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母子の健康月間      
  

本日の予定  
第４分区 IM 記念事業「利根川河川清掃」 

登録開始 午前 ９：３０ ／ 開会セレモニー 午前  ９：５０ 

清掃開始 午前１０：００ ／ 終了解散       午前１１：３０ 
 
 
 

 
４月になり新年度が始ま

りました。我がクラブでも佐

谷先生が霞が関での職業奉

仕が終わり、古河の地に戻り、

次期幹事として加わってい

ただきました。 

また、４月 1 日から改正民

法が施行され、20 歳だった成人年齢が 18 歳

に引き下げられました。親の同意なしに携帯

電話やクレジットカード等の契約ができるよ

うになります。そして、酒気帯び運転の対応と

して、酒気帯びの有無の確認及び記録の保存

が義務化されました。対象は、乗車定員 11 人

以上の自動車１台以上、または、白ナンバーの

自動車５台以上を使用している企業です。ち

なみに、ロータリーでもロータリアンの義務

があります。皆様よくご存知の三大義務 １.会

費納入 ２.例会出席 ３.雑誌の購読（ロータリ

ーの友）、その他に４.RI 定款・細則並びに RC

定款・細則を遵守すること ５.新入会員を推薦

すること ６.委員会活動やロータリープログ

ラムに参加すること、などがあります。新型コ

ロナ感染が始まって３年になります。このよ

うな環境の中で、最近では「With コロナ」と

いう考えも出てきています。十二分な感染防

止対策を取りながら、またせっかく覚えた

Zoom も併用し、例会をおこなっていますので、

ぜひ例会にご出席をお願いいたします。 

「胸につけているロータリーバッジについて」 

国際ロータリー定款 13 条に、クラブ会員は

ロータリアンとして、認められ、RI の徽章バ

ッジまたはそのたの徽章を着用する権利を与

えられるものとする。とあります。また、1993-

94 年度の RI 会長のボブ・バーズ氏はロータ

リーバッジが示すものとして１.私を信頼する

ことができます。２.私は頼りになります。３.

私は信用に値します。４.私は受けるよりも多

くを与えます。５.私はいつでもお手伝いをし

ます。をあげております。私は何気なく胸につ

けているバッジの重さを強く感じますととも

に、考え、反省をすることとなりました。 

 

「クラブ細則変更について」 

例会終了後、臨時クラブ協議会を開催いた

しました。クラブ細則変更について（2021 年

12 月 7 日配布）次の３点について協議いたし

ました。 

１.クラブ細則内の表現で「広報」を「公共

イメージ」に変更する。２.友好クラブは現在

存在しないため削除する。３.委員会編成表は

「広報委員会」を「公共イメージ委員会」に変

更する。 

協議の結果、２.は削除しないこととなりま

した。１.と３.は出席者全員の賛成を得、変更

する事となりました。よって、次年度の現況報

告書より施行となります。

 2021-22 年度会長  須永  恵子  会長の時間  

2022．4．10 

第 2052 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 ♬ 君が代、奉仕の理想、バースデーソング 

開会前食事         感染症対策のため発声なし（ハミングあり） 

 

 
 

板橋  孝司  会員ご挨拶  

本日、メールボックスに私の栞を投函させていただきました。２年前、秋

の叙勲で旭日雙光章を受章いたしました。これは食品衛生協会で 50 数年お

世話になり、ロータリークラブで 40 年近くお世話になった奉仕の精神に則

り生きてきた賜物だと思います。発起人の食品衛生協会、山崎さん、森さん

には、色々とお世話になり、記念誌を完成できました。これからも業界のた

めに頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

感謝状拝受披露  

社会奉仕委員会事業として、古河公方公園に大賀ハスの説明用掲示板と案内板を寄付いたし

ましたことに対する感謝状を古河市からいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回例会報告（第 2050 回）2022 年４月５日 

 セレモニー  
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月初めのお祝い  進行：福田  優子  親睦活動委員長  

今月は 4 月 April、ギリシャ神話の女神アプロディーテー（Aphrodite）が

「4 月 April（エイプリル）」の語源だそうです。美の女神ですね、皆さんわ

かりますか。草木が芽吹き、花々が開くとても美しい春の季節ということで

す。 

［２月生まれの方］植木 静子 会員、森 敏夫 会員、小倉 郁雄 会員、齊藤 忠 会員 

［３月生まれの方］福富 好一 会員、板橋 孝司 会員、高橋 采子 会員 

［４月生まれの方］加藤 奨一 会員、古谷 弘之 会員、坂田 信夫 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小森谷  久美  会長エレクト  

１. 第２回被選理事会 

日時：４月 19 日（火）午前 11 時～ 

場所：古河商工会議所３Ｆ 

お弁当を用意します。次年度理事・役員の方はご出席をお願いします。 

 

２. 地区研修・協議会 

日時：４月 24 日（日） 登録 午前 10 時～ 

場所：ホテル日航つくば Zoom によるハイブリッド形式併用 

会場参加者（敬称略）： 諮問委員会 山崎 清司 

地 区 委 員 柿沼 利明、石川 久、井上 学 

次年度会長 小森谷 久美 

次年度幹事 佐谷 道浩 

Zoom参加者（敬称略）： 古谷 弘之、武澤 郁夫、齊藤 忠、岡村 裕太 

小林 好子、須田 純一、森 敏夫、久野 茂 

 

 

 委員会報告  

 セレモニー  
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職業奉仕委員会  井上  学  委員長  

「渋沢栄一ゆかりの地を巡るツアー」 

開 催 日：４月 21 日（木） 

集  合：午前８時 10 分 古河駅東口ロータリー 

出  発：午前８時 30 分 大型バス 

到  着：午後４時 10 分（予定） 

参加者数：23 名 

まだ、参加の受付を行っています。参加ご希望の方は井上までご連絡下さい。 

 

ゴルフ同好会  柿沼  利明  会長  

１. 第 138 回ゴルフ同好会コンペ開催 

４月３日（日）都賀ＣＣにてゴルフコンペが 15 名参加（内オブザーバ

ー１名）で行われました。コロナ禍により、今年初めての開催であり

ましたが、改めてゴルフを通じてスポ－ツをする事の楽しさ、体を動

かす事の大切さを感じつつ親睦深める事が出来ました。当日は曇りの

中のスタ－トとなり、午後には雨が降り出し、春寒の中のプレーとなりました。そんな

コンディションの中での優勝は、三田圭子会員でした。おめでとうございます。日頃の

成果が出た堅実プレーで NET70 の 2 アンダーの優勝でした。次回は梅雨入り前の 6 月

12 日（日）の予定です。衛星クラブの方々も含め、沢山のご参加をお待ちしております。

それでは以下に入賞者を掲げます。（敬称略） 

 氏名 グロス ハンデ ネット 

優 勝 三田 圭子 89 19 70 

準優勝 久 野  茂 87 15 72 

第３位 福富 好一 94 19 75 

ラッキ－7：杉岡 榮治 BG：久野 茂 BB：森敏 夫 

 

２. 地区大会記念ゴルフ大会のお知らせ 

４月 14 日（木）下館 CC にて新井年度の地区大会記念ゴルフ大会が開催されます。総勢

175 名で、当クラブからは６名の参加となります。 

結果報告はまた会報に掲載いたします。 

 

プログラム委員会   

武澤  郁夫  委員長  

５月の例会プログラムが

本日の理事会で、後記の

通り承認されました。 

 

 

 

 委員会報告  
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出席委員会  井上  学  委員  

本日は分散出席になっております。 
 

出席状況記録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

皆様の元気な声が聞けてとても安堵しております。や

はり例会場での例会はいいですね。残り３ヶ月となり

ましたが、このまま続けていきたいと考えております。 

３月 30 日㈬ 令和 3 年度古河市 市政功労者・寄附者表

彰式にクラブを代表して出席させていただきました。

社会奉仕委員会 齊藤忠委員長へお渡しさせていただ

きます。 

小倉 郁雄 桜満開の中で、久し振りに例会場で皆様の元気なお顔を拝見して何よりで

す。須永・田口年度も余すところ３ヶ月です。何とか例会場での例会が出来

ますように願っています。 

田口さん、武澤さん、卓話よろしくお願いします。 

三田 圭子 ロータリーモーメント田口会員、武澤会員、楽しみにしておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

３日のゴルフ同好会では、久野プロと競い合い、残念ながらベスグロは持っ

ていかれてしまいましたが、優勝と次回の幹事をいただきました。ありがと

うございます。次回も頑張ります！！ 

第 2050 回例会（4/5） 第 2048 回例会（3/22）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 55 名 

出席計算に用いた会員数 35 名 出席計算に用いた会員数 19 名 

出席またはMake Up 会員数 29 名 出席またはMake Up 会員数 19 名 

出席率 82.86％ 出席率 100％ 

 

第 2047 回例会（3/15） 

名誉会員を除く会員数 55 名 

出席計算に用いた会員数 19 名 

出席またはMake Up 会員数 19 名 

出席率 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

 スマイル  スマイル代理  小森谷  久美  会員  
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お 名 前 メッセージ 

福田 優子 今日から例会場。私は初めての会計と親睦のダブルヘッダーです。よろし

くお願いいたします。 

小森谷 久美 古河市 市政功労者・寄附者表彰で古河東 RC 表彰おめでとうございます。 

先日、公方公園の桃をみていたら大賀蓮の看板を一般の方たちが熱心に見

ていました。影響力ありますね。 

板橋 孝司 久し振りの会場にての例会です。楽しみにして居りました。田口会員、武

澤会員、ロータリーモーメント楽しみです。 

また、本日、メールボックスに令和２年 秋の叙勲「旭日双光章」拝受を記

念した小冊子を入れさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。 

久野 茂 久し振りの例会、皆様の笑顔がすばらしい！！ 

過日、ゴルフ同好会で惜しくも準優勝、でも楽しいゴルフでした。 

佐谷 道浩 １年ぶりの例会出席です。よろしくお願いいたします。 

松井 実 田口さん、武澤さん、卓話ありがとうございます。 

やっぱりライブ会場に限りますね。 

海老沼 堯 久々に例会場での出席です。皆様の元気な姿が見られてよかったです。 

田口様、武澤様、お願いします。 

武澤 郁夫 ロータリーモーメント、卓話やらせていただきます。 

坂田 信夫 誕生祝いありがとうございます。例会場での例会も久し振りです。 

石川 久 小林 好子 杉岡 榮治 久々の通常例会、やはり対面での例会はいいですね。 
田口精二幹事、武澤郁夫会員、ロータリーモーメント
よろしくお願いします。 
お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

岡村 裕太 齊藤 忠 高橋 采子 

柿沼 利明 佐藤 孝子 森 敏夫 
 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

22 名  ￥56,000 ￥974,500 \1,600,000 60.91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スマイル  
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第 10 回定例理事会承認事項報告  

1. ３月の会計報告  

2. ５月のプログラムについて  

3. 地区大会の件 別紙参照  

4. 白戸里美会員 追悼例会の件  

5. 各委員会進捗状況について  

6. 2022-23 年度小森谷・佐谷年度委員長等（案）について 

7. 地区研修協議会 ４/24 ㈰ 開催予算書（案）について 

8. 次年度岡村社会奉仕委員長より地区補助金申請について 

9. さよならパーティーについて 6/25 

10.  新入会員推薦書の件 

11.  次年度会長・幹事バッチの件 

報告事項  

４月 10 日 ㈰［19 日の移動例会］ 

第４分区の行事で境町河川敷清掃があります。詳細については資料がありますのでお持ちくだ

さい。 

４月 12 日 ㈫は、茨城県議会議員 森田悦男先生 (いばらき自民党)の卓話となります。 

こぞって参加ください。【都合により延期となりました】 

４月 19 日㈫は、10 日 ㈰の移動例会となります。お間違いのないようお願いいたします。 

４月 26 日㈫は、21 日 ㈭ 渋沢栄一ゆかりの地を巡るツアーの移動例会です 

ロータリーの友４月号、月信４月号が届いています。メールボックスに入っておりますので、

お持ち帰りください 

2020-2021 年度 地区大会記録がメールボックスに入っています。 

商工会議所からアクティブが、水戸西ロータリークラブ週報が届いておりますので回覧してい

ます。 

 

 

 

 

 

幹事報告  田口  精二  幹事  
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武澤  郁夫  会員  

2008 年 11 月 ホテル山水に於ける「ボジョ

レー・ヌーヴォーを楽しむ会」が、私とロータ

リーの初めて出会いでした。山水の高橋采子

さん、池田清さん、江口達司さんとの出会いで、

「弁当だけでも食べにおいで、飲み会も楽し

いよ」と誘われました。12 月になると板橋さ

んと山崎さんが我が接骨院に来て勧誘してく

ださり、１月になると佐谷先生から電話があ

りまして「やなぎやさんで説明会があるから

来てください。」とのことでした。その時オリ

エンテーションをしてくださったのが小森谷

久美さんのお父様でした。娘さんである久美

さんの後に会長職を引き継ぐのも何かの縁な

のでしょう。 

2009 年２月３日、久野さんとの初めての出

会いでした。常陽銀行の階段を心細い思いで

上っていた時、「新入会の武澤さんだね」と声

をかけていただきました。その日が入会式で、

初めは親睦委員会に所属してくれとの事でし

た。2009 年は６月までが山崎年度、７月から

松井年度でした。松井さんには悪い事をしま

した。財団委員長を断ってしまいました。当時

の自分としては平役でいいと思っていました

し、入会したてでなにもわからなかったから

です。その年は、山崎さんが 100%ポール・ハ

リス・フェロー・クラブキャンペーンで、埋蔵

金を分配していただ

き、僅かな寄付でポー

ル・ハリス・フェロー

にしてもらいました。

その後は毎年 100 ド

ル、10 年で 1,000 ドルに達しました。 

2010 年高橋年度は出席委員長、2011 年森年

度は初めて理事役員として国際奉仕委員長、

当時ガバナー補佐の小倉さんにはセクレタリ

ーにしてもらいました。 

その後、佐藤年度には佐藤先生にお願いし

て平役してもらいました。佐谷先生にもお願

いして平役にしてもらいました。柿沼年度で

は親睦活動委員長、江口達司年度では青少年

奉仕委員長、古谷年度では職業奉仕委員長、そ

の間に毎年の様に親睦活動委員会に在籍して

いたような気がします。歴代の会長さん、親睦

委員長さんが選んで下さっていたようです。

会計、幹事を敬遠してきたら、とうとう会長職

が回ってきました。その時は皆さんよろしく

お願いいたします。 

私のロータリー人生愚直の一念、昭和の人

間平成生き抜き令和キビシイかなと思いつつ、

我が人生悔いなし、私のロータリーモーメン

トを終わらせていただきます。ご清聴ありが

とうございました。 

「職業奉仕リレースピーチ」 会員卓話  

Web 参加
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田口  精二  会員  

皆さんこんにちロータリーモーメントとい

うことで今日はお話をさせていただきます。 

私は 75 歳になりました。いつの間にかお年

寄りの仲間入りをしてしまいました。そのよ

うな中でコロナがはじまってから約２年半が

経ちますが、その間に仲の良い生涯の友人が

四人亡くなりました。60 年以上の付き合いの

仲間です。大変ショックを受けました。コロナ

なので会いに行けませんでした。大変つらく

悲しいことでした。それをきっかけに自分の

人生を振り返ったり、また残された人生をど

のように生きたら良いか考えるようになりま

した。 

私は靴屋ですがこの業界に入ってちょうど

50 年が経ちます。商売は昨年で 100 年、今年

で 101 年目になります。私で三代目、息子が

四代目として 150 年企業を目指しています。 

30 年前に業態転換をしましたが業界に入っ

た頃、旧古河市は靴屋、履物屋が約 40 件あり

ました。そして現在残っている所は私の所し

かありません。その当時隆盛を誇った地域一

番店二番店は大型店の進出とともに同じ土俵

に乗り競走したため全部廃業に追い込まれま

した。 

私は小さな店だったためその当時ドイツ人

から学んでいたオーソペディシューマイスタ

ーの道へ大きく舵を切ることを決意しました。

ただ日本ではまだまだ海のものとものとも 

わからない仕事でしたのでドイツへ研修と現

地調査をしに行きました。ドイツでは当時

26,000 人に 1 件の割合で私のような靴屋があ

りました。 

日本に当てはめれば 1 億 2 千万の人口だっ

たら約 4,000 軒が必要だと思い方向転換をし

ました。始めたころは日本では誰も知らない

ような仕事でしたのでお客様はほとんどいま

せんでした。それまではシャッターを開ける

とお客様が来るのが当たり前のように思って

おりましたが決してそうではなかったと思い

知らされました。お客様がゼロの日が何日も

続くということは大変怖いことでした。 

ただこの道しかないと決意し始めたことで

したので後ろを向くことはありませんでした。

やっと10年ほど経った時頃から少しずつお客

様にわかってもらえるようになり、そしてお

客様がお客様を連れてきてくれたり、お客様

から靴屋さんと出会えて

よかった私より先に死な

ないでと言われた時には

頑張らなければと思った

ことを思い出されます。

また亡くなったお客様の

家族から「履きやすい靴でこれがないと歩け

ないから棺桶の中に入れました」など言われ

た時に喜んで下さる人のためにこの仕事は決

してやめられない、何があってもやり抜こう

と決意をしました。悩んでいる人のためにも

続けなければといつも励ましと勇気をもらい

ました。 

そして現在またコロナの中で方向転換を余

儀なくされています。現在ロータリーでも言

われていますが地球環境に優しいと言うテー

マを私も地方の小さな商売ですが大きなテー

マに向かって一歩ずつ向かっていくことが子

供や孫たちに見せられる生き方かと思ってい

ます。それが結果として平和への道につなが

ると信じられるようになりました。過去には

靴修理は補助的なものと考えていましたが現

在は使い切るということが大切と積極的にお

客様に勧めています。出来るだけ地球資源を

使わないような仕事にしていきたいと考えて

います。それがロータリーの精神にもそって

いるのではないかと今は思えるようになりま

した。 

10 年前に息子が店に入ってきました。その

時お父さんとお母さんが楽しそうにいつも仕

事をしている、だから僕もやりたいと言いま

した。その言葉を聞き店の仕事をやることを

許可しました。また今年から息子のお嫁さん

が入ってくることになりました。お嫁さんも

同じような事を言ってくれました。いつもわ

たし達が楽しそうにお客様と会話をしながら

仕事をさせて頂いていることが、そのような

結果になったと思うと、色々大変な事があり

ましたが全てが自分たちの為に良い事だった

のだと、そして無駄なことは何もないと思え

るようになりました。 

これからも生涯現役をめざし 150 年企業目

指していきたいと考えています。そして仕事

や人生を通して世界平和に貢献をしていきた

いと思っています。以上で終わりにさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

「職業奉仕リレースピーチ」 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 2051 回 
4 月 12 日（火） 

B・C 古河商工会議所 3Ｆ 
職業奉仕リレースピーチ 
お弁当担当：ホテル山水 

第 2052 回 
4 月 19 日（火） 
➡ 10 日（日） 

希望者全員 利根川河川敷 第 4 分区利根川クリ－ン作戦 

第 2053 回 
4 月 26 日（火） 
➡ 21 日（木） 

希望者全員 埼玉県深谷市 
渋沢栄一ゆかりの地「論語の里」めぐり 
担当：職業奉仕委員会 

第 2054 回 
5 月 3 日（火） 

－ － 憲法記念日 祝日休会 

第 2055 回 
5 月 10 日（火） 

全員 古河商工会議所 3Ｆ 

月初めのお祝い５月生まれの方 
会員卓話 
イニシエーションスピーチ 
秋庭 寛子 会員／大谷 祥寛 会員 
お弁当担当：喜楽飯店 

第 2056 回 
5 月 17 日（火） 
➡ ８日（日） 

全員 
つくば国際会議場 

大ホール 
地区大会 

第 2057 回 
5 月 31 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 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 
幹事エレクト 佐谷 道浩 江口 紀久江 坂田 信夫 福富 好一 
会計 福田 優子 海老沼 堯 佐藤 孝子 古谷 弘之 
スマイル 大橋 みち子 小倉 郁雄 杉岡 榮治 星野 龍肇 
親睦委員長 福田 優子 小林 好子 須田 純一 三田 浩市 
クラブ会報・IT 石川 久 柿沼 利明 高橋 采子 三田 圭子 
クラブ会報・IT 松井 実 加藤 奨一 武澤 郁夫 森 敏夫 
SAA 久野 茂 栗田 吾郎 大谷 祥寛 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 

4/14 ㈭ 地区大会記念ゴルフ 5/7 ㈯・8 ㈰ 地区大会 

4/24 ㈰ 地区研修・協議会   

 

 

 

 

 

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）] 

 


