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本日の予定  

 

会員卓話 「IM を終えて」 

須永 恵子 会長 ／ 田口 精二 幹事 ／ 齊藤 忠 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 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルスが

感染拡大している中で、茨

城県も昨日は 318 人でし

た。オミクロンの感染力は

従来の５倍とされていま

す。身近な所ではいくつか

の小学校や総合病院など

に発生している状況にあります。 

地区行事延期等の事を鑑み、２月に予定し

ていました「夜の例会」新年会を中止せざるを

得ない事となり、とても残念です。 

このような状況にありますので例会後臨時

理事会を開催いたしますので、理事役員の方

はお残りください。 

1 月は「職業奉仕月間」です。私共の職業奉

仕についてお話をさせて頂きます。創立は昭

和 41 年 6 月先代の主人の父が始めた職業で

す。建物の清掃であり、俗に言う「そうじや」

です。今年で 56 年になります。この年月の中

には仕事の内容（業種）も変化をしてきました。

現在はグリストラップ清掃や詰まり除去の排

水管洗浄・産業廃棄物収集運搬等の業種も増

えました。 

お客様の要望に応えながら常に「おかげさ

まで」「ありがとうございます」という感謝の

思いを心がけて過ごしてきました。 

我がクラブには幹事田口会員のように今年

100 年を迎え次の目標を目指している方、100

年以上続いている老舗と言われる小倉会員の

ような方もたくさんいらっしゃいます。また、

これから 50 年 100 年と目指している方々も

いらっしゃると思います。共通していえます

ことは「四つのテスト」（1932 年ロータリアン

のハーバート J テイラーにより考案されたも

の）、また、近江商人の「三方よし」の精神で

あると思います。四つのテストはロータリー

の倫理、哲学とも言われています。 

お客様をはじめ、社員、家族、全ての人に、

全ての物に対して感謝の気持ちを「おかげさ

まで」「ありがとう」そんな共通の思いを持っ

ている経営者でありたいと感じております。 

 

 2021-22 年度会長  須永  恵子  会長の時間  

2022．2．8 

第 2042 回例会 
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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 ♬我らの生業、古河東ロータリークラブソング 

開会前食事         感染症対策のため発声なし（ハミングあり） 
 
 
 
 

古河で第九合唱団  酒井  邦子  様  

本日は、協賛金の件で、お願いに参りました。 

お手元にパンフレットを回覧させていただ

いております。文化協会の主催で、古河で初め

ての「第九」の公演を３月 27 日㈰に予定いた

しております。 

三市町合併記念事業といたしまして、2019

年から練習を重ねて参りました。ご覧になっ

た方もいらっしゃるかと思いますが、2019 年

４月 27 日に発会式を行いまして、その際に合

唱団へのお誘いをいたしましたところ、147 名

の方が応募くださり、大変驚きました。 

このところのコロナの影響もあり、2020 年

の２月までは、練習ができたのですが、その後

はお休みとなりまして、やっと昨年の秋ごろ

から、練習を再開いたしております。 

現在約 80 名にて練

習を行っております。 

文化協会で予算建て

して運営いたしており

ますが、アマチュアの

オーケストラをお呼び

して、ソリスト４名、指揮者へのお支払い、会

場費や練習の費用などございまして、予算内

では、収まり切れない状態であります。会場へ

の入場者数も半分へと制限が必要であり、チ

ケットの売り上げ収入も半減いたしてしまい

ます。こうした厳しい状況でありますので、

「古河で第九」成功させようにご賛同いただ

き、ご協賛くださいますよう、お願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回例会報告（第 2039 回）2022 年 1 月 18 日 

お客様の紹介  
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米山学友会  王  端贇（オウ  ズイイン）さん  

筑波大学の王 端贇です。今回は、米山学友会会員として、お邪魔いたしま

した。新年にあたり、今年やりたいことをお話しようと思います。 
今年は、とても忙しい年になりますが、研究も就職もこれから頑張らなけれ

ばいけません。皆様の応援をいただきながら、頑張りたいと思います。今日も
おいしいご飯をいただいて、皆様とお会いできてよかったです。ありがとうご
ざいました。 

 

 

親睦活動委員会  福田  優子  委員長  

2 月 11 日（金・祝）お琴を聞いて懇談会を企画いたしましたが、コロナ禍、昨
今の状況を鑑みまして、中止とさせていただきました。よろしくご理解をお

願いいたします。 
 

青少年奉仕委員会  三田  圭子  委員長  

先週の例会時に、古河地区ローターアクト例会のご案内をいたしましたが、
オミクロン株拡大のため、中止とさせていただきます。改めてご案内いたし
ますので、その際はよろしくご参加お願いいたします。 
 

プログラム委員会  武澤  郁夫  委員長  

１月・２月のプログラムに変更がありましたので、今後の例会についてご
連絡申し上げます。 
１月 25 日㈫ 休会 
２月 １日㈫ ⇒６日㈰ IM 会長・幹事・発表者のみ会場参加、 

その他の会員はライブ配信 
２月 ８日㈫ グル－プ分けで参加ＡＢグル－プの予定です。 

コロナの状況によっては Zoom または休会 
２月 15 日㈫ ⇒11 日（金・祝）夜の例会は休会 
２月 22 日㈫ ＢＣグル－プの予定です 

状況が変わり次第、その都度ご連絡しますのでよろしくお願いいたします。 
 

出席状況報告  山腰  すい  出席委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

第 2039 回例会（1/18） 第 2037 回例会（1/4）前々回 

名誉会員を除く会員数 55 名 

休 会 
出席計算に用いた会員数 39 名 

出席またはMake Up 会員数 26 名 

出席率 66.67％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

第 2040 回例会（1/25） 第 2038 回例会（1/11）前々回 

休 会 

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 

出席またはMake Up 会員数 30 名 

出席率 93.75％ 

 

 

 

 お客様の紹介  

（IM は中止となりました。） 
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お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

本日は、「新年の抱負」リレースピーチ、よろしくお願

いいたします。 

新型コロナ感染状況が拡大する中、身近なところでは、

小学校にも出てきているようです。 

心配です。何らかの対応を必要に感じています。  

山崎 清司 PDG ささやかなお年玉。100 本に３本当たるというお年玉付き年賀はがきが 13

本当たりました。昨年は 10 本。だんだん賀状数も少なくなり今年は 230 枚。

しかしあたり数は上昇。 

今年もロータリー魂を上昇させるために抱負を述べます。 

板橋 孝司 皆さんこんにちは、今日は２階の倉庫掃除に夢中になり、遅れてしまいまし

た。申し訳ありません。 

本日のリレースピーチ、楽しみです。 

大橋 みち子 ガバナー月信 1 月号 2 頁に鈴木職業奉仕総括委員長のロータリアンとして

の良いお話が載っております。是非、お目通ししていただきたいと思いま

す。私自身、大変参考になりました。 

小倉 郁雄 新年明けましておめでとうございます。 

今年の成人式は、晴天のうちに無事終わりまして、今、ほっとしています。 

古河東ロータリークラブの益々の発展と会員の皆様のご多幸と健康をご祈

念申し上げます。 

高橋 采子 会員リレースピーチ、楽しみです。 

本日は 3 月 27 日㈰に開催されます古河市文化協会 10 周年記念事業「古河

で第九」の企画委員長酒井様がお見えです。よろしくお願いします。 

福富 好一 今日、本当に風が強く、飛ばされそうです。 

昨日は、福島へ出張しましたが、あたり一面雪に覆われていました。 

山腰 すい 「新年の抱負」リレースピーチ、皆さん頑張ってください。 

酒井邦子様、“第九”の PR よろしくお願いいたします。 

石川 久 杉岡 榮治 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。 

「新年の抱負」卓話リレー、よろしくお願いします。 
柿沼 利明 武澤 郁夫 松本 幸子 

小森谷 久美 福田 優子 三田 圭子 
 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

18 名  ￥39,000 ￥918,500 \1,600,000 57.41% 

 

 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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報告事項  

1. １月 25 日㈫の例会は休会です。 

2. ２月６日㈰ IM 開催方法の変更 

会場参加者：須永恵子会長、田口精二幹事、齊藤忠社会奉仕委員長 

他の会員：ライブ配信（YouTube）での参加、懇親会は中止 

3. ２月１日㈫は 6 日㈰に振替のため、例会はありません。 

4. ２月 11 日（金・祝）の夜の例会は中止となりました。２月 15 日㈫は休会です。 

5. 先ほどご挨拶をいただいた「古河で第九」パンフレットを回覧いたしております。 

6. 柿沼会員より提供の中学生の「税についての作文」入選作品を回覧いたしております。 

7. 下期分会費未納の方は、幹事宛お持ちいただくか振込にてお願いいたします。 

8. 本日の例会後、臨時理事会を開催いたします。理事役員の方はご出席願います。 

 

 

 

山崎  清司  パストガバナー  

ロータリー年度は 7 月 1 日から始まり翌 6

月 30 日までの 1 年です。しかし私は 7 月 1 日

がスタートとは思っていません。被選理事会

が終われば年度のスタートです。各委員長は

自分の年度に何をやるかその時から考えなけ

ればいけません。前委員長からの引き継ぎを

待っているのではなく、引き継ぎはなくても

過去の現況報告書を見れば、先輩委員長が行

った報告が見られます。それを参考にその事

業を継承するかリメイクするかまたは新しい

プログラムを作るかを５月一杯ぐらいまでに

考えていく必要があります。 

私は今情報委員会に属しています。情報委

員会の役目のひとつに「会員にあらゆるレベ

ルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情

報を提供すること」と記されています。私は情

報委員の立場から須永・田口年度の半年前か

ら会長・幹事はもちろん関係委員長に情報の

提供、資料の提供、人脈の提供を行いました。

奉仕事業の提案につきましては、提案したと

いうだけではなく、委員長と一緒に奉仕の現

場に出向き、積極的に協力してまいりました。 

おかげさまで 7 月に入ってからすぐ三田圭

子・青少年奉仕委員長が「ダメ。ゼッタイ」違

法薬物乱用防止啓蒙活動を「ヤング街頭・キャ

ンペーン」として古河市立総和南中学校へ出

向いてやっていただきまし

た。また 7 月 22 日には松本

幸子国際奉仕委員長がこの

指とまれに「Xmas drop」の

プレゼンをダイヤモンドホ

ールで発表していただきました。7 月 30 日に

は齊藤忠・社会奉仕委員長が「大賀ハス看板&

園内案内看板」の贈呈式を行っていただきま

した。そして 9 月・10 月には井上学・職業奉

仕委員長が中学生の職場体験支援を、古河第

一高等学校における「道徳ゲストティチャー」

プログラムを仕上げていただきました。また

グローバル補助金を利用したタイ・チェンマ

イ県メーワーン病院に高度医療機器の贈呈が

10 月に決まりました。贈呈式が１月 21 日行

われます。これらはすべてすばやく準備にと

りかかった成果だと思います。 

その模様は Facebook で世界に発信しまし

た。新井ガバナー月信のロータリー情報館に

は半年で５つの奉仕事業が掲載されています

が、そのうち４つが当クラブの事業です。また

古河ケーブルテレビの放映や茨城新聞の掲載

等「ロータリーの公共イメージの向上」にも努

めてまいりました。会員の皆様には毎週の例

会風景を 15 分のダイジェスト版に編集し、毎

週 30 人以上の会員が閲覧しています。

幹事報告  田口  精二  幹事  

「新年の抱負」 会員卓話  

（IM は中止となりました。） 
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山崎  清司  パストガバナー  

須永恵子会長のスローガンは「温故知新そ

の先に」です。これは過去、現在、未来を見据

えたスローガンで私はすばらしいと評価して

おります。温故知新とは、以前あったことをよ

く学び、よく調べ、そこから得られた知見を活

かして新たな知識を創造するということです。

「温故」のリソースとして私は、入会時の池

田・坂田年度の会報から現在に至るまでの会

報を 30 年分保管しています。これはクラブの

歴史書であり、タイムカプセルです。今まで池

田・坂田年度会報 450 号から現在小倉・福富

年度会報 707 号までの５年分を皆様のメール

に送信しましたがあと２年かかります。送信

済み５年間の会報を読みますと欠席時の

make upは前後１週間が２週間になったこと、

卓話時の途中退席の戒め、とりあえず第一例

会は禁煙、青少年の歴史教室の支援等が記さ

れています。しかし年度会長の第一声は必ず

「増強」です。増強の大切さ、重要性、意義、

お願いを声高に叫んでいます。ということで

ぜひパスト会長には、増強に関心を持ちクラ

ブの活性化に寄与していただければと思いま

す。このように「温故」の部分は私が情報を提

供し「知新」は各委員長が立派に成就していた

だき素晴らしい事業を前半で終了できたと思

います。「その先は」は将来・未来を指します。

クラブでいいますと小森谷・白戸年度、武澤・

福田年度です。小森谷久美・次期会長が中心と

なって「その先に」にある戦略計画を作成し、

その内容は須永・田口年度の現況報告書に記

載されています。私の後半の使命は、須永・田

口年度を支援しながらも「その先に」ある小森

谷・白戸年度の協力が大きな責務であると考

えております。それには各委員長への情報提

供、資料提供、勉強等が急務と真剣に思うとこ

ろです。小森谷・白戸年度は創立 40 周年記念

式典を行う大事な年度です。松井実・実行委員

長に皆様と協力しながらこれを成功させる所

存です。また当クラブは６年連続で RI 会長賞

を受賞し地区内１と評されています。RI 会長

賞はクラブの総合力が評価される賞です。ぜ

ひこれもクラブ活性化、奉仕事業の証として

挑戦のお手伝いをしていくつもりです。７月

からは小森谷久美愛、クラブ愛で貢献したい

と思います。 

今回は高橋采子会長が必死になって増強に

歩いています。彼女は膝に水が溜まり、その水

を抜きながら歩いております。私もそれに見

かねまして一緒に車を運転し彼女と共に歩い

ております。車から降りた時または一緒に目

的の事業所にお伺いするときは彼女が転ばな

いようにすぐに側に付き添いまして転んでも

すぐキャッチできるような体制で接近してお

ります。人によっては怪しい関係と見られる

かもしれませんけどこれが彼女に対する私の

愛です。彼女のクラブ愛は最高なものです。

 

小森谷  久美  会長エレクト  

１月８日に第１回被選理事会を開催しまし

た。和やかな会となりました。もう次年度の準

備が始まっています。次年度の予定としては、 

9 月 18 日㈰ 海岸清掃（予備日 9 月 25 日） 

10 月 25 日㈫ ガバナー公式訪問 

10 月 30 日㈰ 地区大会 

日程未定 古河東 RC40 周年記念式典 

となっています。 

次年度委員長をお願いする時期となりまし

た。私が近づいても逃げないで、

委員長をお願いしたらご承諾いた

だきますようお願いいたします。

「新年の抱負」 会員卓話  
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地区クラブサポート委員長  柿沼  利明  会員  

皆様、改めましてこんにちは。本年もよろし

くお願い申し上げます。久野 SAA からのご指

名により新年の抱負を述べさせていただきま

す。新年早々の大当たりを久野さんより引当

て頂きまして感謝申し上げます。たぶん現在

私が地区委員である事から何か話でもあるだ

ろうという事でのご指名であると察しており

ます。という事で、新年の抱負という事ですが、

地区委員として各クラブへ伺った際の印象を

話したいと思います。 

先ずは、とにかく各クラブはそれぞれ色々

なものを異にします。例会の順序も違います。

ある所はロータリーソングが最後でした。事

業所創立記念日、社員の事業所勤続表彰や当

クラブにも以前あった結婚記念日など誕生祝

以外のお祝いもありました。 

その中で１クラブだけ紹介したいと思いま

す。先週は、日立ロータリークラブさんに伺い

ました。当地区で水戸 RC に次ぐ 69 年の歴史

と伝統のあるクラブですが、地域柄、日立市と

いう事で比較的大きな会社が多く、その会社

の幹部候補生たちがクラブ会員となり転勤の

都度、交替会員として入退会を繰返している

様です。しかし 10 年間で減少はしておらずト

ータルで 10 名の増加です｡地区では 10 年以

上のベテラン会員の退会者が目立つ中でその

交代会員の増減だけでそれ以外増強している

訳です。イトーヨーカドーの撤退など地域柄

大変な激動の折ですが実質的に増加していま

す。次に私が訪問した際は今年の最初の例会

という事で上半期の皆出席の発表がありまし

た。実に 74名中 37名が 100％

皆出席でした。ベテラン会員

ばかりでなく若手も入り混じ

っておりました。清水清、藤

居彰一 PDG も当然入っておりました。やはり

山崎清司 PDG も話されておりました通り、ロ

－タリ－の感動は現場にありました。その他

多くの事を学んだ他のクラブへの訪問となっ

ております。 

という訳で、地区委員であるからこそ経験

したわけでありますが、私は貴重な体験をし

たので、コロナ禍とは言え、ロータリーを知っ

てもらう為にも「メイキャップ制度」を充実さ

せたい考えが浮かび上がりました。私の会長

年度にも実施いたしましたが、復活とまでは

お願いできませんが、当クラブと比べて、他の

クラブの良い所、悪い所（失礼）がわかる上に、

更に自クラブの良い点、見直し点がわかりま

す。必ず知り合いが広まります。何か（クラブ

奉仕、奉仕プロジェクト、また人生の修業の場

として）のヒントに必ずなると思います。（そ

して奉仕の心を学ぶ場である例会を充実させ、

やがては更なる奉仕（外への奉仕＝奉仕プロ

ジェクト）を目指して頂ければ幸いです。月信

1 月号 P4P5 参照）。豊田佐吉の言葉を借りれ

ば、「障子を開けてみよ 外は広いぞ 」でしょ

うか。どうか後半の須永年度、次の小森谷年度

に一考願います。新年の抱負にはなりません

でしたが、本年も何卒よろしくお願い申し上

げます。

 

 

 

 

 

「新年の抱負」 会員卓話  



8 

 

 
 

 

齊藤  愛  会員  

今年の年始は、約２年ぶりに夫婦で互いの

実家を訪れました。コロナ禍のさなか、それぞ

れの周囲に様々な変化があって、２年という

時間の長さを実感するとともに、今ある人と

のつながりを大切にしたいという思いも新た

にしました。 

コロナと執務環境の変化が重なって、ここ

１年ほどは，ロータリーとも距離が出来てし

まっていたかもしれません。しかしそのよう

な中でも、学校での出前卓話を担当する機会

をいただくなどして、奉仕とのつながりを保

つことができました。 

仕事では、自分一人でその場その場の決断

をしなければならないことが増えました。私

はそれに膨大なエネルギーを

使ってしまうようで、休日は寝

込んでしまうこともしばしば

ですが、多くの会員の皆様のよ

うに、会社・事業を経営する人々は、大きなプ

レッシャーに耐えながら、そうした日々の「決

断」を繰り返しているのだということを、実感

をもって受け止めている最中です。 

今年は、仕事でもロータリーでも、自分にで

きることは何かを常に考え、主体的に行動し

ていきたいと思います。 

オミクロン株急拡大の不安もあるところで

すが、今年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

鶴岡  学  会員  

「留学生の方はこちらです。」「いや、ロータ

リアンなのですが・・・」 

何度もこの瞬間がありました。米山カウン

セラーを２年半担当していた時のことです。 

 

３５歳の時に入会して現在３９歳、早４年

が経ちました。私はもともと海外からホーム

ステイの受け入れをしていた時に石川会員か

らお誘いを受け入会しました。今はコロナの

影響で受け入れが止まっています。この春か

らもスウェーデンから長期で留学生を受け入

れる予定ですが今の所はっきりしません。非

常に残念ですが、子供達３人と妻と、家族でな

んとか力を合わせて元気に過ごしています。 

私にとっての奉仕は何か。

それは ZOOM のサポートだ

と認識しています。古河東ロ

ータリークラブでのサポート

をきっかけに、古河市が主催

する ZOOM 導入講座の講師

を務めたり、高校での教職員に向けた ICT 研

修の講師を務めることにも繋がりました。ま

た NPO 法人ネットワークサポート親楽とい

う団体を立ち上げ副理事となりました。野木

町では野木町 ICT 地域活性プロジェクトとい

う団体を立ち上げ、補助金も活用しながら活

動しています。
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鶴岡  学  会員  

ZOOM を始めスマートフォンの便利な使

い方などを個別でサポートすることもあり、

多くの場合、受講生が私より人生経験が豊富

な方ばかりで、スマートフォンの操作サポー

トの合間に、その方の人生に触れることがで

きて大変学びが多い時間を過ごしています。 

 

新規事業として、スマートフォンにガラス

コーティングを施工することも始めました。

これまではフィルムを貼って落下時点の衝撃

に対して対策をするのが主流でしたが、これ

からは、より強く美しく、抗菌もでき電磁波も

低減できる利点がある、ガラスコーティング

剤を塗ることで、大切なスマートフォンを守

っていくお仕事を一つの武器にしていきます。 

 

古河東の強み、ロータリークラブの強みを、

３０代の視点からも自分事として明確に認識

し、会員増強にも貢献したいと思います。地域

で大活躍されているリーダーの皆様と知り合

いになることで、人間的に成長させて頂いて

おります。「入ってよかったなぁ」というロー

タリーモーメントを「待つ」のではなく、「掴

む」気概で皆様から学ばせて頂こうと思いま

す。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

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 

3/5 ㈯・6 ㈰ ローターアクト地区大会 

3/12 ㈯・13 ㈰ RYLA 

4/10 ㈰ 第４分区利根川クリーン作戦 

4/14 ㈭ 地区大会記念ゴルフ 

4/24 ㈰ 地区研修協議会 

5/7 ㈯・8 ㈰ 地区大会 

 

 

 

 

 

 

「新年の抱負」 会員卓話  

今後の予定  



10 

 

 
 

 

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 2043 回 

２月 15 日 ㈫ 

➡ 11日 （金・祝） 

希望者全員 お食事処「静」 

建国記念の日 

琴の演奏会 18 時 

休会です。 

第 2044 回 

２月 22 日 ㈫ 
B・C 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：ホテル山水 

 
 

固定メンバー 10 名 Aグループ 12 名 Bグループ 12 Cグループ 12 名 

会長 須永 恵子 秋庭 寛子 桑原 正信 板橋 孝司 

幹事 田口 精二 井上 学 岡村 裕太 齊藤 愛 

パストガバナー 山崎 清司 猪瀬 一也 小山 幸子 鶴岡 学 

会長エレクト 小森谷 久美 植木 静子 齊藤 忠 福江 眞隆 

会計 白戸 里美 江口 紀久江 坂田 信夫 福富 好一 

スマイル 大橋 みち子 海老沼 堯 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 大谷 祥寛 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）] 

 


