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本日の予定  
月初めのお祝い８月生まれの方 

会員卓話「新年度の抱負」地区委員 

柿沼 利明 会員／白戸 里美 会員／小森谷 久美 会員 

♪♪♪ ロータリーソング ♪♪♪ 

君が代、奉仕の理想、バースデーソング 
 
 

 

始めに各委員会の皆

様にお礼を申し上げた

いと思います。 

7 月 23 日のメーリン

グリストでご存知かと

思いますが、この度の

SAA さんからの「お知

らせ」等の対応につい

て皆様のご協力を頂き、

大変ありがとうございました。SAA さんをは

じめ、週報作成の IT 委員会、プログラム委員

会、関係者の方々の工夫で具体的に表記して

頂き、どなたにもわかりやすくなりました。 

このようにより良く、より分かりやすく変

化して行きますが、皆様のロータリアンとし

ての精神「奉仕の理念」は、ずっと今も昔もこ

れからも変わることがございません。小さな

ことのようですが、とても大きな変化であり、

進歩であると私は感じました。 

須永・田口年度はこれからも、小さなことに

気づき、ロータリーの心を持って皆様と一緒

に「ロータリー」を学んでいきたいと考えてお

ります。 

本日お話をさせて頂く、2 代目会長の「遠藤

産婦人科医院長 遠藤靖氏」のお話もロータリ

ーを学ぶことに熱意を感じられるお話です。

「当時は新人ばかりのクラブであり、自分の

クラブを良くしようとお互いに情熱を傾け、

ロータリーの勉強のために、例会後は気の合

ったグループごとに近くのコーヒー店に寄り

道して親睦を深めてまいりました。ロータリ

ーでは派閥は作るなと言われておりますが、

気の合った人達が集まるのは自然の流れです。

ロータリアンは年齢を問わず皆同じであり、

会長と幹事は一心同体であります。また世の

中の職業に貴賎はなく、いかなる職業も大切

であり、エリート意識と思い上がりは厳禁で

す。金がありエリート大学を出ても、心の貧し

い人は友人も集まらず、世の中に対応できな

いと思います。ロータリーは人生と同じよう

に終身勉強であり、その哲学の勉強には卒業

がないと思います。また、ロータリーはお互い

に教え教えられるところであり、これから向

上しようとする人たちの集まりであり、ロー

タリーに奉仕できる人という条件があります。

そしてロータリーでやろうとすることに進ん

で協力できる人を求めております。今後とも

ロータリーで学んだことが血となり肉となり、

立派なロータリアンとして社会に貢献し、奉

仕の道を進むよう期待しております。」 

ここで新たにロータリーを学ぶ姿勢を教え

て頂いたように思います。
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第 2015 回例会 

 会長の時間  2021-22 年度会長  須永  恵子  
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司会進行  点鐘  オーディオ担当  
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福江  眞隆  副 SAA  須永  恵子  会長  井上  学  会員  

♬ ロータリーソング  ♬ 四つのテスト、翼をください 

例会前食事      感染症対策のため、発声なし（ハミングあり）  

 

 

 

青少年奉仕委員会  三田  圭子  委員長  

先日、会員の皆様に設

置と募金のご協力をお

願いいたしました「薬物

乱用はダメ。ゼッタイ。」

普及運動支援募金の合

計金額が 21,707 円とな

りました。クラブからの支援金 20,000 円と合

わせて 41,707 円を古河保健所へ寄付させてい

ただきます。私達ロータリアンが青少年を違

法薬物から守る手助けを少しでも出来ればと

考えております。ご協力ありがとうございま

した。 

 

親睦活動委員会  福田  優子  委員長  

7 月 20 日の例会終了

後、委員会を例会場にて

開催しました。 

内容は、10 月に開催す

る「マレットゴルフ大会」

についてです。 

板橋会員が昨年実施されたので、ご指導の

下、計画しました。詳細は後ほど皆様にご連絡

いたします。 

なお、8 月 3 日・10 日の例会時に出欠の確

認をさせていただきます。8 月の理事会にはお

諮りいただけるように準備をいたします。 

 

職業奉仕委員会  井上  学  委員長  

古河一高より道徳の

授業でゲストティーチ

ャーによる講話の依頼

がございました。 

1学年を対象に 10月 4

日（月）13 時 10 分から

50 分の授業となります。 

先生からは、思いやりのある仕事の尊さを

教えてほしいとの依頼がございました。 

まさに、ロータリアンの役目かと思います!

現在、皆様にお声がけさせていただいており

ますので、詳細が決まりましたら、報告をさせ

ていただきます。 

 

 

 前回例会報告 第 2014 回 2021 年 7 月 27 日 

 委員会報告  
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国際奉仕委員会  松本  幸子  委員長  

7 月 22 日は、筑西市・

ダイヤモンドホールで

国際奉仕研究会が開催

され、参加してまいりま

した。私が、パワーポイ

ントでプレゼンテーシ

ョンいたしますので、操作のお手伝いとして

山崎清司 PDGに一緒に行っていただきました。

会場に向かう車中では、じっくりとお話し、息

もぴったり♪本番もうまくいったような気が

いたします。途中から、石川久直前会長も

Zoom で見てくださったということで、ありが

とうございます。 

9 クラブ 8 プロジェクトですので、後ほど案

内が届きますので、よろしくお願いいたしま

す。「この指とまれ クリスマスドロップサン

タ作戦」参加のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

出席状況報告  山腰  すい  委員長  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

本日の予定「新年度の抱負」各委員長、リレースピー

チよろしくお願いいたします。 

 

松本国際奉仕委員長「この指とまれ クリスマスドロ

ップサンタ作戦」プレゼンテーションありがとうご

ざいました。 

会員の皆様、油断せずコロナに対する意識を持って

行動していきましょう。 

 

山崎 清司 PDG 7 月 22 日、筑西市・ダイヤモンドホールで国際奉仕研究会が開催され、 

松本国際奉仕委員長が、「この指とまれ クリスマスドロップサンタ作戦」

を発表しました。素晴らしい出来でした。 

私もパワーポイント操作のお手伝いで、ご一緒させていただきました。 

板橋 孝司 先日は、私の二重、三重の確認不足のため、ご迷惑をお掛けしました。 

心より、お詫び申し上げます。 

 委員会報告  

第 2014 回例会 7 月 27 日 第 2012 回例会 7 月 13 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 34 名 出席計算に用いた会員数 31 名 

出席または Make Up 会員数 26 名 出席または Make Up 会員数 25 名 

出席率 76.47 ％ 出席率 80.65 ％ 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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お 名 前 メッセージ 

江口 紀久江 委員長、リレースピーチ宜しくお願いいたします。 

…って、私もだぁー!? 

大橋 みち子 小林好子さん、前回お名前を間違えてしまってごめんなさいね。 

久野 茂 会長幹事様、「硬さ」も取れまして、笑顔が出てきましたね。 

SAA の私も、少し慣れてきました。よろしく!! 

福江 眞隆 各委員長様、リレースピーチよろしくお願いします。 

初 SAA です。皆様、不手際をお許し下さい。 

松井 実 先日は、父の葬儀に際しまして、ご会葬並びにご厚情を賜り、ありがとうご

ざいました。 

各委員長様、卓話ありがとうございます。 

山腰 すい 須永・田口年度、初めての参加になります。 

新年度の抱負、卓話させていただきます。 

石川 久 小森谷 久美 三田 圭子 各委員長さん、卓話よろしくお願いいたします。 

海老沼 堯 白戸 里美 森 敏夫 

柿沼 利明 福田 優子  

小林 好子 星野 龍肇  
 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

20 名  ￥49,000 ￥230,000 \1,600,000 14.38% 

 
 

 

 

報告事項    

7 月 30 日（金）古河公方公園に於いて、社会奉仕委員会の企画として作

成いたしました「蓮池の案内板」の贈呈式に、古河市から市長・建設部

長・事務局他の方々がお見えになります。古河東 RC からは、須永会長・

齊藤忠社会奉仕委員長・大橋みち子社会奉仕副委員長・山崎清司 PDG そ

れに私、田口が出席し挙行いたします。 

 
 

クラブ現況報告書作成用の原稿は、今月末までに提出をお願いいたします。 

8 月 8 日（日）米山カウンセラー森会員・米山記念奨学会委員会佐藤孝子委員長、つくば市山

水亭に於いて合同セミナーがありますので出席方お願いいたします。 

地区より「茨城海岸美化プロジェクト」のパンフレットが届いております。メールボックスに

配布いたしましたが、余分に必要な方は入口のテーブルに置きますのでお持ちいただき、お知

り合いの方にお誘いいただけますようお願いいたします。 

出席グループにお名前があり、やむを得ず欠席なさる場合は、SAA 久野茂会員に必ずご連絡

をお願いいたします。 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  

幹事報告  田口  精二  幹事  
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会員選考・職業分類委員会  森  敏夫  委員長  

昨年度は、コロナウイルス感染症の拡大等

があり、会員増強も思うようには進みません

でしたが、今年度は高橋増強委員長の下、会員

のおひとりおひとりが会員の増強にお力添え

をいただきまして、会員選考・職業分類委員会

が多くの会員選考が進み、理事会に報告でき

るよう、宜しくお願いいたします。 

また、職業分類につきましては、1905 年ロ

ータリークラブが発足してから、一業種一会

員制度が決まりでした

が、現在は職業分類の

下、入会出来る会員の人

数の制限が撤廃され、同

一職業分類から何人で

も可能となりましたの

で、会員の皆さん、頑張って会員候補者をあげ

て頂き委員会がお手上げの状況になるよう宜

しくお願いいたします。 

 

ロータリー情報委員会  江口  紀久江  委員長  

今年度の情報委員会のメンバーは、委員に

石川久パスト会長・山崎清司 PDG の 3 名で構

成されております。 

会員の皆様への情報提供として、何かしら

のロータリー情報及び楽しい話題を月 1 回作

成し、週報へと活用させていただこうと思い

ます。 

また、入会 5 年未満の会員の「いちご会」を

年 5 回は開催したく思います。 

勉強内容は毎月のロータリー月間テーマに

そった形で経験者先輩方に卓話をお願いして

いきます。お知らせして

おりますように、第 1 回

目を来週 8月 3日に開催

いたします。 

7 月のロータリー月間

テーマは「出席率向上月

間」で出席委員長の山腰すい委員長に、また、

8 月は「会員増強」で増強委員長の高橋采子委

員長お 2 人に卓話をお願いしております。 

1 年間よろしくお願いいたします。 

 

出席委員会  山腰  すい  委員長  

出席委員会は、委員長 山腰すい・副委員長 

須田純一会員・委員 星野龍肇会員・委員 井上

学会員の 4 名の編成です。 

ロータリアンの三大義務として、①会費の

納入 ②例会への出席 ③機関誌「ロータリー

の友」購入が掲げられております。 

三大義務の②に「例会の出席」の義務が挙げ

られています。現在、古河東ロータリークラブ

は 54 名の会員数で、衛星クラブ 9 名が含まれ

ています。例会出席は、コロナ禍の中、分散出

席の形をとっていますが、出席率を上げるた

めにはどのようにしたらよいか考えてみたい

と思います。例会をやむなく欠席するときは、

メークアップを奨励いたします。近隣クラブ

例会の参加、衛星クラブ・ローターアクト会合

への参加、委員会の会合への出席等、たくさん

の方法があります。以前

は例会前後 14 日間でし

たが、今は年度内とな

り、枠が広がりました。

メークカード・出席報告

書・委員会開催報告書を忘れずに提出してく

ださいますようお願いいたします。ズーム参

加も奨励します。私も体調を崩して休んだ時

に、７月度のメールを見ても ID とパスワード

のお知らせがなかったので不思議に思いまし

たが、今期から ID とパスワードは年間変わら

ないということをお聞きしました。週報に書

いて下さると嬉しいと思ったら既にそのよう

な手配になっているとのことです。古河東ロ

ータリークラブは日々進んでいるのを感じま

した。 

 

「新年度の抱負」 会員卓話  
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出席委員会  山腰  すい  委員長  

メールでロータリー情報委員会の山崎 PDG

が You Tube で例会の様子をお知らせしてくだ

さいました。E クラブでは You Tube での例会

参加とのことです。どうしてもその時間帯に

参加できない人もいると思いますので、ぜひ

検討していただきたいと提案させていただき

ます。 

新しい企画として、長い間お休みしている

会員に「はがき作戦」が須永・田口年度で行わ

れました。これは退会防止の効果もあるそう

です。 

新たに誕生日月の会員にハガキを送り、

ABC グループ関係なく参加していただき、全

員そろってバースデーソングを歌ってお祝い

したいと考えています。会員同士お互いのコ

ミュニケーション作りがとても大切だと思い

ます。他の委員会とも連絡を取り合い、楽しい

例会になるよう努力いたします。 

当クラブは 1982 年創立以来 7 年間 100%出

席という歴史があります。古河東 RC の伝統を

大切にし、一歩でも近づき、出席率をアップす

るよう努力してまいります。皆様のご協力宜

しくお願いいたします。 

 

親睦活動委員会  福田  優子  委員長  

親睦活動委員会は、委員長私、福田優子・副

委員長に板橋孝司会員・委員に、井上学会員、

猪瀬一也会員、大高滋会員、栗田吾郎会員、小

林好子会員、齊藤忠会員、須田純一会員、武澤

郁夫会員、山室和徳会員という編成です。 

今年度クラブスローガンは「温故知新、その

先に」です。古河東 RC の 40 年にわたる奉仕

の精神をこれからもつなげるため、そしてそ

の達成のためにも、親睦活動は大切だと思い

ます。 

クラブの活動への、すべての会員の積極的

参加をお願いし、例会に

おいては、会員相互の親

睦を図れるよう委員会

活動をしていきたいと

思います。また、親睦活

動委員会は率先して、笑顔で皆さんをお迎え

し、皆さんと話し合い、そして奉仕するという

活動をしていきたいと考えております。会長・

幹事・SAA・他の委員会と連携を図りながら、

コロナ禍ではありますが、1 年間活動してまい

ります。

 

― 活動計画 － 

1．通常例会 

例会出席の委員は、タスキをかけてお客様例会出席者をお迎えし、和やかで楽しい例会にな

るように努めてまいります。 

2．ロータリーソングと季節に合わせた童謡などを織り交ぜていきたいと思います。 

3．特別例会 

①ガバナー公式訪問では、会長・幹事・SAA の指示に従い親睦を深めます。 

②健康づくりのために「マレットゴルフ大会」10 月、「ハイキング計画」2 月から 5 月に実施

をしたいと思っています。 

③合同例会 

小山南 RC が当クラブのホストになっておりますので、是非実施したいと思います。 

④さよならパーティー 

「江口・松本年度」「石川・岡村年度」実施できなかったので、今年の「須永・田口年度」で

は実施したいと思います。 

⑤その他クラブの移動例会等、親睦を深めていきたいと思います。 

「新年度の抱負」 会員卓話  
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クラブ会報・ IT 委員会  石川  久  委員長  

当委員会は松井実副委員長、松本幸子委員、

齊藤愛委員の 4 名で構成されています。毎週

皆様から預かりました原稿をチェックし、編

集担当者さんに送ります。その後、編集担当者

さんにもチェック・時節に合わせたイラスト

など入れて頂きますと、今年度は D ランド風

の見出し文字の素敵な週報が仕上がります。

私を除いた委員の皆様は全員過去に委員長経

験者で、私のみが新参者です。今現在はお役目

をまともに務められて

おりません。実質的にい

まは他の委員さんに、お

願いしている現状です。

しかしながら皆さまか

ら色々な意見やアドバイスを頂きながら、当

委員会、力を合わせ見やすく解りやすい内容

の週報とクラブホームページ更新に努めたい

と思います。

 

スマイル委員会  大橋  みち子  委員長  

スマイル委員長をお

おせつかりました大橋

みち子でございます。副

委員長に小倉郁雄さん、

委員に植木静子さんの 3

名で構成されています。 

スマイルはご存知の様に、会員が自由意思

で善意の寄付をする事です。ことの起こりは

定かではありませんが、大阪 RC が始まりと言

われております。 

これはロータリー特有のもので、特に規定

はないとの事ですが、当クラブは、細則第 10

条 20 節に準じて処理するとなっております。 

会員・家族・事業などのお祝い事の時など、

たくさんのスマイルをいただければ幸いに存

じます。集まったお金は奉仕活動資金に使わ

れます。ロータリーの奉仕活動はクラブの活

性化にも繋がります。クラブがなお一層成長

するためには、心からのご寄付の投函をくだ

さいます様、よろしくお願いいたします。また、

たくさんのメッセージをご紹介させて頂きま

す。今年度の目標額は、160 万円でございます。

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

新井和雄ガバナー（下館 RC） 

スローガン「 Think Globally 、 Act Locally

（地球の未来を想い 地域社会に貢献しましょう）」 

職業分類―ホテル 1961 年生。㈱リジリエンス

取締役会長。1998 年下館ＲＣ入会。 

地区Ｒ財団平和フェローシップ委員長。Ｒ財団

メジャードナー。PHS。米山功労者。 

（ロータリーの友 7 月号より） 

 

 

 

「新年度の抱負」 会員卓話  

情報委員会  江口  紀久江  委員長  ～今月の情報～  
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2021-2022 年度 ＲＩ シェカール・メータ会長 テーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 
2021-2022 年度 古河東 RC 須永恵子会長 クラブスローガン「温故知新その先に」 
 

例会日程 出席グループ 例会会場 内 容 

第 2016 回 

8 月 10 日（火） 
B・C 古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「会員増強と会員維持」 
板橋 孝司 会員／高橋 采子 会員 

お弁当担当：お食事処 静 

第 2017 回 

8 月 17 日（火） 
A・C 古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「いちご会とは」 
杉岡 榮治 会員／江口 紀久江 会員 

お弁当担当：ホテル山水 

第 2018 回 

8 月 24 日（火） 
A・B 古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ロ－タリ－モ－メント」 
石川 久 会員／井上 学 会員 

お弁当担当：喜楽飯店 

第 2019 回 

8 月 31 日（火） 
－ 休会 第 5 週につき休会 

新井和雄 地区ガバナー スローガン 「Think Globally、Act Locally」（地球の未来を想い 地域社会に貢献しましょう） 

地区行事等 

8 月 8 日（日） 米山合同セミナー つくば山水亭 

9 月 12 日（日） 海岸清掃（予備日：9 月 26 日） 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

固定メンバー 10 名 
A グループ 

12 名 
B グループ 

11 名 
C グループ 

12 名 

会長 須永 恵子 井上 学 桑原 正信 板橋 孝司 

幹事 田口 精二 猪瀬 一也 岡村 裕太 齊藤 愛 

パストガバナー 山崎 清司 植木 静子 小山 幸子 鶴岡 学 

会長エレクト 小森谷 久美 江口 紀久江 齊藤 忠 福江 眞隆 

会計 白戸 里美 海老沼 堯 坂田 信夫 福富 好一 

スマイル 大橋 みち子 大高 滋 佐藤 孝子 古谷 弘之 

親睦委員長 福田 優子 小倉 郁雄 佐谷 道浩 星野 龍肇 

クラブ会報・IT 石川 久 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 三田 圭子 

SAA 久野 茂 加藤 奨一 高橋 采子 森 敏夫 

  栗田 吾郎 武澤 郁夫 山腰 すい 

  松本 幸子  山室 和徳 

 

 

 

 

 

今後の予定  

例会出席  

グループ分け表  

８月 

第１例会  3 日(火) A・B 33 名 

第２例会 10 日(火) B・C 33 名 

第３例会 17 日(火) A・C 34 名 

第４例会 24 日(火) A・B 33 名 

第５例会 31 日(火) 休会 

 

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：久野茂 [e-mail] shigeru.kuno@gmail.com  [電話] 090-3234-0078 
原稿の送付先は 石川久まで [e-mail] suzukiyonezo@bz03.plala.or.jp 又は [FAX] 0280-22-6606 

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 [ 石川・松井・松本・齊藤（愛）] 

 


