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本日の予定  
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 

♪♪♪ ロータリーソング ♪♪♪ 

それでこそロータリー、古河東ロータリークラブソング 
 

 

 

先週の金曜日、社会奉

仕委員会による贈呈式

に古河公方公園へ行っ

て参りました。社会奉仕

委員会委員長をはじめ

委員の皆様ありがとう

ございました。 

また、今月は職業奉仕

委員会による古河三中の生徒さんの「職業体

験教室」がございます。ご協力いただきます、

ホテル山水様・ローテローゼ様・（株）まごこ

ろ様・（有）白戸恒産様・シューズサロンタグ

チ様、ありがとうございます。 

さらに、青少年奉仕委員会では、福田優子さ

んが「ジュニアリーダーズサークル ダンデラ

イオンワイルドダッシュ」に参加する予定で

す。よろしくお願いいたします。 

古河公方公園の大賀ハスは、約 2000年前（弥

生時代以前）のものと推定されています。昭和

５年に公園開設を記念して、千葉市より２本

株分けされたものが、今では 3,000 ㎡のハス池

いっぱいに広がり、開花時には鮮やかなピン

クの花で訪れる人たちを楽しませてくれます。 

ロータリーの誕生のきっかけは、２０世紀

初頭のシカゴの街が著しい社会経済の発展の

陰で商業道徳の欠如が目に付くようになり、

この風潮に耐えかねて「お互いに信頼のでき

る公正な取引をし、仕事の付き合いがそのま

ま親友関係にまで発展するような仲間つくり」

という趣旨で 1905 年 2 月 23 日、青年弁護士

ポールハリスがシカゴロータリークラブを 4

名で始まりました。そして、100 年が過ぎ、今

では 200 以上の国と地域に広がり、クラブ数

36,932、会員総数 1,197,984 人（2021 年 6 月 18

日国際ロータリー公式発表）、日本全体での数

は 2,236 クラブ、会員数 85,778 人にまで広が

っています。この広がりは大賀ハスと同じよ

うに考えますと、根の部分の広がりであり、そ

の根は職業奉仕であり、ロータリーの目的で

ある「奉仕の理念」であると考えます。私たち

ロータリアンは根幹である「職業奉仕」や「奉

仕の理念」」を学び、理解をし、ひとりでも多

くの人達に、友達に伝えることが必要であり、

これが増強につながることであると考えます。

ひとりがひとりにお話をしてください。よろ

しくお願いいたします。 

そして、8 月の月信「カウンセラー・総括委

員長メッセージ」の中に我がクラブの白戸里

美社会奉仕総括委員長のメッセージと共に職

業奉仕総括委員長のメッセージが掲載されて

おります。 

次回は、山崎清司 PDG がガバナーに就任さ

れた時の月信に寄せられたお話を紹介させて

いただきます。  

2021．8．10 

第 2016 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  

 

 

 

 

 

  

久野  茂  SAA  須永  恵子  会長  武澤  郁夫  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 

例会前食事      感染症対策のため、発声なし（ハミングあり）  

 

 

 

 

ロータリー米山記念奨学生  王  瑞贇（オウ  ズイイン）さん  

大学は夏休みになりまし

た。私は今、オリンピックに

はまっています。中国では

2008年にオリンピックを開

催しました。ちょうど中国

経済がよくなる時期で、現

在 20 歳以上の人達は、特に

オリンピックに対し情熱というか特別な感情

を持っています。一番注目されている試合は、

短距離走の 100ｍ走です。今までは、アフリカ

系の人達の舞台でした。今回は、初めて中国の

選手である蘇炳添選手が男子 100ｍ走決勝の

舞台に出ることができました。蘇炳添選手は

準決勝で 9.83 秒を記録、これはアジア記録で

す。つまりアジア人でもアフリカ系の人達と

同じくらいに走れることを証明しました。彼

は 32 歳です。運動選手としてのピークは過ぎ

ています。それでもアジア人では、不可能だと

言われている速さを追求していますので、今

回の成績を収めることができたと思います。

年齢を重ねている運動選手もオリンピックの

宝物というかオリンピックの精神だと思いま

す。ちなみに、彼は私の大学の先輩で、大学の

誇りです。そして彼は今、大学の準教授として

教鞭を執っています。彼の目標は、中国人でも

アジア人でも、もっと早い選手を育てること

です。 

オリンピック以外では、先月、ロータリーク

ラブの筑波山美化活動に参加してまいりまし

た。筑波山は本当にきれいでごみも少なかっ

たので、交歓会の様でしたが、すごく楽しかっ

たです。リフレッシュもできましたので、あり

がとうございました。これからも、よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回例会報告 第 2015 回 2021 年 8 月 3 日 

 お客様の紹介  

ロータリー米山記念奨学金贈呈 
 

須永 恵子 会長から 

米山記念奨学生 王 瑞贇（オウ ズイイン）さんへ 

奨学金が贈呈されました。 
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月初めのお祝い  進行  大高  滋  親睦活動委員  

［８月生まれの方］鶴岡 学 会員／柿沼 利明 会員 

 

［柿沼会員挨拶］ 

お誕生日のお祝いありがとうございます。 

８月といえば、お盆、子供のころは、夏休みなので、忘れられてしま

うのです。私などは、お盆の直後なので、お施餓鬼とかで寺に行って

よく遊んだ思い出があります。今後とも、皆さんと一緒にロータリー

活動ができます様によろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

Zoom 担当  井上  学  会員  

「iPad 紛失について」 

先週、Zoom で使用している iPad が無くなる

事態がございました。探した結果、筆記用具入

れの缶箱裏に張り付いていました。今後、管理

を徹底するため、田口幹事に持って帰ってい

ただきご自宅で保管して

いただくことといたしま

した。 

 

 

ロータリー情報委員会  石川  久  副委員長  

「いちご会」 

8 月 3 日（火）19：30 開催予定の「いちご会」

ですが、茨城県コロナ感染拡大市町村指定に

古河市が含まれたため、会場の山水様の営業

時間が 7 月 30 日（金）～8 月 12 日（木）の期

間 20：00 までとなってしまいました。 

現段階の状況を踏まえ、急ではありますが中

止の判断をさせて頂きま

す。後日検討し、次回の開

催日時を告知させて頂き

ます。講師及び勉強会を楽

しみにされていた皆さま

申し訳ございません。 

 

 

社会奉仕委員会  齊藤  忠  委員長  

「古河公方公園 案内看板 贈呈式」 

7 月 30 日（金）古河公方公園に於いて、「案

内看板」の贈呈式を行いました。贈呈式には、

古河市長をはじめ市役所の関係者の方 6 名、

下館 RC 神山芳子ロータリーの友 地区代表

委員、古河東 RC から須永会長・田口幹事・

山崎 PDG・大橋副委員長

に私、齊藤が出席しまし

た。当日は、茨城新聞社

の取材がありました。 

 

 委員会報告  

 セレモニー  
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社会奉仕委員会  齊藤  忠  委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「茨城海岸美化プロジェクト」 

9 月 12 日（日）「茨城海岸美化プロジェクト」の予定表ができました。メールボックスに配布

いたします。ご確認よろしくお願いいたします。 

 

 

プログラム委員会  武澤  郁夫  委員長  

「9 月のプログラム」 

後記のとおり、本日の理事会において承認されました。 

 

親睦活動委員会  福田  優子  委員長  

「マレットゴルフ大会」 

10 月 23 日（土）「マレットゴルフ大会（予定）」の 

出欠確認表を回覧いたします。ご記入方お願いいた

します。 

 

出席状況報告  須田  純一  出席副委員長  

 

 

 

 

 

 委員会報告  

第 2015 回例会 8 月 3 日 第 2013 回例会 7 月 20 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 28 名 出席計算に用いた会員数 34 名 

出席または Make Up 会員数 26 名 出席または Make Up 会員数 27 名 

出席率 92.86 ％ 出席率 79.41 ％ 
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お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

月初めのお祝いおめでとうございます。  

会員卓話「地区委員の皆様」よろしくお願いいたします。 

コロナが増大しております。コロナ対策をしっかり守

り、例会にご参加いただきますようお願いいたします。 

 

山崎 清司 PDG 古河市長はじめ古河市関係者が参加し「大賀ハス説明看板２基」と「園内案

内看板１基」を古河公方公園に寄贈しました。齊藤忠社会奉仕委員長の頑張

りで市民にささやかなプレゼントができました。 

柿沼 利明 地区委員としての卓話をさせていただきます。 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

小森谷 久美 ８月生まれの皆さま、おめでとうございます。 

卓話をさせていただきます。 

佐藤 孝子 お誕生日の皆さま、おめでとうございます。 

地区委員の柿沼委員・白戸委員・小森谷委員、１年間ご活躍いただきますよ

うお願いいたします。 

杉岡 榮治 柔道女子 78 ㎏級の濱田尚里（しょうり）選手は、私の母校・鹿児島南高校

出身です。私も柔道部に所属しておりましたので、金メダリストの名誉ある

先輩になることができました。本人との関りは何もありませんが、うれしい

限りです。 

須田純一 ８月になり、暑さが厳しいですね。 

王さん久しぶりです。 

白戸 里美 今日もよろしくお願いします。 

地区社会奉仕委員会のお話をさせていただきます。 

石川 久 桑原 正信 高橋 采子 三田 圭子 ８月生まれの皆様、おめでとう

ございます。 

地区委員の皆様、卓話宜しくお

願いいたします。 

大高 滋 小林 好子 武澤 郁夫 森 敏夫 

大橋 みち子 齊藤 忠 福田 優子  

小倉 郁雄 坂田 信夫 松井 実  

 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

23 名  ￥49,000 ￥279,000 \1,600,000 17.44% 

 

 

 

 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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第２回定例理事会  承認事項報告  
 

 

７月の会計報告   

９月のプログラム   

クラブ現況報告書編集委員会委員の選任 

石川直前会長・岡村直前幹事・須永会長・田口幹事・柿沼会員・松井会員 
  

社会奉仕委員会「茨城海岸美化プロジェクト」予算案 

国際奉仕委員会「この指とまれ」協賛金支出 

親睦活動委員会「マレットゴルフ大会」予算案 

各委員会の進捗状況報告 

古河市国際交流協会への協賛金支出 

須永・田口年度予算案 

古河商工会議所青年部「夢プロジェクト」次週広報来会 

コロナ感染者増によるコロナ対策徹底のため、消毒器・検温器の購入資金支出 

各委員会開催にあたり、委員長は出席委員会へ出席者名簿を提出願います。 

報告事項  

月信とロータリーの友 8 月号が届いております。メールボックスに配布いたしましたので、お

持ち帰りの上、熟読願います。 

 

 

 

 

地区クラブ奉仕委員会  柿沼  利明  クラブサポ－ト委員長  

当地区委員として２年目

に入りました。既にクラブ

奉仕委員会としては、前年

度の 6 月 20 日に、当時の

会長・幹事エレクトと次年

度会員増強委員長を対象

とした「会員基盤向上セミナー」と７月 10 日

に、現会長・幹事と会長エレクトを対象とした

「クラブ奉仕研究会」を開催し、それぞれの目

的を達成しております。 

本日は、次の５つの資料を配布し、ご説明し

ます。なお、9 月 7 日（火）に増強についての

出前卓話をさせて頂きますので、ここで増強

については省略いたします。 

1. 地区クラブ奉仕委員会組織図（別紙明細） 

2. クラブサポ－ト委員会の歴史と目的（別

紙明細） 

3. 2021-2022 地区の戦略計画（別紙明細） 

～本年度より公表、毎年見直し 

4. 行動計画の戦略的優先事項（別紙明細） 

～新旧優先事項の比較 

5. クラブサポ－ト委員会の今年度の目標

（別紙参照） 

  

幹事報告  田口  精二  幹事  

「新年度の抱負」地区委員  会員卓話  



7 

 

  

 

地区クラブ奉仕委員会  柿沼  利明  クラブサポ－ト委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙面では、1～4 については省略し、最後の

「5. クラブサポ－ト委員会の今年度の目標」

について説明します。改訂された当地区の戦

略計画を踏まえ、新井和雄ガバナーは「質の高

い奉仕活動の推進」と地区の具体的行動指針

にありますので、その達成のためには「クラブ

の強化・活性化」が必須となります。よって、

当委員会の目標は前年度に引き続きまして、 

1. クラブ戦略計画の作成と見直しの支援 

2. 「ロータリー・クラブセントラル」への目

標入力と活用（進捗管理と目標達成） 

3. 規定審議会後の定款と細則の見直し支援 

4. 上記３つを達成する事による CLP の推進 

としました。以下、説明します。 

クラブ戦略計画の作成と見直しの支援～各

クラブは、会員の減少、クラブに活力がない、

例会や奉仕活動がマンネリ化しているなど各

クラブには種々の問題点があります。その解

決の突破口となるのが「戦略計画」です。変わ

りゆく世界を見据え、ポリオ根絶もあと一歩

の所まできたロータリーは、次なる課題に取

り組む時が来た。と言う事で 2019 年に新たに

「行動計画」として優先項目と目的が変わり

ました。しかし「超我の奉仕」「四つのテスト」

「ロータリーの目的」「中核的価値観」などの

ロータリーの基本理念は変わりません、また、

変えてはならないものです。戦略計画を策定

→進捗状況を確認→チーム計画修正→クラブ

へ見直し、確認→３年毎に繰返しとなるクラ

ブ戦略計画一連の PDCA サイクルを推進＆支

援します。「ロータリー・クラブセントラル」

は、My Rotary にある各クラブの目標設定と進

捗確認のためのツールであります。近年、かな

り使い勝手もよく利用価値も高くなりまして

「ロータリー賞」獲得の目安にもなります。是

非クラブ戦略計画の策定に併せて「ロータリ

ー・クラブセントラル」を利用・活用し、誰も

が見られる My Rotary で進捗確認をして、かつ

次なる後継者へ引継ぎましょう。 

規定審議会後の定款と細則の見直し支援は、

３年毎の規定審議会により見直しが必要とな

るクラブ定款とクラブ細則の改訂のお手伝い

であります。注意したいのは、規定審議会で改

訂があったから定款、細則を見直すというの

ではなく、近年はせっかくの柔軟性を持った

定款、細則の変更であり、その変更により、会

員の維持と増強が図られ（会員基盤の向上～

増強への門が広がる）、またクラブの管理運営

上で柔軟な体制作りが可能となるためのもの

である。よって定款、細則の変更は、「クラブ

戦略計画」へ取り入れる事が有効的かつ効率

的である。また定款・細則の変更点を地区 HP

などにアップしたいと考えております。以上

の３つをお手伝いする事によりまして CLP が

推進され、魅力あるクラブ作りがされるもの

と確信いたします。

 

「新年度の抱負」地区委員  会員卓話  
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地区クラブ奉仕委員会  柿沼  利明  クラブサポ－ト委員長  

なお、上記以外に次の３委員会のお手伝い

も実施して参ります。 

①  増強委員会 

会員維持・増強「元気なクラブ作りをお手伝い」

と称して出前卓話を実施や新会員オリエンテ

ーションの実施 

②  公共イメージ委員会 

「ロータリー賞」の獲得と「ロータリー情報館」

の寄稿推進、ロータリーディの開催推進 

③  IT 委員会 

「My Rotary」の推進 

最後に、シェカール・メータ RI 会長は「奉

仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

とテーマを掲げており、新井和雄ガバナーは

「地球の未来を思い 地域社会に貢献しまし

ょう」と唱えております。誰かの人生だけでな

く、自分の人生も豊かさを求め、地域社会に貢

献できるように、「会員の維持・増強」の実行

し、「クラブ戦略計画」の制作・実行・見直し

を図り、「公共イメージ向上」を実現して、ク

ラブを強化・活性化させて魅力あるクラブを

目指しましょう！ 

今後とも地区へのご理解ご協力の程よろし

くお願い申し上げます。 

 

地区社会奉仕委員  白戸  里美  会総括委員長  

総括委員長としては

１年生です。社会奉仕委

員会の近況からお話さ

せていただきます。梅雨

明けが発表された翌日

の 7 月 17 日に「社会奉

仕・ロータリー財団合同研究会」がダイヤモン

ドホールにてハイブリッド方式で開催されま

した。 

当委員会はまず、今年の柱である「海岸美化

プロジェクトの主旨と事業報告の方法につい

て」発表させていただきました。この事業は地

区の社会奉仕委員会が提唱し、各クラブから

拠出金を頂き、参加クラブからの合計額に対

して地区補助金を頂戴して実施する事業です。

事業の後の各クラブからの報告は必須です。

地区内の全クラブで行う茨城海岸美化プロジ

ェクト「ロータリー奉仕デー」として、そして

今年度は特別に新井和雄ガバナーが世界の同

期ガバナーを巻き込んで世界中で行う「地球

環境保全プロジェクト」発信元の第 2820 地区

としてなど、いくつかの重要なフェイスを持

つこの事業を大切に受け止めています。 

また今年度より、各委員会の奉仕事業のま

とめ方を変更しようと、画期的なフォームを

導入したことも発表させていただきました。

過去４年間は各委員会の奉仕事業を USB にま

とめ、各クラブへ配布しておりました。画期的

なフォームは、新しい奉仕事業を考える際に、

よそのクラブではどんなことをしているのか、

また、自分のクラブの事業の振り返りにもな

る画期的なツールとみなしてきました。しか

し、まとめるまでに時間がかかることや USB

が見たいときに見たい人の手元にないことな

どを考慮しタイムリーにし、ガバナー事務所

HP から気軽に誰でも見られる形にしていく

予定です。事業終了後、各クラブの委員長の速

やかなご対応を期待すると同時に、各クラブ

の会長、幹事のタイムリーなサポートをお願

い申し上げます。 

今回の合同研究会は私にとって初めての事

で、戸惑うことばかりでした。保延パストガバ

ナーをはじめとする財団の方々、そして藤居

パストガバナーをはじめとする社会奉仕委員

会の皆さんのご協力のおかげで無事に終えら

れましたこと、感謝しております。 

次は 9 月 12（日）地区内全クラブで環境問

題に取り組むはじめの一歩がスムーズに軽や

かに歩みだせるよう、地区社会奉仕委員会と

しては全力でサポートし、準備を進める所存

です。 
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地区社会奉仕委員  白戸  里美  会総括委員長  

また、クラブにおいては「会計」を引き受け

ております。これも私にとってはじめて知る

ことばかりです。緊張感の連続でどこまでで

きるのだろうか、と不安になるときもありま

す。昔、学校を出て就職した会社の上司に言わ

れたことをいまでも時々思い出します。「仕事

は仕事なのだから真剣にやらなくちゃダメ、

でも仕事なのだから深刻になっちゃだめ」と。

ロータリーは仕事ではありませんが、引き受

けたからには深刻にならずに真剣に、そして

ロータリーはどなたかのお役に立てると信じ

て優しさをプラスして１年間取り組んでいき

たいと思います。皆さんのご協力をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

RLI 小森谷  久美  委員  

RLI はコロナ禍のため

残念ながら活動できて

おりません。そのため、

昨年は山崎 PDG 主催の

「本気で勉強会」の席上

で２度ほど自主トレの

機会をいただきました。今年度も地区からは

今のところお呼びがかかっておりません。 

話は変わります。昨年から Zoom を利用し

た分散型例会を行っています。昨年に引き続

き鶴岡会員に担当していただき、新たに井上

会員・齊藤忠会員にもご協力いただき実施し

ています。ID とパスワードは１年間変更なし

で、紙での通知や田口幹事からメーリングリ

ストでご案内するようにしています。このと

ころ、Zoom にアクセスしてくださる会員は固

定メンバーになってきています。分散型例会

であって、例会を休んでよいというものでは

ありません。ぜひ Zoom をご利用ください。出

席扱いにもなります。例会中に Zoom にアク

セスしていても、例会の音声を聞いているだ

けでは、まるでラジオかテレビをつけている

だけのような感じになるかもしれません。

Zoom から発言してはいけないということは

ありませんので、反応していただけるとあり

がたいです。Zoom 担当のみなさんもモチベー

ションが上がります。便利な道具ですから、ぜ

ひ工夫して、大いに活用していただきたいと

思います。 

 

 

 

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 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／山崎 清司 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 

 

今後の予定  
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例会日程 出席グループ 例会会場 内 容 

第 2020 回 

9 月 7 日（火） 
B・C 古河商工会議所 3Ｆ 

第 3 回理事会 例会場 11 時～ 

月初めのお祝い 9 月生まれの方 

地区委員出前卓話 クラブ奉仕委員会 

「会員増強と会員維持」柿沼 利明 地区委員 

お弁当担当：お食事処 静 

第 2021 回 

9 月 14 日（火） 

→ 12 日（日） 

希望者全員 茨城海岸 茨城海岸美化プロジェクト 

第 2022 回 

9 月 21 日（火） 
A・C 古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ロータリーモーメント」 

植木 静子 会員／海老沼 堯 会員 

お弁当担当：ホテル山水 

第 2023 回 

9 月 28 日（火） 
A・B 古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ロータリーモーメント」 

大高 滋 会員／大橋 みち子 会員 

お弁当担当：やなぎや遊水亭 
 

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 

9 月 12 日（日） 海岸清掃（予備日：9 月 26 日） 

11 月 16 日（火） ガバナ－公式訪問 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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）] 
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