地区 地区大会 

第 1896 回例会 

4 月 30 日（火） 
 休会（家族サービスデーのため） 

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」 

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] 


