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本日の予定  
月初めのお祝い 10 月生まれの方 

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 

♪ ロータリーソング ♪ 君が代、奉仕の理想、バースデイソング 
 
 

 
 

はじめにご報告させて

いただきます。佐藤孝子

パスト会長が女性として

名誉ある賞であります、

全国商工会議所女性会連

合会に於いて「エクセレ

ント賞」を受賞されまし

た。おめでとうございま

す。2002 年に創設された「女性起業家大賞」

で第一回目に「スタートアップ部門特別賞」を

受賞され、それから 20 年間に亘り、事業継続・

成長させ現在に於いてもご活躍されている方

に贈られる 20 周年を記念して新設された「エ

クセレント賞」でございます。佐藤孝子先生は、

女性会をはじめ和装の業界

やロータリー活動等に於き

ましても女性のリーダーと

してご活躍され魅力ある素

晴らしい女性でいらっしゃ

います。我がクラブそして

「すみれ会」の誇りでもござ

います。 

本日はシカゴ・ロータリークラブソングの

歴史についてご紹介させていただきます。ロ

ータリーの 115 年を越える歴史において、「歌

を歌うこと」を始めた人物は、1905 年にロー

タリーが創立した時に創始者ポール・ハリス

ら最初の会員 4 人に次いで、5 番目に入会した

ハリー・ラグルスでした。ロータリークラブが

シカゴで誕生しましたが決して順調な航海で

は無く、最初は「親睦と相互扶助」が主たる目

的でありましたが「奉仕の理念」が誕生するま

でに５年ほどかかりました。その間は非常に

激しい「闘争の場」であったようです。 

1907 年、ロータリー誕生後 2 年目にポール・

ハリスがシカゴ・ロータリークラブ第 3 代目

の会長になった頃、些細な意見の相違が次第

に大きくなり、シカゴクラブ内が割れ、出席率

も低下するという事態が起こりました。親睦

派と奉仕派との間に意見が対立し、時の親睦

委員長の医師ウィリアム・ネフは「このままで

はクラブは崩壊する。君が毎週立ち上がり、楽

しく歌ってこの危機を救ってくれ」と印刷屋

のハリー・ラグルスに懇願しました。ラグルス

は当時流行っていた歌を何曲か音頭を取って

歌ってから、クラブの団欒は甦り、これが何年

も続いたことが、例会での合唱となり、ロータ

リーの伝統となりました。ロータリーのモッ

トー（標語）には二つの奉仕理念があります。

その一つはシェルドンが提唱した「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」の職業奉仕

の理念であり、もう一つは「超我の奉仕」で表

現される人道的奉仕の理念だと言うことがで

きます。ここで、ロータリーの目的が「親睦」

はもちろんですが、現在新型コロナウイルス

感染症による社会情勢が変化している中で

「相互扶助」の重要性を再認識したところで

ございます。
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第 2024 回例会 

 会長の時間  2021-22 年度会長  須永  恵子  
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Zoom 限定例会  

司会進行  司会代理  点鐘  Zoom＆オーディオ担当  

 

 

 

 

 

 

 

  

小森谷  久美  会員  田口 精二 幹事 須永  恵子  会長  鶴岡  学  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 前回例会報告（第 2022 回）2021 年 9 月 21 日 
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ロータリー情報委員会  山崎  清司  委員  

私は今、過去の 25 年分の会報を読んでいま

す。会長の所信表明には必ず増強の数値目標、

増強の重要性、増強の大切さを説いています。

そして１年を振り返っては「皆様のご協力」に

感謝し御礼を述べています。その感謝とお礼

の気持ちは、会員増強でお返しするのが一番

です。 

増強はロータリーにとって永遠・不滅のテ

ーマです。退会防止や質の向上も大事かと思

います。しかし退会防止では会員増強には繋

がらない消極的増強です。また質の向上とい

うお方もいますが、だれを基準に何を基準に

するのかも不透明です。ロータリーだけは格

差のない平等な社会です。ロータリーは DEI

声明を出し、多様性を重んじるよう訴えてい

ます。沢山の会員が入り、切磋琢磨して勉強す

れば、おのずから質の向上に繋がります。これ

こそがロータリーの人生の道場なのです。 

ではなぜ増強が必要なのでしょうか。クラ

ブは会員の集合体です。会員減少はクラブの

パワー、エンジンの出力が低下しやがてエン

ストします。これが続きますと廃車になりま

す。ここ２年間増強ゼロです。増強の傍観はや

がて泥船クラブになり、やがてクラブも私た

ちの身分も消滅します。９月７日第 2020 回例

会での柿沼さんの卓

話が 5,300 文字にわた

り長文で会報に掲載

されています。そこに

は「会員増強は、まず、会長と会員増強委員長

さんが断固たる決意をもって実行していただ

くと伴に、クラブ全員の責務として臨んで頂

くよう切にお願い申し上げます」とあります。

全くこの通りです。すでに今年度も退会希望

者が隠れています。 

今までは「コロナ」を前面に出し「増強隠し」

が出来ましたが、10 月からはこの手が使いづ

らくなります。ガバナー公式訪問までに一人

でもいいですから増強の展望がないと将来が

ありません。まさに増強緊急事態宣言でも発

出してこの事態を乗り切りましょう。一生懸

命やって成果がない場合は仕方ありませんが、

行動せず座していては一歩も進みません。私

は誰とでも同行します。または私一人でも参

りますのでご紹介をお願いいたします。とに

かく行動することで須永会長を助けましょう。

それが「その先に」ある小森谷会長エレクト、

武澤会長ノミニーに人的財産として継承でき

るのです。 

 

 

国際奉仕委員会  松本  幸子  委員長  

9 月 12 日「茨城県海岸美化プロジェクト」

茨城では延期になりましたが、そのあと催さ

れる予定でした「世界をつなぐセレモニー」は、

日本全国の海岸、世界の海岸で、当日実施され

ましたので、私と須永会長、山崎清司 PDG の

3 人で、水戸大洗ホテルに行ってまいりました。 

8 月 14 日、下館の新井ガバナー事務所に伺

いまして、お客様３人のエードの依頼があり、

山崎清司 PDG は、辰野克彦 RI 理事、世界に

19 名の理事がおり、日本では、ただ一人の理

事だそうです。辰野克彦 RI 理事は山崎清司

PDG と同期のガバナーで、年齢も同じという

ことです、須永会長が、日本ガバナー会会長三

浦眞一第 2750 地区ガバナー、私は、桑澤一郎

第 2600 地区ガバナー、この方は、今回のグロ

ーバルフォトコンテスト

の実行委員長といった割

り当てで、エードを担当さ

せていただきました。当

日、ホテルに於いて、世界

中の人からの実況報告等

いろいろなことを、目の当たりにして感動い

たしました。このような素晴らしい機会に立

ち会えて、うれしく思いました。ちなみに、司

会進行は、白戸里美地区委員で素晴らしい進

行でした。 

茨城海岸は、日程をずらし、開催されますが、

多くの皆様にご参加くださいますようお願い

いたします。 

 委員会報告  
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出席状況報告  山腰  すい  出席委員長  

緊急事態宣言による Zoom 限定例会という状況を鑑み、出席率 100％といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル  大橋  みち子  委員長  

Zoom 限定例会のため、スマイルはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち回り理事会承認事項報告  

1. クーポン券（食事券）の発行について  

2. 10 月からは商工会議所にて分散例会を開催します。（Zoom 併用）  

報告事項  

1. 地区などのセミナーや会合に出席の場合、委員会報告する。 

2. 米山特別寄付金募集が 10 月から始まりますのでご協力をお願いします。 

3. 9 月 16 日 坂田会員のお見舞いに須永会長・田口幹事で行って参りました。 

 

 委員会報告  

第 2021 回例会（9/14） 第 2019 回例会（8/31）前々回 

海岸清掃延期の為、休会 第 5 週につき休会 

 

 第 2022 回例会（9/21） 第 2020 回例会（9/7）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 33 名 

出席またはMake Up 会員数 34 名 出席またはMake Up 会員数 33 名 

出席率 100 ％ 出席率 100 ％ 

 

 

 

 

幹事報告  田口  精二  幹事  
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私は入会 14 年にな

ります。たしか福富会

長の年度だったと思

います。その１年前の

６月頃、異様な風貌の

方達、数名がおみえに

なり入会を勧められました。当時、父の介護も

忙しく、神社の仕事の都合や地元のライオン

ズの方からも入会を勧められていましたので、

１年後に状況が許せば入会を検討しますと答

えました。普通、１年後の話となれば、当然無

いものと考えますが、浅はかでした。再び見え

た時には入会申し込み用紙が用意して有り、

流れるような入会でした。 

 

入会３年目、やっと皆様の名前と顔を覚え

た頃、当時の山崎会長から呼出しがあり「今回

クラブソングを作るので協力を願いたい。」と

の話が出ました。もちろん協力は承諾しまし

たが、当然どなたかが作詞をなさると思いま

した。ところが話の様子がおかしい！と気付

いた時は、時遅し、自分１人で作らなければな

らないとの事…。これは困った。 

その数年前、関係者と神社の社歌を作った

事を思い出し、腹を括りました。幸いその時、

昔、音楽関係に関わった方がおりまして社歌

が出来ました。 

十数年経って、思い起こせば、作るにあたり

次の事を考えたと思います。 

「場所」日本、茨城の西、関東平野ドマンナカ 

「歴史」万葉歌、古河公方 

「現在」友、絆、会員、女性、若い 

「未来」夢、明るい、希望、理想 

「基本」奉仕、社会、理念 

字数は５、７を基本で１番２番は同数。長文は

避ける。対比語を使用する。 

これらを加味し、あまり時間をかける事な

く作りました。その後、山崎会長から一部変更

を依頼されまして、今の文言になりました。作

曲は皆様ご存じの「ボニージャックス」の西脇

久夫さんでしたが、残念なことに先般お亡く

なりになられたとの事、残念です。当時、西脇

さんへのお礼は、御慶事２本だったそうです。

それでも快く作詞して頂いたそうです。今な

ら小山会員と協力してもっと良くできますよ。

きっと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロータリーモーメント」  海老沼  堯  会員  会員卓話  
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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 2025 回 
10 月 12 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」 

岡村 裕太 会員／小林 好子 会員 

お弁当担当：喜楽飯店 

第 2026 回 
10 月 19 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」 

久野 茂 会員／桑原 正信 会員 

お弁当担当：お食事処 静 

第 2027 回 
10 月 26 日（火） 
→ 23 日（土） 

希望者全員 
リバーフィールド古河 

マレットゴルフ場 
移動例会 マレットゴルフ大会 

 

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 
 

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 

11 月 3 日(水) 
海岸清掃 茨城海岸美化プロジェクト 

午前 9 時 30 分受付 午前 10 時開会 予備日 14 日（日） 

11 月 16 日（火） ガバナ－公式訪問 

12 月 11 日（土） 国際奉仕セミナー 

1 月 15 日（土） 職業奉仕研究会 

2 月 6 日（日） 第４分区 IM 

 

 

 

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）] 

 


