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青少年奉仕月間            会長 石川 久  幹事 岡村 裕太  
 

本日の予定   
月初めのお祝い 

 
会員卓話 
「発達障がい者の理解」 井上 学 会員 

 
♬ ロータリーソング ♬ 
君が代、奉仕の理想、バースデイソング 

 
 
 

本日は 2000 回記念例会
と致しまして、皆様には古
河東ロータリークラブの
ネーム入りベストとバッ
クをお配りしましたので、
今後のロータリー活動に
有効活用くださいませ。 

さて、当クラブは第 2820地区内では以下の
創立年号で 31番目となります。 

水戸 1951・日立 1953・那珂湊 1955・石岡
1957・土浦 1958・竜ケ崎 1959・常陸太田・
笠間・水戸西・下館 1960・水海道 1964・結城・
土浦南 1965・古河 1966・真壁・大子 1967・
境 1968・下妻 1969・高萩 1970・取手 1971・
鉾田 1972・鹿島臨海・大洗・水戸南 1973・勝
田 1974・北茨城 1975・日立港・玉造 1977・

岩井・波崎 1978・古河東 1982（数字は西暦） 

しかしながら、会員皆様の活発な行動で地
区内トップクラスの活動をされています。私
は 2011 年 4 月 19 日に入会して丸 10 年が経
ち、11 年目のロータリー歴に入りました。例
会は当クラブ 2000 回のうち、約 500 回を体
験させて頂きました。48 歳に入会して 58 歳
となり古河東ロータリークラブで成長出来た
つもりです。今日は「穀雨」です。農作物がす
くすくと育つ季節、古河東 RC も諸先輩から
継承を受けて、益々成長し活躍できるように
張り切っていきましょう。 

この後は、チャーターメンバーのお二人か
ら貴重なお話を拝聴します。宜しくお願い致
します。

 
 
▶コロナウイルスの急激な感染状況の悪化により中止、休会となりました。 
 
 
▶みどりの日のため、休会 

 

 会長の時間 2020-21 年度会長 石川 久 

2021．5．11 
第 2003 回例会 

 第 2002 回例会 2021 年 5 月 4 日（火）休会  

 第 2001 回例会 2021 年 4 月 27 日（火）  
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司会進行 点鐘 オーディオ担当 
 
 

  

三田 圭子 SAA 石川  久  会長  武澤  郁夫  会員  

♬ ロータリーソング  ♬ 我らの生業、古河東ロータリークラブソング 
例会前食事    感染症対策のためロータリーソング発声なし（ハミングあり） 

 
 
 

第 7 分区ガバナー補佐 山崎 恭弘 様（竜ヶ崎 RC） 
第 7分区ガバナー補佐を務めております。山崎 PDGのご指導のも
と、コロナ禍での活動も無事終えることができそうで、ほっとしてお
ります。お世話になり、ありがとうございます。また、先日の地区大
会記念ゴルフ大会にもご参加いただき、ありがとうございました。最
後まで頑張ってまいりますので、ご協力の
ほど宜しくお願いいたします。 

 

 

第 7 分区ガバナー補佐セクレタリー 
小島 律子 様（竜ヶ崎 RC） 

 
 
 

地区からの委嘱状授与 
●米山奨学生世話クラブ 

2021年 4月～2023年 3月 王 瑞贇さん（筑波大学） 
 

●米山奨学生カウンセラー 森 敏夫 会員 
 

●RLIディスカッションリーダー 小森谷 久美 会員 
 
 
 
 

お客様・ご来訪ロータリアンの紹介 

セレモニー 

 第 2000 回例会  2021 年 4 月 20 日（火）12 時 30 分  例会場  

山崎 PDGから小森谷会員へ 

山崎 PDGから石川会長へ 

山崎 PDGから森会員へ 
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国際奉仕委員会 鶴岡 学 副委員長 
［2020年ロータリーバーチャル国際大会（6月 12日～16日）］ 

登録料は、今ならプロモーション特別割引実施中で 49米ドルです。 
米国中部時間（※）5月 8日以降は 65米ドルになりますので、ぜひお
早めに。 

（※）日本時間はこれよりも 14時間進んでいます。 

https://convention.rotary.org/ja/taipei 
 

 

次年度米山奨学生カウンセラー  森  敏夫  会員  
【オリエンテーション報告】 

本年 4 月 10 日、つくば山水亭にて米山のオリエンテーションに現
地で参加しました。当クラブ米山奨学会委員会の佐藤委員長は Zoom

で参加されました。 

次の米山奨学生の王瑞贇さんは西安市出身で、5 月第 2 例会に出席
する予定です。宜しくお願いします。 
 
 

ゴルフ同好会  柿沼  利明  会長  

［地区大会記念ゴルフ大会のご報告］ 

本年度の地区大会は、
会長と幹事以外は Zoom

形式と予定されておりま
すが、地区大会記念ゴル
フ大会は、4月 15日（金）
に好天の中で行われまし
た。会場は「ザ・ゴルフ

クラブ竜ケ崎」です。 

昨年度は無念の中止でありましたが、今年度はコ
ロナ禍の中でソーシャルディスタンスを保ちつつ
実施され、表彰式 & パーティ－はなかったものの
お天気、会場、参加者の笑顔とも晴れ晴れでした。 

参加者は久野茂会員、森敏夫会員、柿沼利明（第
4分区としても）の 3人でした。なお成績表（新ペ
リア方式、トリプルまで）は到着次第お知らせしま
す。 
 
 
 

 

委員会報告 
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親睦活動委員会  板橋  孝司  委員長  

【マレットゴルフ大会中止のお知らせ】 

4月 27日（火）のマレットゴルフ大会は、古河市の公共施設利用休
止等の措置に伴い、誠に残念ではありますが、中止とさせていただき
ます。 

 
 
 
 
前期は、分散指定者出席により 100％としておりましたが、後期は、

分散指定者出席状況の実数値をもとに報告いたします。 

 

※各委員会が開催されましたら、各委員長は、ホームページ上の様式にて、
出席委員長宛て参加者名簿等のお知らせを願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お 名 前 メッセージ 
山崎 恭弘 様 

第 7分区ガバナー補佐（竜ヶ崎 RC） 

小島 律子 様 

ガバナー補佐セクレタリー（竜ヶ崎 RC） 

本日は宜しくお願いい
たします。 

石川 久 会長 

岡村 裕太 幹事 

本日は第 7分区ガバナー補佐山崎恭弘様、セ
クレタリー小島律子様、ようこそおいでくだ
さいました。 
また、2000回の記念例会となります。 

 

皆様、今後とも引き続きご協力の程宜しくお
願いいたします。 

 

 

委員会報告 

出席状況報告 大橋 みち子 委員長 

第 2000回例会 4月 20日 第 1998回例会 4月 6日（前々回） 

名誉会員を除く会員数 54名 名誉会員を除く会員数 54名 

出席計算に用いた会員数 45名 出席計算に用いた会員数 31名 

出席または Make Up会員数 38名 出席または Make Up会員数 28名 

出席率 84.44％ 出席率 90.32％ 

 

大高 滋 委員長 スマイル  
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お 名 前 メッセージ 

山崎 清司 PDG 4 月 10 日、つくば市で行われました米山オリエンテーションに森敏夫
会員、佐藤孝子会員は Zoomで参加ありがとうございました。 

4 月 11 日、石川久会長、岡村裕太幹事、柿沼利明会員、ロータリー賞
Zoom説明会参加ありがとうございました。大高司朗クラブ総括委員長
が「古河東 RCの My Rotaryの登録率はあと数人で 100%、がんばって
ほしい」と激励したうえで「連続受賞の秘訣」を石川久会長に問われま
した。さすが会長、しっかりと答えてくれました。ありがとうございま
した。 

4 月 13 日、太平山ハイキング降雨のため中止になりましたが、次回を
楽しみにしています。板橋孝司親睦活動委員長はじめ委員のかたご苦労
様でした。 

江口 紀久江 長男、次男と続けて初孫誕生しました。長男のところはなんと三つ子で
す。秋には長女も出産予定で今年中に５人、同級生も珍しいです。 

ばあちゃんとは呼ばせません!! 

大橋 みち子 新緑がとてもきれいな季節となりました。予報では今年初めての夏日と
か、コロナがなければ楽しい GWが待っているはずなのに…。 

第 2000回例会おめでとうございます。当クラブの栄光の証ですね。こ
れからもコロナ禍の中負けずに頑張ってまいりましょう。 

桑原正信会員、小倉郁雄会員 2000回を振り返っての卓話楽しみにして
おります。 

小倉 郁雄 先日開催された古河東ロータリーのゴルフコンペで図らずもベスグロ
で優勝させていただきました。 

本日は 2000回記念例会で卓話をさせていただきます。 

桑原 正信 40 年間のロータリーライフを 15 分間に縮めた卓話をさせていただき
ます。交通渋滞により心配をおかけしました。 

板橋 孝司 齊藤 忠 田口 精二 三田 圭子 2000回おめでとうございます。 

卓話楽しみにしております。 植木 静子 坂田 信夫 武澤 郁夫 森 敏夫 

海老沼 堯 佐藤 孝子 白戸 里美 山腰 すい 

大高 滋 佐谷 道浩 福田 優子  

柿沼 利明 杉岡 榮治 福富 好一  

久野 茂 須田 純一 松井 実  

小林 好子 須永 恵子 松本 幸子  

小森谷 久美 高橋 采子 三田 浩市  
  

人 数 合 計 累 計 目標額 達成率 

36 名  ￥ 98,000 ￥ 1,639,000 ¥1,800,000 91.06% 

大高 滋 委員長 スマイル  
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報 告 事 項  

各委員会の引継について。メールボックスに入っている「新旧委
員長引継会」を参照に次期委員長と今年度の委員長は個々に連絡
をとって頂き委員会毎に引継を行って下さい。 

 

不明な点がある場合は幹事の岡村までご連絡願います。引継完了
目安としては５月中旬を目標として頂きたいと思います。また、
引継が完了した委員会は、次期委員長が必ず次期幹事の田口会員
まで完了報告を行う様にして下さい。 

 

来週 4月 27日の移動例会「第 2回マレットゴルフ大会」は古河市公共施設が利用禁止措置と
なった為、中止とさせて頂きます。参加予定の方はご確認をお願い致します。また 5月 4日は
休会となりますのでご注意下さい。5月の第 1回目の例会は 5月 11日となります。理事会は
11時からとなりますので関係者の方はご確認下さい。 

5月 11日の例会時に報告させて頂く予定ですが、5月 23日の地区大会の中継方法が当初の想
定と異なるため、皆様の参加方法も変更する予定です。ガバナー事務所よりタイムスケジュー
ルや ID・参加方法等の詳細が届き次第、正式に報告をさせて頂きます。 

第 2000回例会を記念し、帆布バッグとクラブベストを配布させていただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『帆布バッグ』と『クラブベスト』 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹 事 報 告 岡村 裕太 幹事 
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私は 1944年 12月、第 2次世界大戦の終わる半年前に山口県で
生まれました。 

高校卒業までの 18 年間を山口県で過ごし、広島で 1 年、東京
で 12年、古河で 45年と放浪し、現在 76歳の後期高齢者になり
ました。古河での 45年のうち古河東ロータリークラプに 40年間
在籍したことになります。本日は私がロータリーより得られたも
の、巨大なロータリーの組織と一人一人のロータリアンの絆・友
情についてお話をしたいと思います。 
 

1．古河東クラブ創生期の 30歳の時代から 40歳の時代 

（1）古河東 RCの創立への参加と認証状伝達式について 

古河東 RC の創立に参加できたことは、私
のようなよそ者の根無し草にとっては、この
上ない素晴らしい出来事でした。しかも親ク
ラブ（古河 RC）が「雲の上にいるような方々」
の集いであります。1か月にわたる体験例会へ
の参加も緊張の連続で、終わっても近くの喫
茶店で仲間とロータリーについて侃々諤々の
議論を戦わせました。泣いたり笑ったり、活発
に議論ができたということは驚きでした。 

ちょうど 1982 年の古河東クラブが設立さ
れた時が、栃木県と茨城県とがロータリーの

拡大路線によって二つの地区に分かれた時で
した。認証状伝達式は水戸クラブの衣笠秀夫
ガバナー主催によりあすなろ会館で行われま
した。会員全員が夫婦同伴で参加しました。妻
とロータリー活動を共にしたのは、恥ずかし
いながら、認証状伝達式や GSEを含めて数回
しかありません。 

衣笠ガバナーは私と同業の公認会計士で茨
城県会の会長もされていたので、気楽にお話
をさせていただきました。大変心強く感じた
ことを覚えています。 

 
（2）イニシエーションスピーチ 

イニシエーションスピーチでは、「60歳まで
に 1 億円を貯めて利息での快適な老後の生活
を」などとたわいもないことを喋ったことを

覚えています（当時の計算で 1億円×年利 8％
＝800万円、800万円×（1-0.2）＝640万円）。 

 
（3）田上年度（1986～1987年）の幹事として 

5代目の会長に田上さんが就任され、幹事に
抜擢されました。ターゲットが「心友」という
こともあり、張り切りすぎて飯島初代会長よ
り出しゃばりすぎだと注意をされたほどでし

た。時代を変えることができるのは、若者、馬
鹿者、よそ者だと信じていましたので、こんな
ことでは屈しませんでしたが、若気の至りで
しょうか。今頃少し反省しています。 

 
（4）国際大会への参加について 

一人で海外旅行に行くことができないので、
国際大会にはできる限り参加しました。バル
セロナ大会でのベランダ事件が一番印象に残
っています。池田清さんと同室で、夜景を見よ
うとべランダに出て、虫が入らないようにと
戸を閉めたところ、部屋に引き返すことがで
きなくなり、一夜をベランダで過ごし、夜が明
けるのを待って高所恐怖症の私が蛮勇をふる
ってべランダの柵伝いに隣室のべランダに侵

入して、ドアをノックしました。隣室の女性二
人は、見も知らない人の早朝の訪問に大変驚
かれたことと思いますが、二人が日本人だっ
たのが不幸中の幸いでした。窮状を話して添
乗員さんに連絡を取ってもらったことを覚え
ています。大急ぎで荷物の取り纏めをして、ロ
ータリー御一行様に迷惑をかけずに済みまし
た。二人の女性と添乗員さんに感謝です。

 

会員卓話  「例会 2000 回を振り返って」  桑原  正信  会員  
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（4）国際大会への参加について 

ブエノスアイレス大会では坂田さんと同室
で当年度の主要行事「トウモロコシ事業」につ
いて語り合い、地球から見ればほとんど真裏
にあるアルゼンチンから、トウモロコシが育

ちすぎなければいいなと天候の心配をしまし
た。お陰で寝不足になり、せっかく買った麦わ
ら帽子を忘れてしまいました。

 

（5）交換留学生や GSEのメンバーの受け入れについて 

交換留学生の受け入れやGSEのメンバーの
受け入れは子供たちが家を出て行った後にな
りましたが、もう少し早ければ子供たちの良
い教育になったのと、交換留学生にとっても
良かったのかなと思います。 

温泉に行ったり、名所旧跡を案内したり特
別扱いはしないほうが良いというアドバイス
もありましたので、遊水地の周りで車を走ら
せたり、身振り手振りの会話で親睦を深めま
した。 

 

2．20年後の 50歳から 60歳の時代 

（1）21代会長就任と柿沼幹事との二人三脚 

話は前後しますが、10年を過ぎたころから
会長要請が始まりました。会長経験者の方が
数度にわたって「ロータリーに NOはない」の
決め台詞をもって説得に来られました。正直
なところ、諸般の事情がありましたので「20周
年記念の会長をやらせて下さい」と逆提案し

急場を凌ぎました。早いもので、あっという間
に 10年が過ぎ、出番がやってきました。幹事
には柿沼さんにお願いしました。柿沼さんは、
私が結婚の仲人を引き受け、当クラプへの推
薦者であった為、二人三脚での 1 年は実り多
いものでした。 

 
（2）創立 20周年記念事業 

20周年記念事業を何にするかは、ビチャイ
ラタクルⅢ会長のターゲットである「慈愛の
種を播きましよう［Sow the Seeds of Love］」
を念頭に、柿沼幹事の情報収集により大阪の
門真ロータリーで20年間の実績があるという
奨学金支給事業の検討を行いました。公平を
期すため記念事業委員会の山崎委員長にアン
ケートを取っていただきました。会員 53名中
32名回答一人 5項目以内の選択方式で第一位
にはなったものの、過半数を得られなかった
ため、当クラブでの設立を諦めて地域社会全
体でやるべき課題だと腹をくくり、ロータリ
アン、ライオンズクラブ、JC（青年会議所）の
メンバーにも声をかけ、「NPO法人希望」を立

ち上げました。茨城県初の国税庁長官認証を
受け、管轄が内閣府に移ってからも、継続して
認定を受け続けることが出来ました。特定非
営利活動法人として寄付者は税制面での優遇
措置を受けられるようになっていますので、
是非よろしくお願いいたします。来年設立 20

周年を迎えることになります。 

古河東 RCの 20周年式典には、当クラブの
認証状伝達式の主役を務めていただいた衣笠
パストガバナー、岩崎特別代表にもご臨席い
ただき、新聞社の記者の方もお招きできまし
たので、「ロータリーの会員は地域のオピニオ
ンリーダーでありたい」と声高らかに話すこ
とが出来ました。 

 
（3）「トウモロコシ」の種まきと収穫事業について 

秋庭会員と古河市教育委員会の協力を得て、
小学生・ロータリークラブ会員とその家族で
「トウモロコシ事業」を行い、学習と親睦を深

めました。終わってから、秋庭会員の庭で食べ
たトウモロコシの味が忘れられません。 

 

会員卓話  「例会 2000 回を振り返って」  桑原  正信  会員  
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3．40年後の 60歳から現在に至る時代 

（1）山崎ガバナー誕生と地区会計長拝命について 

私が当地区（第 2820地区）で最もロータリ
ーに精通していると思っていた山崎清司さん
がガバナーに立候補し、当選されました。私は
地区会計長を打診され、快く引き受けました。
古河地区は県西にあり、諮問委員会などはす
べて土浦で行われましたので、往復 2 時間は
かかったと思いますが、私は運転が未熟なた
め、殆ど山崎ガバナーに便乗させていただき

ました。地区会計長の役割というのは間違い
が起こらないような「財産保全」と各クラブの
手本となるような効率的な運用「最小費用の
最大効果」だと思っていたので、事務局の担当
者が安心して仕事ができるようなシステムを
構築し、予算編成にあたっても諮問委員会で
承諾して頂きました。 

 
（2）東日本大震災について 

2011 年 3 月 11 日の大地震について東北地
方では大変な地震や津波、放射能被害等筆舌
につくしがたい災害がもたらされました。当
クラブでも緊急支援物資の手配や義援金の送
金など行いました。ロータリーの絆の深さを
感じた瞬間です。 

また、当地区で準備を進めていた地区大会
の会場も天井が抜け落ち、現場にいた坂田地
区幹事も大変な思いをして帰られたようです。 
私は余計なことはせず、ガバナーの指示通

りに動きました。最後の、思い出したくない大
きな出来事でした。 

 
（3）コロナ禍でのロータリー例会の工夫について 

私のような気ままな年寄りにとっては極め
て都合の良い分散方式の例会で本当に良かっ

たと思います。いろいろな意見はあったよう
でしたが、ありがとうございました。 

 
 

40年のロータリーライフを 15分に纏めることは不可能に近い出来事でした。でも、このよう
な試みにより少しは纏まったのかなと思います。プログラム委員長に感謝です。 
 
 
 
 

本日の例会が
1982年 7月 6日
の第 1 回から数
えて 2000 回を
迎えるというこ
とです。2000回
まで仕事の都合
で例会を欠席し
ても、メーキャ

ップ制度の下、出席率 100%で今日を迎えられ
たことは、周りの多くの人の助けや健康にも

恵まれ、ただただ感謝あるのみです。 
 
スポンサークラブである古河 RCの創立 20

周年記念事業の一つで、古河で 2 階建ての新
しいクラブを創立するということで、岩崎清
さんに特別代表になっていただき、古河東 RC

は誕生いたしました。創立当初は 22名で全員
がロータリーの知識が全くなかったため、手
探りの状態でのクラブ運営でした。私は 37歳
で入会させていただき、今年で丁度 40年にな
ります。私の人生の半分以上がロータリーラ
イフになるわけです。 

 
 
 

会員卓話  「例会 2000 回を振り返って」  桑原  正信  会員  

会員卓話  「例会 2000 回を振り返って」  小倉  郁雄  会員  
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入会のきっかけ・動機は、 

1．私は生まれが愛知県蒲郡市で、この地に知
人、友人が少なかったこともあり、当時「一
業種一人」ということで同業以外の異業種
の方と知り合えるチャンスがありました。 

2．異業種の人たちと交流出来ることから、自
分とは違った価値観、考え方を学び幅広い
教養、知識が身に付くのではないかと考え
ました。 

 
今までの人生を振り返ってみますと、まさ
に当初私が思い描いていた人生とは 180 度も
違う道を歩いてきました。私は大学の恩師か
ら「人生は偶然の出会いの中で精一杯努力し
て生きていくことが大切である」ということ
を教えられ、元々商家の三男坊として生まれ
た私は、大学を卒業して地元の銀行に就職す
るつもりで内定までもらっていましたが、大
学 4 年夏休みに今の家内と出会い、正にこの
出会いが私の人生を変えてしまいました。
元々勉強は嫌いで、商売に興味を持っていた
私は、1度きりの人生の中で、平凡なサラリー
マンの道より、山あり、谷あり、自分の力で進
んでいく商売の道を選びました。 
 
それから約 50年余り、私たち夫婦は「われ
鍋に綴蓋」のごとく、お互い足らないところを
補い合い、大きな壁にぶつかったときも 2 人
で相談し、知恵を出し合い乗り越えてきまし
た。まさに私にとっては「感謝」という言葉し
かありません。 
 
小倉呉服店は江戸の末期の嘉永元年（1848

年）に創業され、今年で 173 年を迎えます。
私で 6代目、今の社長で 7代目なります。「禍
福はあざなえる縄のごとし」と先の大学の恩
師から教えられ、“幸福と不幸はより合わせた
縄のように交互にやってくる”ということで商
売も山あり、谷ありで商売が順調だからと言
って慢心せず、苦しいからといって悲観せず、
絶えず細かいとこにも気を配り、現在、コロナ
禍によって商売が厳しいといって嘆かずにこ
のピンチを逆にチャンスに変える努力をする

のが今であるということを胸に刻んで歩んで
参りたいと思っています。 
 
私の商売の師は、義父の小倉要蔵氏で、昭和

43年から昭和 58年、15年にわたって商売の
基本を教わりました。仕事に対する考え方が
とても厳しく、ついていくのも大変で、3回は
挫折しかけたこともありましたが、何とか辛
抱してついていきました。今となって考える
と、あの時の貴重な体験が現在の自分に生か
されているのではないかと思われます。正に、
人生における苦労は良薬であり、必ず後にな
ってプラスになって帰ってくるものだと知り
ました。 
 
私たちの小売業は「変化対応業」です。時代
の変化、世の中の流れに如何にして対応して
いくかでその変化に対応できない企業は淘汰
されていきます。平成 20年、現在の車社会に
対応すべく、社運をかけて本店を当時まだ総
和町の下辺見に、古河駅近くの商店街から移
転いたしました。現在は、きものと写真をメイ
ンに事業を展開しています。消費者の心理、価
値観を如何にしてつかむかということです。
そして今の時代はその変化のスビードが早く
なっています。 
 

40年間のロータリーライフから得たものは、
異業種の人たちから自分と違った価値観、考
え方を学ばせていただき、「多様な考え方」を
身に着けることができたことが一番大きいと
感じています。独りよがりの偏った思考では
なく、問題解決には幾通りかの方法があり、そ
の中から自分に合った、1番最適と思われる方
法を見つけていけばよいということ。 
 
幸い、健康にも恵まれ、こういう卓話の機会
も作っていただき、無事こうして 2000回の例
会の出席 100%の状態で迎えられたことは、私
にとって望外の喜びです。これからもロータ
リーは“わが人生の伴侶”として微力ですが務
めさせていただきますのでどうかよろしくお
願いいたします。

 

会員卓話  「例会 2000 回を振り返って」  小倉  郁雄  会員  
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2020-2021年度 ＲＩ会長 ホルガー・クナーク テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」 

2020-2021年度 古河東 RC 石川 久 会長 クラブスローガン「感じて、考えて、自ら奉仕」 
 

古河東ロータリークラブ 

例会日程 出席グループ 例会会場 内 容 

第 2004回 
5月 18日（火） 

全員出席 古河商工会議所 3Ｆ 
クラブ協議会 
須永・田口年度戦略計画について 
須永恵子会長エレクト 

第 2005回 
5月 25日（火） 
⇒ 5月 23日（日） 

－ 

つくばノバホール 
地区大会 
山崎 PDG、石川会長、岡村幹事 

古河商工会議所 3Ｆ 

※変更の可能性あり 
地区大会 
上記以外の会員 

 

池田 正純 地区ガバナー スローガン「ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！」 

地区行事等 

5月 23日（日） 地区大会 

パストガバナー、会長、幹事 つくばノバホール 

上記以外の古河東 RC会員 
古河商工会議所 3Ｆ 

※変更の可能性あり 

6月 12日（土）～16日（水） 2021年ロータリーバーチャル国際大会 

6月 19日（土） 第 4分区 IM とねミドリ館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の予定 
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固定メンバー 10 名 Ａグループ 
13 名 

Ｂグループ 
11 名 

Ｃグループ 
11 名 

会長 石川 久 井上 学 桑原 正信 白戸 里美 
幹事 岡村 裕太 猪瀬 一也 小森谷 久美 福江 眞隆 
パストガバナー 山崎 清司 植木 静子 小山 幸子 福田 優子 
会長エレクト 須永 恵子 江口 紀久江 齊藤 忠 福富 好一 
会計 田口 精二 海老沼 堯 坂田 信夫 古谷 弘之 
スマイル 大高 滋 大橋 みち子 佐藤 孝子 星野 龍肇 
親睦委員長 板橋 孝司 小倉 郁雄 佐谷 道浩 松本 幸子 
クラブ会報・ＩＴ 齊藤 愛 小林 好子 杉岡 榮治 三田 浩市 
クラブ会報・ＩＴ 松井 実 柿沼 利明 須田 純一 森 敏夫 
ＳＡＡ 三田 圭子 加藤 奨一 高橋 采子 山腰 すい 
  久野 茂 武澤 郁夫 山室 和徳 
  栗田 吾郎   
  鶴岡 学   

 
 
 
 
 
 
 

例 会 出 席 グ ル ー プ 分 け 表  

例会を欠席する時は前日までに SAAまでご連絡ください。 

SAA：三田圭子 [e-mail] kei.68117.mitako@docomo.ne.jp  [電話] 090-4094-9175 
原稿の送付先は[e-mail] megumi.saito@grace.ocn.ne.jp 又は [FAX] 0280-32-2450（齊藤愛）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 FAX0280-48-6006） 

文 責︓古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会  [齊藤（愛）・松井・小森谷] 

6 月 

第１例会  1 日(火)   

第２例会 8 日(火)   

第３例会 15 日(火)   

第 4 例会 22 日(火)   

第 5 例会 29 日(火)   

5 月 

第１例会  4 日(火) 休会 みどり
の日 

第２例会 11 日(火) A・Ｃ 24 名 

第３例会 18 日(火) 全員出席 

第 4例会 25 日(火)  
⇒23 日(日) 

※変更の可能性
あり 

 


