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本日の予定  （ Zoom のみによる例会です）  
会員卓話「いちご会とは」 杉岡 榮治 会員／山崎 清司 会員 

♪♪♪ ロータリーソング ♪♪♪ 我らの生業 
 
 

 
 
新型コロナウイルス

の影響で史上初の 1年延
期となった「第 32 回オ
リンピック競技大会
2020 東京」が 8 日閉幕し
ました。バッハ会長が挨
拶の中で「パンデミック
（世界的大流行）が始ま
って以来、初めて全世界

が一つになった。」と述べ、閉会宣言をされま
した。今大会は 205 カ国・地域と難民選手団か
ら約 1 万 1 千人の選手が参加、日本が獲得し
たメダルは金メダル 27 個・銀 14 個・銅 17 個
を加えた総数 58 個、夏冬を通して日本の最多
記録となりました。 

読売新聞「編集手帳」には「コロナ禍の中で
開催の是非に世論は大きくうねったが、何に
も影響されず、絶対的な価値をとどめたもの
が少なくとも一つはあるだろう。それは、『ア
スリートの躍動である。』世界中の人々を歓喜
に包み、感涙させた選手たちである。その選手
たちが閉会式に集まった。消すことを選んだ
方がよかった聖火だろうか。」（中略）と投げか
けておりました。最後は上空に約 1,000 発の花
火が打ち上げられ、大型スクリーンに映し出
された文字は「ARIGATO」でした。古河市で
も 7 日（土）感染拡大の防止を願い、医療従事
者への感謝を表す花火大会が 2 年ぶりに行わ
れました。3 か所で打ち上げられ 10 分間のわ
ずかな時間でしたが、心和むほっとした瞬間
でした。 

本日は山崎清司 PDG が、2010-11 年度 RI 第
2820 地区第 19 代目ガバナーに就任されて、 

月信「ガバナーメッセージ」に寄せられたテー
マ「行動するロータリアンたれ」の内容を紹介
させていただきます。 

ガバナーノミニーに指名されて以降、各種
研修会に参加し、勉強を重ねて参りました。こ
こで感じたロータリーの将来像の１番目はロ
ータリー財団の重要性がますます高まって行
くこと。2 番目はロータリーの奉仕活動は「参
加、実践、行動」にあり、その成果を広報する
事がロータリーブランドや公共イメージの向
上につながること。3 番目が会員増強・会員維
持の重要性でした。私のロータリーは書物や
理論から学んだものではなく、行動や実践か
ら学んだものです。私のロータリーの師はロ
ータリーのフィールドでした。フィールドこ
そ私のロータリーの原点であり財産でした。
そのフィールドの中を選手として、コーチと
して、時には監督として駆け巡りました。ここ
から得た知識と体験、情熱の汗、感動の涙は体
にしっかりとしみ込んでいます。奉仕の感動
は現場にあります。常に奉仕の現場に立ち、参
加者や地元の協力者と交流しながら奉仕の快
感と笑いを共有して参りました。付き合い参
加ではなく、積極参加が私を大きく飛躍させ
経験豊かなロータリアンとの知り合う機会を
増幅したのです。まさにロータリーのフィー
ルドは人材の宝庫でもありました。皆様も奉
仕へ積極的に参加し行動することで、感動が
得られます。他人の喜びを我が喜びに変わり
ます。この感動体験がロータリーマジックな
のです。と寄せられてありました。 

「ロータリーの感動は現場にあり」山崎
PDG の有名なことばですね。 

2021．8．17 

第 2017 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  ♬ それでこそロータリー、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、発声なし（ハミングあり）  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

古河ＹＥＧ夢実現プロジェクトへの協賛金の贈呈  

古河商工会議所青年部会長志村和俊様ご挨拶 

今年度、古河商工会議所青年部会長を務め
ております、志村和俊といいます。 

この度は、青年部の事業である古河 YEG 夢
実現プロジェクト（以下「古河 YEG 夢プロ」
という）に多大なる協賛金を賜り、誠にありが
とうございます。 

古河 YEG 夢プロは、古河市の小中学生の夢
を青年部メンバーで実現するという内容で、
今年度はじめて行う事業です。青年部は、これ
まで多くの活動を行ってきており、その中で
も青年部が主催する「よかんべまつり」は、古
河市民の皆様にも広く知られています。さら

に古河の地域活性につながる新事業ができな
いかと考え、企画させていただきました。 

今回の事業では、4 月から古河の小中学生の
夢を募り、① 熱気球に乗りたい ② 皆が笑顔
になる花園を作りたい ③ 古河の新しいブラ
ンドとなるお菓子を作りたい ④ プロジェク

ションマッピングを
したい、という 4 つの

夢を叶えるお手伝い
をさせていただく予
定です。 

クラウドファンデ
ィングを利用して支援を募集するなど、とに
かく初めてだらけの内容で、担当の委員会は
本当に必死になって走り回りながら、準備を
進めています。 

この新事業で、当日参加された子ども達が
夢の実現を実感し、古河の地域発展に繋がる

ことを願っています。 

ご協賛いただいたご期待に添えるよう、残
る期間で準備に務めていきます。例会が終わ
りましたら、改めてご報告に伺えたらと考え
ております。 

この度は誠にありがとうございました。 

 前回例会報告（第 2016 回）2021 年 8 月 10 日 

 お客様の紹介  

 セレモニー  

古河商工会議所  青年部  
会長 志村 和俊 様／副会長 楢原 英治 様／地域活性交流委員長 山根 利之 様 
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雑誌委員会  須田  純一  委員長  

「ロータリーの友」誌について 

ロータリーの新年度が始まる７月号には、毎年 RI 会長の写真が掲載され

ます。また、全世界共通の記事が RI 指定記事として、目次においても確認で

きます。今月号には、小山幸子会員の作品が、ロータリー俳壇、ロータリー

歌壇両方に掲載されておりますので、味わってみてください。他に、衛星ク

ラブに関しての記事が横組 7 頁から 19 頁まで掲載せれております。 
 

「ガバナー月信８月号」について 

5 頁に社会奉仕総括委員長白戸里美さん、13 頁にロータリー学友委員会委員長山崎清司さん

の記事が掲載されております。 

 

 

将棋愛好会  三田  浩市  会長  

「須永・田口年度の第 1 回総会並びに将棋大会」 

7 月 31 日（土）喜楽飯店にて開催しました。 

コロナ禍であり、参加者は 7 名でしたが、大会では逆

転逆転の連続で、親睦を図りながら楽しい大会となり

ました。参加された皆様、お疲れ様でした。成績発表

は、次回大会終了後に行います。 

愛好会では年に 6 回大会を予定していますが、次回

大会は役員会で決まり次第お知らせいたします。 

 

 

山崎  清司  ロータリー情報委員  

「古河市立古河第三中学校生 職場体験取材報告」 
 

第一弾「有限会社ハクト恒産 総和ゴルフ 88」 

8 月 4 日（水）総和ゴルフ 88 にて 3 名職場

体験。広大なゴルフ練習場に散乱するゴルフ

ボールの収集。真っ白なボールが青い芝を埋

め尽くしていたが、回収機で 2 時間もすると

一面青い芝。早朝 6 時からの開始だったが、

汗びっしょり。ボクも写真を撮るために一緒

に歩き回りいい運動になった。 

回収機を手押しして、芝に散乱するゴルフ

ボールを回収する。奥行 250 ヤードもある広

大なゴルフ練習場だけに散乱ボールもぎっし

り。芝には一面白い花が咲いているよう。 

回収機で回収したボールはコンテナに移す。

しかし小さなボールもコンテナ一杯になると

重くてもてない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  
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山崎  清司  ロータリー情報委員  

「古河市立古河第三中学校生 職場体験取材報告」 

 

第二弾「ホテル山水」 

8 月 5 日（木）100 年の歴史を誇るホテル山水にて 11 名が職場体験。女将 高橋采子会員がホ
テル業の心構えを講義。その後、館内のレストラン・大小宴会場・個室・部屋等を案内した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三弾「シューズショップタグチ」 

8 月 9 日（月）今年創業 100 年を迎えるシューズサロンタグチ（田口精二会員）にて 2 名が職
場体験。田口会員の店舗は、足の病気で悩む人の靴の調整や中敷きの制作に力を注ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

「ホテル山水 女将 高橋采子会員の講義」 

大事にしている言葉は、1.すみません（反省の心） 2.はい（素直な心） 3.おかげさまで（謙
虚な言葉） 4.わたしがします（奉仕の心） 5.ありがとう（感謝の心）の五心 

「目の前のことをやること」 

「お客様から喜ばれることが仕事の励みになる」
と語る田口精二会員 

生徒さん達も中敷きの資料作りを実習した。
「いい勉強になった」と笑顔の二人 
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出席状況報告  山腰  すい  出席委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

古河商工会議所青年部志村会長・楢原副会長・山根委員
長、ようこそおいで下さいました。 

 

「古河 YEG 夢実現プロジェクト」の協賛金を贈呈させ
ていただきます。ロータリーの青少年奉仕の健全な育成
を目指す趣旨に沿っているためです。 

会員増強と会員維持卓話、よろしくお願いいたします。 

 

山崎 清司 PDG 職業奉仕委員会が担当する会員事業所での古河市立古河第三中学校生の職
場体験に情報委員会委員として参加しました。第一弾は白戸里美会員のゴ
ルフ練習場での早朝球拾い、第二弾は高橋采子会員のホテル山水でのホテ
ル業のおもてなしの心構え、第三弾は田口精二会員のシューズサロンタグ
チでの中敷き作成実習でした。私自身勉強になりました。ロータリーの教科
書は奉仕の現場にあると切に感じた次第でした。 

石川 久 古河商工会議所青年部志村会長・楢原副会長・山根委員長、ようこそいらっ
しゃいました。 

板橋 孝司 今日は、今年一番の暑さです。2020 東京オリンピック、無事終了、良かっ
たですね。また、メダル獲得数が最高でした。 

本日は、会員増強についてお話させていただきます。 

小森谷 久美 

山腰 すい 

板橋さん、高橋さん、卓話楽しみです。 

熱中症に気を付けましょう。 

佐藤 孝子 古河商工会議所青年部志村会長・楢原副会長・山根委員長、ようこそいらっ
しゃいました。 

板橋会員・高橋会員、増強についての卓話、クラブにとって増強が第一の課
題ですね。よろしくお願いします。 

高橋 采子 関東も熱中症警戒アラートが発令されるほどの暑さです。 

久々に卓話をさせていただきます。ドキドキ！！ 

福江 眞隆 暑いですねー。納涼会やりたいですね。 

卓話、よろしくお願いします。 

星野 龍肇 お台場の聖火台、上から見学しておりました。 

夜は、とてもきれいでした。 

大橋 みち子 福田 優子 古河商工会議所青年部志村会長・楢原副会長・山根委員長、よ
うこそいらっしゃいました。 

板橋会員・高橋会員・卓話よろしくお願いいたします。 

坂田 信夫 松井 実 

杉岡 榮治 三田 圭子 

須田 純一 三田 浩市 

武澤 郁夫  
 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

20 名  ￥42,000 ￥321,000 \1,600,000 20.06% 

第 2016 回例会（8/10） 第 2014 回例会（7/27）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 31 名 出席計算に用いた会員数 34 名 

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

出席率 80.65 ％ 出席率 76.47 ％ 

 

 
 スマイル  大橋  みち子  委員長  

 委員会報告  
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8/10 開催緊急理事会  承認事項報告    

8 月 17 日・24 日の例会は「全員 Zoom 例会」となります。   

9 月の例会については、8 月末の持ち回り理事会において決定します。   

 

 

 

 

今年は須永・田口年度、

創立 40 年です。私がロ

ータリーに入会したの

が、1982 年 10 月です。

今年の秋で 40年になり

ます。五十嵐さんに誘

われ入会しました。「は

つせ」の五十嵐さんは、義兄にあたり、会うた

びに責められておりましたが、お断りしてお

りました。しかし一言「時間を作れるのが社長

業だよ、また自分からは入会はできない、お誘

いをされてから入会ができるというシステム

だよ。」とその時は騙されたような感じでした

が、現在は入会してよかったと思っておりま

す。いまでは草葉の陰で笑っていると思いま

す。 

同期の桜は、池田清さんと池田三郎さん。お

二人とも他界され、懐かしいお二人です。現在、

私は元気で毎日が働けることをありがたいと

思います。 

私が会長をさせていただいたのは 20年前で

す。RI のテーマ、毎年のことですが会員増強

が最大のテーマでした。まじめに取り組もう

と、年間のターゲットを「増やそう仲間 20名、

増強は宝」とし、この旗印のもと一点集中して

取り組もうと決意いたしました。五十嵐さん

には「ロータリーを好きになることは本気で

参加をして、各委員長そして役職を受けるこ

と、勉強をすることだよ。」と言われました。

時のガバナーは水海道の北村仁ガバナーです。

その時ありがたいことにパストガバナーの山

崎清司さんが「俺協力するよ」と励ましてくれ

るだけでなく、例会終了後 2～3 時間、時間を

とってくださりー緒に会社訪問、いわば訪問

実践をいたしました。会員増強にはそれぞれ

方法がございます。まず自分の知り合い・会社

とのかかわり・組織の仲間・友人など様々です。

またクラブのメンバーでチームを組み、足で

稼ぐ方法もあります。いずれにしてもロータ

リーのメンバーは日ごろ多くの人との交流が

あると思います。 

私は、会長になる前には佐藤孝子会員のご

主人佐藤和夫さん・デザイナーの同級生村上

基陽さん、そしてお客さんであった鈴木路雄

さんをお誘いしましたところ、即快く入会し

てくれました。 

板橋年度では組織の仲間として、まず古河

飲食店元組合長・パスト会長の森敏夫さん、今

は古河食品衛生協会の専務をされています。

長いお付き合いです。快く受けていただきま

した。植木静子さん・鈴木操さん・星野龍肇さ

ん含め 14名の入会者を獲得することができま

した。現会長の須永さん・幹事の田口さん・江

口紀久江さんのご主人江口達司さんはお客様

として、やなぎや遊水亭の三階の席でお話し

しましたところ、すぐ OK していただきまし

た。懐かしい思い出では、友愛記念病院を訪ね

ました。前の小堤に所在していた頃です。当時

の事務長小島様が、俺が入るよと言ってくだ

さいましたが、西牛谷に移転した時、なんと 10

回目の訪問その時に、私が入りますと現在の

院長加藤奨一先生が入会をしてくれました。 

この一年間の成果はお陰様で 14名の増強実

績です。実は全国での増強成績はなんと二番

目の増強でした。一番は当時板橋ガバナーが

活動していたチームで、月 2 回という変則の

ロータリークラブで、事実上全国でトップで

ありました。これはなんといっても、山崎さん

が私に鞭を打って一緒に行動してくれたこと、

そしてなんと申しましても快く会員となって

いただいた方々には感謝でございます。 

数は力なりと申します。会員増強は、お一人

おひとりのその素晴らしい人生の宝物が光り

輝く仲間となるわけでございます。須永・田口

年度会員皆様の協力で力を入れて目標達成い

たしましょう。ありがとうございました。 

幹事報告  田口  精二  幹事  

「会員増強と会員維持」板橋  孝司  会員  会員卓話  
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私は 1997 年 4 月に

入会させて頂きまし

た。その以前より色々

な方からお誘いを受

けていたのですが、そ

の当時は古河東 RC に

女性会員が一人いらっしゃって、中々その環

境で入会するのは勇気がいりました。古くか

ら在籍なさっている方はどういうことかお分

かりかと思いますが…。 

その頃のことを考えると、現在の当クラブ

は本当にどなたにでも胸を張ってお勧めでき

る素晴らしいクラブだと確信しています。ク

ラブの雰囲気が良くて活発に奉仕活動に参加

でき、上下関係もなくフランクに話し合える

って素晴らしいといつも誇りに思っています。 

この 2 年コロナで増強もできませんでした

が、増強活動をしていなかった訳ではありま

せん。山崎さん、久野さん、海老沼さんという

色男三人を従えて 5 軒くらい訪問いたしまし

た。一度の訪間で即 OK がでることは中々な

いので、再度先日お伺いしたところを訪問す

る予定でおります。 

本日皆様にご協力いただいて、候補者のリ

ストアップしていただきましたが、それをも

とに何が何でも本年度に 5 名の純増を考えて

おります。 

会員の皆様も常に増強を頭においてお声か

けをして頂かなければ増強はできません。余

程親しい間柄でしたら一人でも訪問できます

が、なかなか一人でお宅を訪問することは難

しいと思いますので、その時はどなたかと一

緒にお宅訪問すればよろしいと思います。 

★第 2820 地区 6 月現在の報告 

My Rotary登録率 平均55.6% 古河東87.0% 地

区日標 65% 

会員数 地区 1,912 人 古河東 54 人 

うち女性会員 地区 155 人 古河東 16 人 

★戦略計画の立案 地区セミナー 

クラブの目標が地区日標とロータリー戦略

計画の目標に沿ったものになるようにする戦

略計画の立案とは「こういうクラブになりた

い」というビジョンを描き、その実現に向けて

目標を立てるプロセスです。 

・戦略計画を立案する際の考慮点 

クラブの元リーダー・現リーダー・次期リー

ダーなどを含むプロジェクトチームを結成し、

計画の立案と実行を監督する。 

会議では、かたよりなく物事を考えること

が出来る人が進行を担当する。幅広い見解を

取り入れるため、できるだけ多様な会員が立

案に参加する 

・現在クラブが直面している課題 

１.会員の高齢化 ２.会員の減少 ３.会員候

補者不在 ４.例会出席率の低下 ５.コロナ禍

による例会・委員会活動の簡略化 ６.ネット対

応の不十分さ ７.公共イメージ・認知度の低さ、

などです。 

クラブに魅力がなければ入会をお勧めでき

ないし、会員の退会者が増えてしまいます。健

康で活気あるクラブ造りをしなければなりま

せん。会長・幹事はもとより、SAA・プログラ

ム委員・親睦委員・社会奉仕委員・職業奉仕委

員が一体となって、楽しい有意義な例会の運

営をしなければならないと思います。その点、

古河東は満点に近いのではないでしょうか？

ですから、この素晴らしいクラブに大勢の方

をお誘いしましょう。 

会員増強は全員の責務 

会員増強チャレンジ宣言 シェカール・メータ 

Each one Bring one 
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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 2018 回 

8 月 24 日（火） 
全員出席 Zoom 

会員卓話「ロ－タリ－モ－メント」 

石川 久 会員／井上 学 会員 

第 2019 回 

8 月 31 日（火） 
－ 休会 第 5 週につき休会 

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 

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 

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 
 

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 

 

 

 

今後の予定  

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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