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本日の予定  
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 

♪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 
 
 

 
 

今月はロータリー「米

山月間」についてご紹介

させていただきます。 

10 月は国際ロータリー

理事会が指定したロータ

リーの特別月間「地域社

会の経済発展月間」に加

え、日本独自の月間テー

マ「米山月間」となっております。なぜ 10 月

なのでしょうか。はじめは、1975 年 8 月、米

山梅吉翁が逝去した 4月 28日までの一週間を

「米山週間」とすることが決定されました。し

かし 1980 年度になると米山週間は 4 月から

10 月（1 日～7 日）へと変更されました。その

理由としてはいくつかありますが、その一つ

に、採用されたばかりの奨学生に卓話を依頼

することに無理があることなどから、現実的

な支障も考え、1983 年からは週間制度が「月

間」となり、10 月が「米山月間」として定着

し、今に至っております。 

1952 年東京ロータリークラブが奨学事業の

構想を立案し、1953 年「米山基金」の募集が

始まりました。翌 1954 年には、初めての奨学

生としてソムチャード・ラタナチャタ氏がタ

イから来日しました。 

その後、幾多の変遷ののち、1967 年「財団

法人ロータリー米山記念奨学会」が設立され

ました。同会は日本のロータリーが共同で運

営する民間最大の国際奨学団体です。 

その事業は日本で学ぶ外国人留学生に奨学

金を支給し、支援する国際奨学事業を行うこ

とです。将来「日本と世界とを結ぶ懸け橋」と

なって国際社会で活躍し、ロータリー運動の

良き理解者となる人材を育成することでもあ

ります。これはロータリーの使命であります

「平和と国際理解の推進」そのものです。 

また、米山奨学生に選抜されるためにはき

びしい試験、面接、審査があります。まず指定

校からの推薦が受験資格となります。茨城県

第 2820 地区の指定校は、筑波大学、茨城大学

等９校が指定されています。優秀な留学生を

選抜する基準として 

1. 学業に対する熱意や優秀性 

2. 異文化理解 

3. コミュニケーション能力への意欲や能力

に優れているか否かを審査します。2021 年度

当地区の奨学生は 35 名です。 

次回は米山記念奨学会の大きな特徴などに

ついてご紹介させていただきます。 
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福江  眞隆  副会場監督 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、バースデイソング 

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  端贇（オウ  ズイイン）さん  

みなさんこんにちは。

近況報告させていただ
きます。 
まず、研究について

ですが、私は、修士から
「トレーニングシェア」

の研究を行ってきまし
たが、これからは、研究

室の後輩たちとのチームワークで、新しいテ
ーマで研究を行いたいと思います。新しいテ
ーマは、眼鏡を活用した「インタラクション手
法」の提案になります。眼鏡をかけてらっしゃ
る人が多いので、インタラクション手法は、よ
く使われると思います。具体的には、眼鏡を触
ることでスマホのアプリの操作やコンピュー
タの操作をしているような感覚です。例えば、

スマホを使って、音楽を聴いているようなと
きに、眼鏡を触ることによって、音楽の停止や

開始の指示ができる。また、指をスライドさせ
ることにより、音量調節をしたり、することで
す。今までは、個人研究をしていることが多か

ったのですが、これからのチーム研究も非常

に楽しみにしております。 
眼鏡というと、昔から研究されてきており

ます。１番有名なのが、2012 年、グーグルが
発売した「グーグルグラス」ですが、結構使わ
れている方が少ないですね。その理由の一つ

は、複雑すぎて眼鏡以外への利用が伸びなか
った。値段も高い。私たちの研究は、「グーグ
ルグラス」の様な似ている手法を行いますが、
デバイスとしては、特別なメガネを作ること
ではなく、普段使われている眼鏡に装着する
ことで、使用できるものを考えています。着け
るデバイスとしては、加速度空間など、比較的
安い、軽い、物を使って接写の認識などを行い
ます。 
もう 10 月になりますから、筑波大学の夏休

みも終わり、これから、ティーチングアシスタ
ントとかいろいろなことがあり、忙しくなり

ます。皆様の支援がありますから、これからも
がんばれます。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回例会報告（第 2024 回）2021 年 10 月 5 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  板橋  孝司  親睦活動副委員長  

［ 9 月生まれの方］福江 眞隆 会員／栗田 吾郎 会員／王 瑞贇さん 

［10 月生まれの方］武澤郁夫会員／須田純一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会  井上  学  委員長  

古河第一高等学校ゲストティーチャーのご

協力ありがとうございました。 

緊急事態宣言が解除されないと開催できな

い中、５日ほど前の決定となり、事前準備が、

不十分で、皆様にはご迷惑をおかけしました。 

須永会長、撮影で山崎 PDG、講師で高橋さ

ん、柿沼さん、齊藤愛さん、翁長さん、井上と、

古河総合病院から福田看護師、須田さんの紹

介で、不動産業の村田さんの計７名で７クラ

スの生徒に講話をしてきました。 

全体的な印象は、1/3は

熱心に聞いており、1/3

は普通に聞いており、1/3

は寝ているような感じで

した。2/3 の生徒は聞い

ていたので、大成功かと思っております。また、

熱心に聞いている学生の目に触れ、純粋な気

持ちのエネルギーをチャージしたような感じ

で、大変貴重な体験をさせていただきました。 

 

プログラム委員会  武澤  郁夫  委員長  

本日の理事会で 11 月のプログラムが承認されました。 

 

 

 セレモニー  

 委員会報告  
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親睦活動委員会  福田  優子  委員長  

下記の通りマレットゴルフ大会を開催いたします。 

［日 時］令和 3 年 10 月 23 日（土曜日） 

［場 所］リバーフィールド古河（古河市立崎 510 ℡0280-22-5111） 

［服 装］スポーツができるラフな服装 

クラブのベスト・ジャンパー・帽子・運動靴・タオル 

［雨天の場合］小雨決行 

［雨天中止の場合］正午「やなぎや」集合 例会・食事 

［集 合 時 間］午前 9 時（参加される方） 

［競技開始時間］午前 9 時 30 分 

［親睦活動委員会集合］場所：マレットゴルフ競技場 時間：午前 8 時 45 分 

親睦活動委員会の皆さんは、要項をご確認ください。なお、競技に参加希望で、まだ申込され

てない方は、10 月 19 日の例会終了まで、お申し出ください。 

※そのあとは、準備の都合上、申込はご遠慮いただく場合がございます。会員の皆様には、ご協

力をよろしくお願いします。 

 

 

戦略委員会  小森谷  久美  委員長  

みなさまのお手元に「会員満足度調査」のアンケート用紙をお配りしま

した。例会中にご記入いただき、お帰りの際に小森谷までご提出いただき

ますようお願いいたします。 

 

 

社会奉仕委員会  齊藤  忠  委員長  

11 月 3 日(水)の海岸清掃の予定表ができました。配布いたしましたの

で、ご確認願います。 

また、再確認のため、出欠確認表を回覧いたしますので、T シャツの受

領とともに、必ずご記入願います。 

 

 

米山記念奨学会委員会  佐藤  孝子  委員長  

日頃は、米山記念奨学金にご協力いただき、ありがとうございます。 

10 月は、米山月間です。本年度も、皆様に地区目標でもある米山特別寄

付 2 万円のご協力をお願いしたく、10 月の第一例会（5 日）から集金を

始めさせていただきます。 

なお、例会への分散出席等の関係で、銀行送金による方法も是非ご利用ください。 

ご送金いただける場合の振込先口座は、下記のとおりです。 

常陽銀行 古河支店 店番 012 普通預金 

口座番号 1761764 

口座名義 古河東ロータリー財団 米山奨学会 代表 久野茂 

※振込手数料につきましては、誠に恐縮ですが、各自でご負担お願いいたします。 

 委員会報告  
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将棋愛好会  三田  浩市  会長  

第２回将棋大会を 11 月 6 日(土)午後 5 時から 8 時まで終了厳守にて、

喜楽飯店にて開催いたします。 

なお、終了後、表彰式を行いますので、会員さんはもとより、多くの皆

さんの参加をお待ちいたします。 

将棋は、逆転のゲームと言われています。スリルと楽しい大会にしたい

と思いますのでよろしくご参加をお願いいたします。 
 

 

会員増強委員会  福富  好一委員  

10 月 2 日(土) 会員増強委員会が開催され、須永会長、田口幹事、高橋

委員長、委員会メンバーが参加いたしました。 

近々１名の推薦をさせていただきます。体験例会にもお出でになる予

定です。 

11 月 16 日のガバナー公式訪問に入会式がおこなえれば最高です。 

 

 

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 

皆さまこんにちは。  

米山奨学生オウズイインさんようこそいらっしゃいま

した。 

コロナ対策緊急事態宣言、蔓延防止対策の解除を受け、

皆さまの元気なお顔を拝見いたしまして、うれしく思い

ます。これからもコロナ対策を十分に行い、委員会活動

等ぜひ行っていただきたいと思います。 

本日のロータリーモーメントよろしくお願いします。 

 

 

 

 委員会報告  

第 2024 回例会（10/5） 第 2022 回例会（9/21）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 33 名 出席計算に用いた会員数 34 名 

出席またはMake Up 会員数 30 名 出席またはMake Up 会員数 34 名 

出席率 93.75％ 出席率 100％ 

 

 

 

 
 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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お 名 前 メッセージ 

山崎 清司 PDG 大高滋様、大橋みち子様、卓話楽しみです。 

また、誕生月の皆さま、おめでとうございます。 

石川 久 リアル例会は、やっぱり良いですね。 

板橋 孝司 久しぶりの例会、待ちに待っていました。 

やはり、人は人と会うことがうれしいですね。 

特に、ロータリーのメンバーとは、その限りです。 

健康で会えることが有難いですね！ 

大高 滋 ２カ月ぶりの例会、新鮮です！ 

本日、大橋さんとともに卓話させていただきます。 

よろしくお願いします。 

大橋 みち子 当社、森田建設工業株式会社では、土木工事で、知事表彰と、知事特別表彰

（若手女性技術者活躍賞）と２つの知事賞をいただきました。 

嬉しい限りです。これも、社員の努力のたまものです。社員に感謝です。 

また、これらの賞は、これから先、仕事の励みになることと思います。 

岡村 裕太 お世話になります。 

10 月誕生日の方、おめでとうございます。 

王さん、ようこそいらっしゃいました。 

皆様に久しぶりにお会いできて、気持ちも秋晴れです。 

小森谷 久美 

白戸 里美 

久しぶりの例会場ですね。 

10 月生まれの方、おめでとうございます。 

王さんようこそ。 

大高さん、大橋さん、卓話楽しみです。 

佐藤 孝子 2020-2021 年世界１位のロータリー賞受賞お目立とうございます。 

昨日は、古河一高ゲストティーチャーで、翁長優妃がお世話になりました。 

福江 眞隆 今日は、SAA です。皆さまよろしくお願いします。 

桑原 正信 福田 優子 三田 浩市 大高さん、大橋さん、卓話楽しみにしています。 

お誕生日おめでとうございます。 

王さんようこそおいで下さいました。 

齊藤 忠 星野 龍肇 森 敏夫 

杉岡 榮治 松井 実 山腰 すい 

武澤郁夫 三田 圭子  

 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

23 名  ￥56,000 ￥377,000 \1,600,000 23.56% 

 

 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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第４回定例理事会承認事項報告  

1. 9 月の会計報告  

2. 11 月のプログラムについて  

3. ガバナー公式訪問予算について  

4. マレットゴルフについて 

5. 石川・岡村年度会計決算書 須永・田口年度予算書について 

6. 現況報告書作成部数及び予算について（70 部作成） 

7. 茨城の海岸清掃について 

8. 各委員会進捗状況について 

9. クラブ会員満足度アンケートについて 

10. 入会者推薦の件 

ロータアクト入会者の件 

新井和雄ガバナー記念誌「奉仕の 30 年」原稿の件 

指名委員会の設置の件 

報告事項  

1. 食事券（クーポン券）について 12 日（火）例会時から配布する。 

2. 検温・手消毒器を設置しましたのでご協力下さい。 

3. ロータリーの友、月信、ロータリーへのお誘い（小冊子）が届いていますのでお持ち帰り

下さい。 

 

 

 

 

入会してはや 8 年が過ぎました。 

いろいろ思い出のある中、昨年度スマイル、今年度広報委員会と副委員

長に恵まれ順調に役目を果たすことができました。 

皆さんも今後お役が回ってきた場合はぜひ受けて戴きたいと存じま

す。ありがとうございます。 

 

 

 

 

幹事報告  田口  精二  幹事  

「ロータリーモーメント」  大高  滋  会員  会員卓話  
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私の好きな言葉の一
つに「出逢い」や「一
期一会」などがありま
す。 

出逢いと言えば古河
東 RC の方と初めてお
逢いしたのが、10 年前
の東日本大震災の時で

した。福島の原発が爆発し、被災した方達が
「とねミドリ館」に 70 人～80 人位避難してお
りました。中には着の身着のままエプロン姿
の人も数多くいらっしゃいました。 

当時、私達「くらしの会」も食事のお世話を
させていただいておりました。ある日、今思え
ば山崎清司ガバナー、高橋采子会長、海老沼堯
幹事のお三方がお見えになり、「何か困った事
はありませんか。」と声を掛けていただきまし
た。当時食事はすべて各会が各自調達してお
りましたので、その旨をお話ししたところ、山
崎ガバナーの事ですからすぐに手配をしてい
ただき、皆さんどんなに助かった事か。本当に
感謝いたしました。（まさにロータリーの奉仕
の理念ですね。）改めてお礼申し上げます。 

その時が初めて古河東 RC の方との出会い
でした。この様な出逢いがなければ皆さまと
お会いしても、ただ行きずりの人でしかなか
ったかと思います。後にご緑があり古河東 RC

にお世話になることとなり、現在に至ってお
ります。例会の一期一会を大切に頑張ってお
ります。一つの出逢いはまた一つの出逢いを
生むと言われていますが、その通りですね。 

話が変わりますが、少し委員会の話をさせ
ていただきます。委員会では初めて社会奉仕
委員長を仰せつかり、首都圏外郭放水路と越
谷市にある能楽堂の見学でした。首都圏外郭
放水路は、13 年の歳月をかけて最先端の土木
技術を結集して建設された最大級の調圧水槽
は、まさに地下神殿さながらの圧巻の施設で
した。（最近気候変動の影響もあり、毎年洪水
被害が起きています。渋谷駅の地下にも豪雨
時に浸水を一時的に貯めることができる、巨
大貯水施設が完成。）能楽堂では、各自白足袋
に履き替えてえて能薬堂を見学しました。能
楽堂は日本文化の伝統を備え、屋外能舞台と
素晴らしい日本庭園の調和は人の心を癒して
くれました。 

また、国際奉仕委員会のペリリュー島の子
供達に学用品とスポーツ用品を贈呈する事業
に初めて参加させていただきました。学用品
前の子供達のうれしそうな顔と目の輝きは今
でも目に浮かびます。 

パラオ諸島の海は、大小の島々が沢山ある

為、波はさざ波、絵の具を流したような静かな
きれいな海、色とりどりの魚が泳ぎ、静かなこ
のペリリュー島の地でオレンジビーチと言わ
れるような日本軍と米軍の激戦が繰り広げら
れたとはとても信じられないほどでしたが、
島の至る所には今も尚戦争の傷跡が残ってお
りました。茨城県から歩兵２連隊が行ってい
ます。茨城の優秀な人が多く亡くなっている
といわれています。 

神社の前には、前回訪れた方が植えたプル
メリアの木が大きくなっておりました。 

最後に戦没者の慰霊碑にお花とお線香を手
向け、ご冥福を祈り、「ふるさと」を歌いまし
た。 

遠く離れた異国の地でどんなにかふるさと
や親や子、兄弟を思っていたかと思うと涙が
止まりませんでした。私自身今でも「ふるさと」
を歌うと胸いっぱいになってしまいます。本
当に戦争は良い事は一つもありませんね。 

国際大会に初めて参加し、記念すべき講演
や余興に触れ貴重な機会を得る事が出来まし
た。豪華客船の旅、なにもかも目新しく、ナイ
ヤガラの滝、グランドキャニオン等などアメ
リカの大自然の中で感動、感動です。まさに
「百聞は一見にしかず」を実感。 

障害者とその家族との支援交流や被災され
た楢葉町の方達との出違いそして家族愛、人
としての思いやり、いたわりなどの大切さを
しみじみと感じました。そして今年のパラリ
ンピックを観てその思いは更に深まり、又素
晴らしい人間模様を見せて頂きました。そし
て楢葉町の人達と山川邸での再会、人と人の
つながりを持つ事がいかに大切であることを
切実に感じました。 

出席委員会でも分散出席、Zoom でといろい
ろ対応してまいりましたが、緊急事態宣言も
解除され、通常例会に戻り、緊急事態宣言で出
来なかった行事も再開され出来るのではない
かと期待しています。また新井ガパナー公式
訪問の時は、お揃いのネクタイとスカーフで
お迎えし、古河東 RC の心意気を見て頂きまし
ょう。 

出席率アップとスマイルの投函を期待して
います。よかんべまつりでの絵手紙展、里山環
境保全、学校への出前講座等などの行事の思
いは数限りなくあります。それらに参加し、奉
仕出来ることに喜びを感じております。それ
には健康でなければなりません。１に健康、２
に健康ですね。人生は片道切符です。四つのテ
ストを胸に今、出来る事を大事に取り組んで
行こうと思っております。（SDGs の取り組み
と同じですね。）

 

「ロータリーモーメント」 大橋  みち子  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」 
 

古河地区ローターアクトクラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

10 月 19 日（火） 
19：30 点鐘 

古河 坂長 石蔵 「新入会員親睦会 」 例会 

 

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 

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 
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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 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 

第 2028 回 
11 月 2 日（火） 
→ 3 日（水） 

希望者全員 大洗サンビーチ海岸 

茨城海岸美化プロジェクト 

集合 午前 6 時 45 分 古河商工会議所 

出発 午前 7 時発 

第 2029 回 
11 月 9 日（火） 

全員 古河商工会議所 3Ｆ 

第５回理事会 例会場 午前 11 時～ 

クラブ協議会 

ガバナー公式訪問に備えて 

AG 野村利夫様 来訪 

お弁当担当：ホテル山水 

第 2030 回 
11 月 16 日（火） 

全員 ホテル山水 新井和雄ガバナー公式訪問 

第 2031 回 
11 月 23 日（火） 

― ― 勤労感謝の日 休会 

第 2032 回 
11 月 30 日（火） 

― ― 第５週につき休会 

 

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 
 

 

 

 

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）] 

 

今後の予定  


