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令和になって最初の例会となりまして、皆様、昨日までの史上初の 10連休お疲れ様

でした。どのようにお過ごしでしたか。 

そして、先日の地区大会もご協力をありがとうございました。10連休の間に年号が

変わり、平成の地区大会は遠い昔のような気がします。さて、地区大会では、当クラブ

からは山崎清司パストガバナーが RI表彰のトップ「ロータリー財団特別功労賞」を受

賞したほか、2017-2018 年度 RI 会長賞を当クラブが 3 年連続で受賞し、佐谷直前会長に登壇し

ていただきました。RI 会長賞は、2820 地区の中でたった 5 クラブです。しかも連続受賞という

ことで、唯一無二の当クラブを大変誇りに思います。本日のリレースピーチで、皆様の地区大会

の感想も伺いたいと思います。 

 

 

 

司会進行 石川久 SAA 点鐘 古谷弘之 会長 齊藤愛 ソングリーダー 三ヶ尻智昭  親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■移動例会 古民家山川邸グリーンハウスにてイベント 

福島県楢葉町の方々を招いて 

社会奉仕委員会 

 

2019.5.11 

第 1898 回例会 

 

43 

5 月の強調月間『青少年奉仕月間』 

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 1897回例会 2019年 5月 7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】 

米山記念奨学生 オウシエン（王萱）さん（中国） 

鶴岡学米山奨学生カウンセラー 

王さんは筑波大学博士課程生物機能科学専攻の学生で、当クラブ 

が 2年間世話クラブとなります。日本語が上手で、笑顔が素敵な 

女性です。皆さんで歓迎しましょう。 

 

王さん 

皆さんこんにちは。オウ・シェンです。名前は 

“Ocean”の発音に近いので、そのように覚え 

ていただければと思います。大学ではパーキン 

ソン病の原因タンパク質について研究していま 

す。今日は米山奨学生として例会に参加させて 

いただき、ありがとうございます。初めての経験で、わくわく 

しています。これから皆様と一緒にロータリーの活動をすることを楽しみにしています。 

頑張りますので、宜しくお願いします。 

【月初めのお祝い】 

進 行：三ヶ尻智昭親睦活動委員長 

お誕生日のお祝いの皆様：井上学会員 

山腰すい会員 

猪瀬一也会員 

山室和徳会員 

 

 

▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

5月 11日（土）の山川邸移動例会、出欠とバス利用希望者の最終確認をしています。 

バスの利用を希望する方は、午後 2時に喜楽飯店前に集合してください。 

楢葉町から 11 名、父母の会から 14 名、中央から 1 名、古河東 27 名、衛星 RAC3 名参加予

定です。社会奉仕では今年一番の大きなイベントになりますので、皆様のご協力を宜しくお

願いいたします。 

▮ 古河英語カルタ委員会 福富好一委員長 

本日例会終了後委員会を開催致しますので、お集まり願います。 

参加者が少ないものですから、小森谷スクールさんにも追加募集をお願い致しておりますが、

皆様のお知り合いの小学生にご参加勧誘いただければ幸いです。 

  

米山記念奨学金贈呈 



―3― 

 

▮ 職業奉仕委員会 武澤郁夫 委員長 

4月 22日（月）古河二高に於ける出前授業、今回は、久野茂会員、高橋采子会員、田口精二

会員親子、大高滋会員、齊藤愛会員、福江眞隆会員事業所古河総合病院看護師福田裕美さん、

そして委員長の武澤郁夫で行ってまいりました。 

学校側からのご指名もあり、同じ方に何度もご協力を戴きました。ありがとうございます。 

お蔭様で、職業奉仕委員長を全うできそうです。皆さまのご協力本当にありがとうございました。 

 

上段左より、久野茂会員、高橋菜子会員、大高滋会員 

下段左より、田口精二会員、福田さん（古河総合病院） 

齊藤愛会員 

 

 

▮ 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クラブ例会出席報告】 

［1］日 時 2019年 4月 23日（火）午後 7時 30分から 

［2］場 所 ルピナス 2階 

［3］内 容 卓話「DIYパート 2～ステンシル～」 

ステンシルの型を転写して、パーツを作り、そのパーツを使い、様々の物（白いＴシャツ・

小物）に、色を塗る事により、カラフルで、オリジナルな物を作ること。 

［4］参加者 

＜古河東 RC＞江口紀久江地区 RA委員・須永恵子顧問 

坂田信夫代表世話人・松本幸子会計 

池田三郎会員・福田優子 

池田遼太 RA地区代表（下館 RAC） 

椎名啓介 RA地区大会実行委員長 

＜古河地区 RAC＞翁長優妃、松本絵理香、鈴木稜 

＜オブザーバー＞2名  
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［5月第 2例会］ 

日 時 2019年 5月 21日（火）ルピナス古河 2階 

内 容 「五月だよ！！ジブリ例会」 

スタジオジブリ作品「となりのトトロ」のサツキとメイにちなんで、ジブリ例会を開催いたします。 

押しのジブリ作品についての豆知識や裏話、都市伝説などを語りましょ う。 

スタジオジブリの作品なら何でも OKです。 

「となりのトトロ」「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「魔女の宅急便」「ハウルの動く城」など。 

【わたらせ水辺の楽校】 

［1］日 時 2019年 4月 22日（月）午後 4時から 

［2］場 所 古河市役所古河庁舎 2階 特別会議室 

［3］参加者 福田優子・小山幸子（次年度青少年奉仕委員長） 

［4］内 容 第 1回総会 

第 1回運営委員会（5月 12日のイベントについて） 

【第 2820地区ローターアクト第 27回地区大会出席報告】 

［1］日 時 2019年 5月 5日（日）午後 1時 30分点鍾・記念式典開会 

［2］開催場所 ホテルテラススクエア日立（茨城県日立市幸町 1－20－3） 

［3］地区ターゲット『再構築』 

「第 30回全国ローターアクト研修会」における経験を活かして地区をレベルアップさせること

と、またその準備・開催の陰でおろそかになっていた部分を見つめ直すことです。 

そのため、地区のローターアクト活動の仕組みを整え、組織としての構成、それぞれの役割分

担の明確化、協力の促進といった様々な面から地区を『再構築』したい、そしてこの 2820 地

区を『最高の地区』にしていきたいという趣旨の下、「実行委員会制」として地区ローターアク

ト一丸となり実施できた。 

テーマ『ダンケツ』 

地区全体で「団結」して「再構築」して茨城のびりっけつのイメージを断絶、最高の地区大会

にする。～「RID2820 RA第 27回地区大会記念誌「ダンケツ」より抜粋 

［4］参加者＜古河東 RC＞江口紀久江地区委員・須永恵子顧問・松本幸子・福田優子 

＜古河地区 RAC＞翁長優妃・松本絵理香 
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▮ 米山記念奨学生及びカウンセラーのためのオリエンテーション参加報告 

米山記念奨学会カウンセラー 鶴岡学 

4月 27日（土曜日）に、つくば市の山水亭で、奨学生及びカウンセラーのためのオリエンテーションに

参加してきました。 

当日は学友委員長の高橋さんと、ガバナー補佐の福富さんと一緒に参加しました。 

この事業がどういう事業なのかを、改めて勉強するとても良い機会でした。 

特に、高橋さんが、映像を交えながら、当事業を紹介され、野木神社に奨学生が行った際の映像が流れ

た時や、映像の中で久野さんの写真が写された時、とても誇らしく思いました。 

多くの役員の皆さまのお言葉や、来賓としてご出席されていた各大学の皆様からのお言葉を通して、国

際交流の楽しさと同時に、最初の奨学生の心の不安を学ぶ良い時間となりました。 

お昼の休憩後には、奨学生の自己紹介とカウンセラーの紹介がありました。 

当クラブの奨学生として王萱さんも、本当に立派にスピーチされていました。 

総勢で 100名を超える人の数の中で、母国語でない言葉で、自分の順番を待つ心境は、さぞかし緊張す

るものだと思います。本当に素晴らしい自己紹介でした。 

最後には、ガバナー補佐の福富さんが前で、今回の感想をお話しされ、ここでもまた、古河東ロータリ

ークラブの一員として、とても嬉しい瞬間でした。 

これからも月に一度の例会への参加や、様々な交流の機会を通して、王さんを古河東ロータリークラブ

全員で歓迎していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お土産を頂きました。】 

星野龍肇会員から 三ヶ尻智昭会員から 

 

 

 

 

▮ 出席委員会 福江眞隆 出席委員長 

 

 

 

 

 

 

  

第 1897 回例会（5/7） 第 1895 回例会（4/20）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 51 名 出席計算に用いた会員数 51 名 

出席又は Make Up 会員数 36 名 出席又は Make Up 会員数 51 名 

出席率 70.59％ 出席率 100.0％ 
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◆第 11回理事会承認事項 

［1］4月の会計報告  

［2］古民家山川邸例会内容、予算の件 

［3］さよならパーティー予算の件 

［4］クラブ討論会（4月 9日）結果 

［5］第 4分区会長・幹事会報告 

［6］古河市国際交流協会年会費の件 

［7］クラブ協議会（5月 28日）内容の件 

［8］引継日程 新旧合同理事会   6月 4日（火）19：00～ 会場：やなぎや 

第 4分区会長幹事会 6月 11日（火）18：30～ 会場：未定（境 RC担当） 

パスト会長幹事会  6月 15日（土）19：00～ 会場：静 

新旧委員長引継会  6月 18日（火）19：00～ 会場：ホテル山水 

［9］被選理事会 5月 21日（火）例会終了後開催 

［10］6月のプログラム 

◆ 報告事項 

［1］メールボックスに配布 

ロータリーの友 5月号、ガバナー月信 5月号 

［2］回覧 

① 水戸 RC、水戸西 RC週報 

② 神山芳子氏『ポリオのない世界を目指す奉仕賞』受賞祝賀会案内（5月 22日） 

③ 岩井 RC里山整備事業見学案内（5月 19日） 以上 

会員リレー卓話（SAA指名） 

井上学会員 

地区大会には初めて参加させていただきましたが、ロータリーにはどのような方がい

るのかとか、ロータリーの組織・構造を体感して勉強しました。また、高橋ガバナーが

おっしゃっていたように、会員が著しい減少傾向にあることも理解しました。会場を見

渡しても、私のような 40 代前後の世代が少ない印象を受けました。不況が続き、会員

増強が難しい時代だとは思いますが、私たちの世代は、企業経営に関するセミナーなど

に参加している人はたくさんいます。私は、まさにロータリーでそうした勉強ができる

のではないかと思っています。ロータリーの、皆さんが「奉仕」という目的に沿って動

いていて、しかもそれが自主的であること、そして、それに参加することによって個々

の成長が促される、という雰囲気が好きです。これからの時代は、売上げを伸ばすこと

を第一に、というよりは、社員のモチベーションを上げたり、自分らしい、良い働き方

を目指したりということが大切な時代になると思うので、こうしたロータリーのやり方

は、企業経営者にとって大変勉強になると思います。会員増強に当たっては、こうした

面をもっと出していくと、若い世代にもっと響くと思うし、職業を通じての地域貢献と

いう意味でも、活動をもっと深めることができるのではないかと感じました。  

幹事 小森谷久美 

 

「平成最後の地区大会を終えて」 
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鶴岡学会員 

私も初めての参加でした。ブラスバンドの演奏があり、お祭りのような雰囲気の中始

まった地区大会で、日頃体験できない世界を学んできました。古河東 RCの表彰を見た

り、皆さんと一緒に行動したりすることを通じて、チームワークも高まるように思いま

した。会場には、普段なかなか買えないバッジなどのロータリーグッズが売っており、

私もちゃっかりネクタイを買いました（今日もつけてきました）。大変貴重な経験がで

きました。ありがとうございます。 

 

岡村裕太会員 

朝早かったですね。バスが午前 6 時 30 分出発で、ゴルフに行くときよりも早起きで

した。私は 4回目の参加でしたが、全体的な印象としては、今回は選挙が重なっていた

こともあるのか参加人数の少なさを感じました。また、ロータリアン人口の減少を表し

たグラフを見たときは衝撃を受けました。ただ、古河東 RCについては、会員の若返り

もあるし、活性化していると思いますので、良い見本になっていけたらと思います。杉

本彩さんの講演もあり、盛りだくさんの長い一日でしたが、何とか終えることができま

した。 

 

齊藤愛会員 

まずは早起きができたことに満足です。今年の地区大会では、青少年・米山関係の発

表を 1日目から 2日目に移動させたとのことで、ロータリーによる青少年や留学生への

支援がどのようにして形になっているのかを、より具体的に実感できたように思います。

長い一日ではありましたが、従前よりもロータリーの全体像が見えてくるような地区大

会であったと思います。 

 

田口精二会員 

長く感じたところもありましたが、何より高橋ガバナーの熱い思いが伝わってきまし

た。青少年たちが舞台に上がったのもよかったと思います。また、今回はあまり天気に

は恵まれなかったものの、外での懇親会もいいなと思いました。地区大会に参加するた

びに、「ロータリーとはこういうことだ」、ということを学ぶことができている気がしま

す。 

 

高橋采子会員 

私は 1日目の晩餐会にも出たので 2日間、色々な経験をさせていただきました。楽し

くロータリー活動をさせていただいているとつくづく思いました。今回は 2日目に分区

の活動報告があったり、高橋ガバナーの意向で舞台に米山奨学生や青少年をあげたりし

ていました。若干長く感じたところもあったかもしれませんが、例年の地区大会では全

体が見えないという声もありましたので、今回の試みもよかったのではないかと思いま

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 

令和第１回例会おめでとうございます。王さんようこそいらっしゃいました。楽しんで下さい。 

平成最後の地区大会リレースピーチ宜しくお願いします。 

岡村裕太 令和初スマイル。いっぱいスマイルが増えることを願います。 

５月生まれの方、おめでとうございます。 

久野茂 米山奨学生の「王さん」ようこそ！！2 年間の奨学生、学業も「ガンバレ」。今は、ロータリアンの

顔と名前を覚えるのに苦労でしょうか？すぐに覚えますから・・・焦らずに。 

休みが続いたので、例会日が（あやふや）・・・ボケのはじまり？幹事さんありがとう。 

佐谷道浩 連休疲れしてしまいました。早く頭と体をもとにもどしたいです。 

杉岡榮治 

白戸里美 

今週土曜日は山川邸での移動例会です。皆さんのご参加どうぞ宜しくお願いします。 

高橋采子 10 連休も無事終了、これからまた通常に戻りますね！米山奨学生、王さんようこそ。 

令和初めての例会。末永く古河東 RC が繁栄します様に！ 

田口精二 王さん、初めてお目にかかります。皆さん優しくて楽しい人ばかりです。期待してください。 

白戸輝子 いよいよ令和元年始まりました。私どもの会社も令和の改元と同じに、社長そして専務、常務の役員

交代を行い、昨日、会長社長就任式を講演会、懇談会を交えて行いました。 

私も新しい船長の舟の行方を見守る立場になりました。 

福江眞隆 最長 10 日間の GW が終わりました。といっても全て休めた方は、あまりいなかったと思います。 

古河総合病院は５月１日、５月２日と通常営業しましたが、普段の３倍の新患（初めてかかる人）が

来院されました。他人が休んでいるときに働くと良いことがあるのかな？ 

星野龍肇 今回も１週間ほど浜松に行っていました。少しだけですが、お土産です。 

三ヶ尻智昭 高野山に旅行へ行ってきました。お土産ご賞味下さい。 

森敏夫 地区大会は茨城県還暦野球大会がありましたので欠席し、申し訳ありませんでした。 

ご参加の皆様ご苦労さまでした。 

山腰すい 久しぶりの例会です。５月の誕生祝ありがとうございます。 

毎年恒例になっています笠間の陶炎祭（ひまつり）に今年も２人で行ってきました。 

池田三郎・石川久・板橋孝司・海老沼堯 

大髙滋・小林好子・小山幸子・坂田信夫 

武澤郁夫・福田優子・福富好一・松井実 

松本幸子・三田圭子 

令和元年も宜しくお願いします。王さんようこそいらっしゃいました。

５月生まれの皆様おめでとうございます。 

地区大会お疲れ様でした。会員リレー卓話も楽しみです。 

人数 合計 累計 目標額 達成率 

29 名 ￥59,000 ￥2,360,500 ￥2,200,000 107.30% 

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 1899 回例会 

5 月 21 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「地域での奉仕活動」 

大橋みち子会員 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

第 1900 回例会 

5 月 28 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会 

議長 古谷弘之会長  

〖お弁当担当：ホテル 山水〗 

第 1901 回例会 

6 月 4 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

月初めのお祝い 

会員卓話「1 年を振り返って」 

古谷弘之会長／小森谷久美幹事 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

第 1902 回例会 

6 月 11 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「1 年を振り返って」(五大奉仕委員長) 

江口紀久江クラブ奉仕委員長／武澤郁夫職業奉仕委員長 

白戸里美社会奉仕委員長／田口精二国際奉仕委員長 

福田優子青少年奉仕委員長 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

第 1903 回例会 

6 月 18 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「1 年を振り返って」(地区委員) 

山崎清司地区諮問委員／高橋采子地区米山学友委員長 

小森谷久美地区社会奉仕委員 

江口紀久江地区ローターアクト委員 

〖お弁当担当：喜楽飯店〗 

第 1904 回例会 

6 月 25 日（火）↓ 

6 月 29 日（土） 

ホテル山水 

移動例会（6 月 25 日分） 

古谷弘之会長、小森谷久美幹事お疲れ様パーティー 

18 時点鐘 

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」 

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] 


