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職業奉仕月間        
  

本日の予定  
会員卓話 「新年の抱負」リレースピーチ 

♪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 
 
 
 
 

明けましておめでと
うございます。本年もど
うぞよろしくお願い申
し上げます。 
本日入会されました

大谷祥寛さんご入会お
めでとうございます。こ
うして皆様と一緒に新
年を、そして年の初めの

例会で大谷さんの入会式ができましたこと、
大変うれしく思います。大谷さんは、青年会議
所等においても活躍された方です。我がクラ
ブにおきましてもロータリーを学びご活躍さ
れますようお願い申し上げます。 
次に前回の会長の時間に紹介いたしました

平和センターについてお話させていただきま
す。ロータリー平和センターは世界で 8 か所
に存在します。 
１．新しく造られたアフリカのウガンダ、カン

パラのマケレレ大学 

２．国際基督教大学（日本） 
３．ノースカロライナ大学（アメリカ） 
４．クイーンズランド大学（オーストラリア） 
５．ブラッドフォード大学（イギリス） 
６．ウプサラ大学（スウェーデン） 
７．チュラロンコン大学（タイ） 
８．デューク大学（アメリカ） 
ロータリー平和センターは効果的な平和の

推進者となる 1,300 人の平和フェローを育成
し、ロータリー財団は持続可能な意義あるプ
ロジェクトを通じ、人々の生活をより良くす
るために行動する人たちを支えています。（ロ
ータリー財団より） 

1 月 5 日は小寒、寒の入りでした。その翌日
には大雪となり銀世界となりました。みすず
さんの詩を見つけました。紹介させていただ
きます。「積もった雪 上の雪 さむかろな 
つめたい月がさしている 下の雪 重かろな 
何百人ものせていて 中の雪 さみしかろな 
空も地面（じべた）もみえないで みすず」 

 

 
  

SAA  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、バースデイソング 

開会前食事         感染症対策のため発声なし（ハミングあり）

 2021-22 年度会長  須永  恵子  会長の時間  

2022．1．18 

第 2039 回例会 

 前回例会報告（第 2038 回）2022 年 1 月 11 日 
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入会式  新入会員  大谷  祥寛（おおたに  よしのぶ）様  

古河東ロータリークラブの皆様、本年 1

月より入会させていただきました大谷祥

寛と申します。名前はなかなか一回で読ま

れないのですが「よしのぶ」といいます。

社会保険労務士事務所を経営しておりま

す。これからロータリークラブでの自分の

役割を考えながら、少しでも理解に努めて

早く組織の一員となれますよう精進させていただきます。若輩者では

ございますが、皆様からたくさんのことを教えていただきながらお役

に立てるよう頑張っていく所存です。何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

月初めのお祝い  進行：板橋  孝司  親睦活動副委員長  

［1 月生まれの方］ 

須永 恵子 会長、田口 精二 幹事 

齊藤 愛   会員、星野 龍肇 会員 

三田 圭子 会員、石川 久 会員 

杉岡 榮治 会員、福田 優子 会員 

白戸 里美 会員 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会  三田  圭子  委員長  

古河地区ローターアクトクラブ例会が 1 月 18 日(火)午後７時 30 分より古

河のお休み処「坂長」２階和室において開催されます。この日は、読書例会

といたしまして、ご参加いただけます方は、お勧めの本、現在読みかけの本

等をお持ちいただき、ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

 セレモニー  

高橋 采子 会員増強委員長 

大谷 祥寛 新会員の紹介 

 委員会報告  
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プログラム委員会  武澤  郁夫  委員長  

次週の例会から、希望者全員にご参加いただくこととなります。 

2 月の例会プログラム、後記のとおり、本日の理事会において承認されまし

たことを報告申し上げます。 
 

出席状況報告  山腰  すい  出席委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
須永・田口年度では、バースデイカードをお送りしておりますが、退会された白戸輝子さんに

お送りしましたら、年賀状にて「先日は、バースデイカードをありがとうございました。忘れず
にいてくださったこと嬉しさいっぱいです。」との便りをいただきました。 

 

 

 

お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

あけましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願いいたします。 
月初めのお祝いおめでとうございます。 
そして、大谷祥寛さん、ご入会おめでとうございます。 
本日は、二重、三重のお祝い事、うれしいです。そして「新
年の抱負」田口幹事と共に卓話させていただきます。  

山崎 清司 PDG 国際ロータリー理事会は、国際協議会参加者の健康と安全を最優先するた
めに 2022 年の国際協議会は、バーチャル形式で開催することを決定しまし
た。国際協議会とは世界中の地区ガバナー・工レクトが 7 月 1 日の就任に
向けて準備するための会合です。 
この協議会に参加することで次期ガバナーとしての地位が確定します。 
大谷さん入会おめでとうございます。 

大橋 みち子 あけましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願いいたします。 
1 月誕生日の方、おめでとうございます。 
大谷祥寛さん、ご入会おめでとうございます。 
笑顔が一番、笑顔の絶えない 1 年になりますように…。 

久野 茂 明けましておめでとうございます。 
須永・田口年度の後半もよろしくお願いいたします。 
「もったいない！」を実現できますよう、ご協力の程、お願いします。「SAA」 

小森谷 久美 本年もよろしくお願いいたします。 
大谷さん入会おめでとうございます。 
次年度も、被選理事会を開催し、スタートを切りました。 

佐藤 孝子 新年あけましておめでとうございます。 
大谷さん、入会おめでとうございます。 
昨年の例会で、残されたお弁当をいただいて帰りました。 
その分、スマイルに入れさせていただきます。 

 

 委員会報告  

第 2038 回例会（1/11） 第 2036 回例会（12/28）前々回 

名誉会員を除く会員数 55 名 名誉会員を除く会員数 55 名 

出席計算に用いた会員数 32 名 出席計算に用いた会員数 33 名 

出席またはMake Up 会員数 30 名 出席またはMake Up 会員数 22 名 

出席率 93.75％ 出席率 66.66％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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お 名 前 メッセージ 

杉岡 榮治 
福田 優子 
星野 龍肇 

新年あけましておめでとうございます。 
誕生祝いをありがとうございます。 
大谷さんよろしくお願いいたします。 

髙橋 采子 明けましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願いいたします。 
本日、長年の念願が叶い大谷さんが入会されます。 
皆様、よろしくお願いいたします。 

三田 圭子 大谷さん、入会おめでとうございます。 
「新年の抱負」須永会長・田口幹事、卓話よろしくお願いいたします。 
1 月生まれの皆様、おめでとうございます。 
今月、猿島 CC の月例会で、ベスグロ、準優勝いたしました！ 
でも、スコアは聞かないでくださいネ。 

石川 久 佐谷 道浩 松井 実 あけましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願いいたします。 
月初めのお祝いおめでとうございます。 
大谷祥寛さん、ご入会おめでとうございます。 
須永・田口年度の後半もよろしくお願いいたします。 

板橋 孝司 須田 純一 三田 浩市 
岡村 裕太 武澤 郁夫 森 敏夫 
桑原 正信 福江 眞隆 山腰 すい 
坂田 信夫 福富 好一  

 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

26 名  ￥65,000 ￥879,500 \1,600,000 54.97% 
 

 

 

第７回定例理事会承認事項報告  

1. 12 月の会計報告  

2. ２月のプログラムについて  

3. 新年会予算案の件（親睦委員会）  

4. 1 月 25 日クラブ協議会の進め方について  

5. 次次次年度会長の件  

6. 各委員会進捗状況について 

7. 今後の例会のあり方について 希望者全員出席 Zoom も行う件 

8. 古河市文化協会「ベートーベン第九」への協賛金依頼の件 古河中央 RC を参考に決定 

報告事項  

1. IM について 
２月６日（日）午後１時 30 分よりカナルハウスで開催予定の IM が以下のように変更に
なりました。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 
参加者を限定し開催／当日の現地参加対象者は会長・幹事、事業発表者／その他の会員向
けには You Tube にてライブ配信（アドレスは後日ご連絡）／懇親会は中止／ライブ配信
の内容は各クラブ宛てに DVD または USB にて後日配布し、古河 RC のホームページで
も視聴可能にする。 

2. クラブ細則変更についての確認が承認されました。 

3. １月８日被選理事会が行われました。 

4. １月 21 日（金）第４回第４分区会長・幹事会が開催されます。 

5. １月 22 日（土）社会奉仕 ロータリー財団セミナーがつくばホテル日航で開催されます。 

6. 石川パスト会長から干支あめ、板橋会員から年賀タオルをいただきました。 

 

幹事報告  田口  精二  幹事  

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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報告事項  

7. １月 18 日（火）の例会から希望者全員が参加出来ます。なお Zoom での参加も出来ます。 

8. 後期の会費まだの方は幹事が受付ますのでお願いいたします。 

 

 
昨年の上半期におきましては、

山崎 PDG はじめ皆様のご協力
により駆け足のように事業が行
われ、沢山の実績を残すことが
出来ました。心から感謝申し上
げます。7 月 6 日の創立記念日
に始まり、コロナ感染蔓延防止
対策が取られ Zoom 例会を２カ

月程おこないました。そのような中で昨年は秋庭
寛子さんの入会、そしてガバナー公式訪問の時に
「入会式」、次年度小森谷・白戸年度へのクラブ協
議会と進んで参りました。後半の半年間、各委員
会の残す事業がいくつかあります。 
1．衛星クラブについて 
海老沼議長さんが次年度に向けての対応策等を考
え行動してくださっていますので次年度への希望
が持てることとなりました。 
後半の活動については、現在オミクロン株の感染
拡大が強く懸念される所ではありますが、コロナ
対策をしっかりと行った上で「委員会」を開催し
て親睦を図りながら残す事業内容について、安心・
安全のもと「どのようにしたら出来るか」を含め
て委員長さんを中心に検討していただきたいと思
います。 
2．国際奉仕委員会 
「タイの子供たちの絵はがき展示」 
世界大会ヒューストン大会は、コロナ禍にありま
すので、残念ですが、参加されます方は個人的に
手続きをお願いいたします。 
3．社会奉仕委員会 
生涯生きがい教室（いきいき教室）SDGs（健康と
福祉）、里山保全 
４．青少年奉仕委員会 
卒園児の手形・足型のプレゼント 

５．職業奉仕委員会 
職業奉仕リレースピーチと渋沢栄一巡りツアー
（３月と４月以降に予定） 
６．情報委員会 
いちご会の開催（新入会員を含めた勉強会等） 
７．ホームページ 
公共イメージ向上のためのホームページの相互リ
ンク 
８．その他 
タスクフォース方式による「親と子の歴史教室」 
2 月 11 日には親睦委員会による新年会 
また、青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、社会奉
仕委員会、職業奉仕委員会等合同でできるような
事業を各委員長さんにお願いしたいと思います。
是非、ロータリーは行動（実践）にありです。達成
感を実感していただきたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 
９．２月以降の行事について 
2 月 6 日第 4 分区 IM 
基調講演 新井和雄ガバナー「地球環境保全」 
クラブ発表は、社会奉仕委員長齊藤忠会員です。 
4 月 10 日第 4 分区利根川クリーン作戦 
5 月 7 日・8 日地区大会と続きます。 
今後の事業予定、行事については現在のオミクロ
ン株感染拡大の状況によって、変更がありますこ
とをご承知おきください。 
最後に会員増強についてですが、クラブ活性化

を図るための重要な課題であります。これまでに
増強委員長の高橋采子会員や皆様おかげで２名の
入会がありました。私も後半は会員増強に努めて
まいる所存でございますのでよろしくお願いいた
します。今後とも会員の皆様のご協力とご指導ご
鞭撻の程お願い申し上げまして新年の抱負とさせ
ていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

後期はより会長の意向に沿っ
て行動をして行こうと思ってい
ます。 

先日本を読んでいましたら面
白いことが書いてありました。オ
キシトシンというホルモンがあ
るそうです。そのホルモンは一般
的に幸せホルモン愛情ホルモン

とも言われているそうで、五感が心地よいと感じ
る事、それと人と交流すること等によって出てく
るそうです。例えば、美しい景色、よい音楽、映画、
良い香りをかいだり、おいしいものを食べたり、

家族との会話、スキンシップ、仲間とお酒を飲ん
だり等だそうです。 

今コロナ禍でいろいろなことが大きく制約され
ストレスがたまりやすい環境になっています。こ
ういう時こそ皆さんで知恵を出し合い安心で安全
な方法を模索しながら仕事や生活をより楽しくす
る事を目指していくことが大切と思います。 

そしてロータリー活動も同様だと思います。幹
事の役目としてそのようなことを追求していこう
と思います。あと半年、一生懸命取り組んで参り
ますのでどうかご協力の程よろしくお願いいたし
ます。ありがとうございました。

「新年の抱負」須永  恵子  会長  会員卓話  

「新年の抱負」田口  精二  幹事  会員卓話  

幹事報告  田口  精二  幹事  
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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 2040 回 

１月 25 日（火） 
全員 古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会 

会員満足度アンケートについて 

お弁当担当：お食事処 静 

第 2041 回 

２月１日（火） 

➡ ６日（日） 

現地参加 

会長・幹事・事業発表者 

You Tube ライブ配信 

その他の会員 

ザ・カナルヒルズ 
第４分区 IM 

午後１時 30 分～ 

第 2042 回 

２月８日（火） 
希望者全員 古河商工会議所 3Ｆ 

第８回理事会 例会場 午前 11 時～ 

会員卓話「IM を終えて」 

入会 5 年未満の会員 

お弁当担当：ホテル山水 

第 2043 回 

２月 15 日（火） 

➡ 11 日（金） 

希望者全員 お食事処「静」 
建国記念の日 

琴の演奏会 午後６時～ 

第 2044 回 

２月 22 日（火） 
希望者全員 古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 職業奉仕リレースピーチ 

１人 5 分以内１週 5 人 

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 

1/22 ㈯ 財団・社会奉仕合同セミナー 4/10 ㈰ 第４分区利根川クリーン作戦 

2/6 ㈰ 第４分区 IM 4/14 ㈭ 地区大会記念ゴルフ 

3/5 ㈯・6 ㈰ ロータアクト地区大会 4/24 ㈰ 地区研修協議会 

3/12 ㈯・13 ㈰ RYLA 5/7 ㈯・8 ㈰ 地区大会 

3/20 ㈰ 地区チーム研修セミナー   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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）] 

 


