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母子の健康月間      
  

本日の予定  
渋沢栄一ゆかりの地「論語の里」めぐり 埼玉県深谷市周辺 

担当：職業奉仕委員会 
 
 
 

 

本日はニコニコボックス

についてお話させていただ

きます。歴史は意外と古く、

日本では 1936 年（昭和 11 年）

から始まったと言われとい

われています。大阪 RC が例

会での早退や遅刻、ロータリーバッジ非着用

などに対する「ペナルティボックス」が始まり

です。会員・家族・事業所などの慶びやお祝い

事をニコニコしながら披露し、喜びを分かち

合うことから「ニコニコボックス」に変わりま

した。元々は米国から始まり、シカゴクラブは、

創立当初、1905 年の第３回例会から、欠席者

に 50 セントの罰金を課す「ファインボックス

（罰金ボックス）」を設けたそうです。1908 年

には、クラブからの連絡に返信しなかった会

員や相手を愛称ではなく敬称で呼んだ場合な

どにも罰金を課した様です。その後、ポール・

ハリスが会員のプライドを汚す様な罰金だけ

でなく、会員の祝い事や記念すべき事があっ

た場合にも適用することを提唱し、例会場に

ボックスが置かれる様になったという事です。 

ニコニコボックスは、ロータリー特有なも

のであり、最も端的にロータリーを表してい

ます。それは、このニコニコボックスが例会を

賑わせ、親睦を増進し、そのお金が社会奉仕資

金になる。すなわち「親睦から奉仕へ」のロー

タリーの本質を具現しているからです。（ロー

タリーの会費は運営費であって奉仕のお金は

含まれていません。）結婚記念日・結婚・誕生・

新築・入学などの決まった事以外にも話題に

されても悔しくないものなら何でもニコニコ

ボックスになります。ご夫婦円満の姿を見か

けたとか、孫が初笑いしたとか、会社の決算が

良かったとか、余興で拍手が多かったとか、い

くらでもあります。いい意味でのスッパ抜き

をして会場を沸かせるからニコニコボックス

であります（ロータリー入門より）。スマイル

ボックスとも言いますが、スマイルボックス

への寄付は「第２の奉仕」とも呼ばれています。

寄付された浄財は、スマイルボックス特別会

計として処理され、会費などの一般会計とは

区別しています。そして奉仕以外には原則と

して使用されません。須永・田口年度は、コロ

ナ感染拡大防止対策や蔓延防止対策などによ

り Zoom 例会や休会を止む無くいたしました

が、そのような状況にあっても皆様のご協力

により、目標の 60％を超えたところです。次

の奉仕活動のために、80％の 130 万円を目指

したいと思います。残すところ数えるほどの

回数になりましたが、ご協力よろしくお願い

いたします。スマイルボックスに寄付された

浄財は、決して無駄にはなりません。社会奉仕

事業・海外への国際奉仕事業・青少年育成事

業・職業奉仕事業などを通して、地域社会・海

外の人たちへの支援に役立つとともに「公共 
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イメージと認知度向上」にも繋がります。また、

参加実践する事で、自分へのロータリアンと

しての感動が得られます。「最もよく奉仕する

者 最も多く報いられる」に繋がって行くと信

じています。 

終わりに５月７日、８日の地区大会につい

てガバナー月信４月号にガナーメッセージ

「祭」をテーマに 5 つの祭りが行われます。

１.“地球環境保全グローバルプロジェクト”や

“国連と協働した防災教育”など、世界規模で実

施した奉仕活動の成功を祝う「奉仕の祭」２.

会員同士の交流を深める「親睦の祭」３.RI 会

長代理を迎えての「歓迎の祭」４.ロータリー

に関する感銘深い講演を聞き未来を語り合う

「躍進の祭」５.クラブや会員の貢献を称える

「顕彰の祭」です。よろしくお願いいたします。 
 
 

 

 

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 ♬ それでこそロータリー、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） 

 

 

㈱MUSUBI 代表  増田  恵美  様（旅行業）  

 

 

 
 

委嘱状伝達  

石川  久  会員に委嘱  小森谷  久美  会員に委嘱  

〇2022-2023 地区国際奉仕委員会  
WCS・グローバル補助金担当  
国際交流奨学金担当  
ロータリー学友委員  

〇2022-2023 地区 RLI 委員  
〇米山奨学生世話クラブ  

 

 

 

 

 

 

 

 前回例会報告（第 2051 回）2022 年４月 12 日 

セレモニー  

 お客様の紹介  
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会長エレクト研修セミナー報告  小森谷  久美  会長エレクト  

 

ウクライナ支援の経過報告 

第 2820 地区のホームページからご覧ください。 

（You Tube）https://www.youtube.com/watch?v=BcLSeh7aRaQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会  齊藤  忠  委員長  

里山保全事業の「苗木の寄贈と植樹」の日程が決まりました。 

５月 10 日（火）例会終了後、午後２時 30 分から行います。 

このような時期でありますので、できるだけ小人数で行いたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 委員会報告  
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出席委員会  山腰  すい  委員長  

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 

10 日の IM 記念事業「利根川河川清掃」参加ご協

力ありがとうございました。 

菜の花が一面黄色できれいでした。 

本日は、急なプログラム変更の中、星野会員、山

腰会員、卓話を引き受けていただきまして、あり

がとうございます。よろしくお願いいたします。 

山崎 清司 PDG ウクライナでの戦争により深刻化する人道的危機への対応として、ロータ

リー財団は、地区が実施している救援活動資金の正式な窓口として「災害救

援基金」を指定しました。 

地区では地区財団活動資金（DDF）を「災害救援基金」に充て、人道的補

助金を支援することができます。 

古河東ロータリークラブはウクライナ支援金として 54,000円を寄付しまし

た。少しでもこの寄付が現地で有効利用していただければありがたいこと

です。ロータリーの最終目的は平和です。 

板橋 孝司 ここ数日暑い日が続きます。 

先日の利根川清掃活動、参加された皆さん、ご苦労様でした。 

また、昼食会には、ありがとうございました。 

境町の土手、満開の菜の花が目に優しく映ります。 

大橋 みち子 満開の桜も今では葉桜になりつつあり、日々の速さを感じますね。 

今日は、久し振りに皆様にお会いすることができ何よりも嬉しく思います。 

星野会員、山腰会員、卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

第 2051 回例会（4/12） 第 2049 回例会（3/29）前々回 

名誉会員を除く会員数 54 名 

第５週につき休会 
出席計算に用いた会員数 31 名 

出席またはMake Up 会員数 25 名 

出席率 80.65％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

 スマイル  大橋  みち子  スマイル委員長  
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お 名 前 メッセージ 

久野 茂 ４月 10 日利根川クリーン作戦、当クラブの参加者は少なかったが、晴天に

恵まれ、「大正解」でした。 

やなぎやに於ける昼食も少なめ、でも、楽しい一日でした。 

星野さん、山腰さん、卓話、久しぶりですね。楽しみです！！ 

小森谷 久美 急に暑くなりましたね。 

４月９日、10 日と PETS で研修して参りました。 

本日、報告させて頂きます。 

高橋 采子 職業奉仕リレー卓話、星野様、山腰様卓話よろしくお願いします。 

入会予定者の増田さんが、体験例会に出席してくださっています。よろしく

お願いします。 

武澤 郁夫 小森谷さん、PETS ご苦労様 

星野さん、山腰さん、卓話ありがとうございます。 

福江 眞隆 久しぶりの例会場 

直接会うことの意義を感じております。 

平穏な日常が早く訪れますように！ 

星野龍肇 

山腰すい 

本日は、森田先生のピンチヒッターで、卓話させて頂きます。 

石川 久 齊藤 忠 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。 

職業奉仕リレー卓話、星野様、山腰様、卓話よろしくお

願いします。 

岡村 裕太 坂田 信夫 松井 実 

小林 好子 佐谷 道浩 三田 浩市 
 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

21 名  ￥47,000 ￥1,021,500 \1,600,000 63.84% 

 

 

 

報告事項  

1. 地区大会が５/８㈰ つくば国際会議場で行なわれます。  

2. 次年度地区研修・協議会が４/24 ㈰に行われます。  

3. RLI 会長研修会 ６/11㈯ 小森谷久美会長エレクトが参加

します。 
 

4. 第４分区会長幹事会５/20 ㈮ 須永会長・田口幹事で参加します。古河中央 RC が担当

で開催されます。 
 

5. 第４分区利根川河川敷清掃の件で野村ガバナー補佐、蓮見公男 IM 実行委員長より、

御礼のメッセージが届いています。 
 

6. 古河市文化協会より「古河で第九～響け市民の声～」への協賛金の御礼が届いています。 

7. 武澤さんから鬼怒川旅行のお土産を頂きましたのでお配りいたしました。 

 

 スマイル  大橋  みち子  スマイル委員長  

幹事報告  田口  精二  幹事  
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星野  龍肇  会員  

お葬式のマナーについてお話いたします。 

3 月の白戸里美さんのお葬式に参列させてい

ただきました。皆さんそれぞれの所作をなさ

っておられましたが、焼香はゆっくりと行っ

てください。自然に心を込めた所作、礼、焼香

になります。 

焼香の回数は宗派によって違いますが、真

言宗では、焼香の回数は 3 回。3 回のうち、は

じめの１回のみ押しいただきます。自分の順

番が回ってきたら、席を立ち、祭壇手前まで進

み出て、遺族と僧侶に一礼します。祭壇の前ま

で進み、遺影に一礼します。抹香（お香）を右

手の 3 本指（親指・人差し指・中指）でつまみ

上げます。はじめの１回

は、抹香をつまんだ右手

を目あるいは額の高さま

で上げて押しいただきま

す。２回目、３回目は押し

いただきません。これも、宗派によっては押し

いただく所作が不要なこともあります。右手

を香炉の上までおろし、香炉の炭の上辺りに

抹香を落としてくべます。合掌します。遺族と

僧侶に再び一礼し、自席に戻ります。焼香は、

抹香の匂いで心身を清めることで、故人を清

らかな気持ちで供養できるとされています。 

 

山腰  すい  会員  

職業奉仕とは、ロータ

リアン一人一人が例会

に出席して、他の会員と

の交流、親睦を通してモ

ラルを高め、日常の生活

の中で、自分の職業に真

剣に取り組み、社員はもとより、その業界のモ

ラルを向上させていくことで、やがて社会全

体のモラルが高まっていきます。 

私は山野流着装教室と山野愛子どろんこ美

容の仕事をしています。若い時は銀行に勤め

ていましたが、退職を機に、27 歳の時に一生

できる仕事をしたいと着付けを習い始めまし

た。きっかけは 20 歳の成人式に自分の着物が

着られなかったこと、着物をたためなかった

ことが原因です。長い間洋服ダンスにかけて

いました。 

職業分類を見ると、華道、茶道、書道はあり

ますが、着付けの項目はありませんでした。ど

こに所属するのかなと見ていると、「上記以外」

という項目がありました。要するに「その他」

です。なぜなのか、とても不思議でした。とて

も悔しかった思いがありました。調べました

ら理由がわかりました。昔は、皆自分で着物を

きていました。だから着付けを習う必要も、教

わる必要もなかったのです。着物は生活の一

部でした。当たり前の事でした。もちろん着付

けを教える職業もなかったのです。 

平成13年から伝統文化親子教室は文化庁の

事業をしていますが、申請書類を見てみます

と平成 30 年の年に、着付けの職業分類が「和

装・礼装」になってきました。国にようやく認

められました。よかったです。でも遅かったで

すね！ 

日本でも、段々西洋文化が取り入れられて、

和装から洋装の時代になってきました。そこ

で着物の着付けや文化を教える教室が必要に

なってきたのです。当時、三和の公民館講座で

も着付け教室が開講され、毎回たくさんの生

徒が集まりました。幸い私は、着付け講師とし

て長年にわたり携わりました。当時の公民館

館長が「山腰さん、本来ならば 1 年で止めて

いただくのですが、着物は日本の民族衣装で

す。日本人なら自分で着物が着られなくては

ダメなのです。だから着付け講座は継続して

いるのです。」その時私は、自分の仕事は、と

ても大切なことなのだなと思いました。やり

がいのある仕事だと改めて認識しました。 

「職業奉仕リレースピーチ」 会員卓話  
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山腰  すい  会員  

自宅でも教えていました。そして、たくさん

の人が巣立っていきました。私の教え子は、手

元を離れていきますが、長年学んだことを日

本舞踊やお茶の世界、美容師の仕事を通して

社会貢献をしています。団体的な仕事に伝統

文化親子教室があります。茶道教室と着付け

教室がタイアップして子供たちを指導してき

ました。お茶の作法、初釜、浴衣の着付けと帯

結び、歴史と礼法と教えています。学校では学

べない事を教えています。国際的な人間にな

るためには自国の文化を体得しなければなり

ません。それが大切なことです。 

着物は日本の民族衣装であり伝統文化です。

最近世界でも自分の国の衣装がきられない民

族がいるときいています。その点日本ではそ

のようなことはありません。何故なら、日本の

国は、この文化を大切に伝承しているからで

す。2019 年新天皇陛下がご即位され、令和と

いう新たな元号に変わりました。「即位の礼正

殿の儀」が行われました。その時の天皇陛下の

装束は、「黄櫨染御袍（こうろぜんのごほう）」

とよばれ、漆科のハゼノキから取れた染料な

どで染めたもので、淡く赤みがかった茶色が

特徴、平安時代以降、天皇が着用される色とさ

れているという。文様は、鳳凰、桐、竹、麒麟

がモチーフで、王者を象徴するものだといわ

れています。この「黄櫨染御袍（こうろぜんの

ごほう）」が用いられるようになったのは、明

治天皇からで、それ以前は中国風の装束が用

いられていました。皇后さまの装束は、色や文

様には厳格な取り決めはなく、五衣の上に唐

衣と裳をつけよそおいでした。この重さは 15

㎏前後となります。俗にいう十二単です。 

髪は「大垂髪」と呼ばれる独特の髪型です。

日本に伝統的な文化が伝わっている背景には

皇室が和装文化である装束を守っていること

が大きいと言われています。私も着付けを伝

承することが一生の仕事かなと考えています。

そして、次世代につないでいくのが私の職業

奉仕です。職業奉仕と社会奉仕は一対と言わ

れています。職業はお金を頂くための手段、奉

仕は他の人の為、世のため人の為に、心を持っ

て職業を営むべしとあります。 

冒頭に述べましたように、例会に出席して、

他の会員との交流と親睦を高めながら、自分

の職業に真剣に取り組んでいき、家庭、地域社

会、国際社会に少しずつ奉仕の実践を続けた

いと考えています。今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

「職業奉仕リレースピーチ」 会員卓話  

ウエブ参加者 
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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 例会会場 内 容 

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） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 11 回理事会 11 時～ 

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） 

つくば国際会議場 

大ホール 
地区大会 

第 2057 回 
5 月 24 日（火） 

古河商工会議所 3Ｆ 

故 白戸 里美 会員 追悼例会 

ご遺族 白戸 仲久 パストガバナー 

お弁当担当：お食事処 静 

第 2058 回 
5 月 31 日（火） 

－ 第 5 週につき 休会 

 
 

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 

4/24 ㈰ 地区研修・協議会 ホテル日航つくば Zoom ハイブリット形式 

5/7 ㈯・8 ㈰ 地区大会 つくば国際会議場 大ホール 

 

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）] 

 


