
7 

 

22 

 

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  
 

SAA  点鐘  オーディオ担当  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福江眞隆副 SAA  三田 圭子 会員 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） 

 

 

 

古河保健所衛生課  係長  石井  宗司  様  

私、茨城県薬物乱用

防止指導員古河地区協

議会事務局をさせてい

ただいております。 

日頃から薬物乱用防

止に係る「ダメ。ゼッタ

イ。」普及啓発運動にご

理解、ご協力いただきましてありがとうござ

います。 

茨城県薬物乱用防止指導員の山崎清司様か

ら声をかけてくださいました。 

山崎様は以前、会長をお勤めいただいており

ました。現在は、役員としてご尽力いただいて

おります。現在古河地区には、32 名の指導員

がおります。 

県西薬業界や、薬剤師会、更生保護女性会な

ど多くの関係団体の方が、指導員をお勤めい

ただいております。 

薬物乱用防止に係る「ダメ。ゼッタイ。」普

及啓発、祭日に合わせたキャンペーンや学校

での普及啓発など地域に根差した活動に取り

組んでいるほか、国際的な活動資金となりま

す国連支援募金にも積極的に活動いたしてお

ります。 

学校での普及啓発においては、昨年度、古河

東ロータリークラブ須永恵子会長はじめ山崎

指導員のご協力、ご支援の下、実施することが

できました。ありがとうございます。 

また、国連支援募金にも多くのご寄付をい

ただき、感謝申し上げます。 

今後ともよろしくご協力方、お願いいたし

ます。 

 

 前回例会報告（第 2055 回）2022 年 5 月 10 日 

 お客様の紹介  
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米山奨学生・アラム  カジ  ファイズ  さん  

みなさん、こんにちは！私はバングラデシュ ダッカ出身のアラ

ム カジ ファイズです。筑波大学 博士課程の学生です。埼玉県で家

族と一緒に暮らしています。私の妻は、埼玉大学 博士課程の学生で

もあります。 

私は農学の研究をしています。研究テーマは衛星画像からの河岸

侵食評価（Riverbank erosion assessment from satellite images）で

す。私たちの国では、毎年、河岸の侵食のために家と農地が失われ

ています。この研究は、農業の将来の計画を準備するのに役立ちます。 

このクラブでの活動の機会を与えてくれたロータリー米山財団に感謝します。古河東ロータ

リークラブの会員の皆様、ありがとうございます。この活動を通じて、日本社会に貢献したいと

思っています。この経験は、私が自分の国や他の人々に貢献することにも役立ちます。以上です。

ありがとうございます！ 

 

米山カウンセラー  齊藤  愛  会員  

筑波大学大学院の博士課程で農学の研究をされている

アラムさんです。奨学期間は 2022 年 4 月 1 日から 2023

年 9 月 30 日の 1 年半です。 

バングラデシュは、ガンジス川を中心とする大きな 3 本

の国際河川の下流にあり、毎年のように各地で洪水が起き

ています。しかも、就業人口の５割強が農業などの第一次

産業に従事しているため、水害を初めとする自然災害の影

響を極めて強く受けてきている国です。バングラデシュの

洪水や河岸浸食による被害の様子は、YouTube などでも知ることができます。アラムさんの研

究テーマは、こうしたバングラデシュの国家的課題に大きく関わっています。 

また、このたび 5 月 7 日に、執筆に参加した本が発売されたそうです。書籍情報のリンクを

別途 ML で共有しますので、ぜひご覧になってみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 アラム カジ ファイズさんへ 

奨学金が贈呈されました。 
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増田  恵美さん入会式  

推薦者髙橋采子会員からのご紹介 

増田恵美さんは、古河市幸町にお住まいです。旅行業

(株)MUSUBI 代表取締役であり、全国通訳案内士でもあ

ります。イギリスに２年ほどお住まいの経験をお持ちで

す。英語が堪能でいらっしゃいますので、なにかとお助

け頂けると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田  恵美さんご挨拶  

皆様こんにちは、私の特技は小さいころから一番好きな英語でした。

この英語を軸に旅行会社(株)MUSUBI を起こしました。旅行会社といい

ましても、国際の方で外国人のインバウンドというエリアを 15 年ぐら

い、その前は国内のお客様を海外にお連れするアウトバウンドを 1998年

からさせていただいております。 

古河に生まれ古河で育ち古河で仕事をしております。何かとお役に立

てればと思います。宜しくお願いいたします。 

 

 

月初めのお祝い  進行：小林  好子  親睦活動委員  

５月生まれの方 

猪瀬 一也 会員、山腰 すい 会員、井上 学 会員、山室 和徳 会員 

 

 

 

 

 

 

 セレモニー  

増田恵美会員に入会贈呈品 入会歓迎グータッチ 
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社会奉仕委員会  齊藤  忠  委員長  

本日の例会終了後、午後２時 30 分から、稲宮の里に於いて里山保全事業

の「苗木の寄贈と植樹」を行います。当クラブから５名、里山を守る会か

ら３名出席して行われます。 

また、次年度の職業奉仕委員会より古河三中の職場体験の依頼が届いて

おります。既に ML しておりますが、本日再度お送りいたしますので、ご

協力お願いいたします。 

 

プログラム委員会  武澤  郁夫  委員長  

本日の理事会に於いて６月プログラムが後記の通り承認いただきました

ので、ご報告いたします。 

 

次期幹事  佐谷  道浩  会員  

先日の地区大会で話題に上がりましたが、今年のシカゴでの規定審議会

で、様々なことが決定いたしました。その説明会が Zoom で５月 21 日（土）

に行われます。視聴ご希望の方よりご連絡をいただいております。 

ご参加を希望される方は、私宛お申し出で願います。 

 

 

 

ゴルフ同好会  三田  圭子  会員  

次回コンペのご案内です。 

６月 12 日（日）下館ゴルククラブで開催いたします。スタートは９時３分

です。５組予約しておりますので、よろしくご参加願います。詳しくは、

メ ML でご案内いたします。 

 

会計  福田  優子  会員  

６月が決算となります。立替金のある方、請求書がある方は、事業終了のため、速やかに会計

までお知らせください。 

次年度のガバナー公式訪問が 10 月 25 日（火）ですので、早めのご対応をお願いいたします。 

 

親睦活動委員会  福田  優子  委員長  

６月 25 日（土）午後６時より「ホテル 山水」にて、「さよならパーティー」を開催いたしま

す。コロナ禍で２年間開催できませんでした。江口・松本年度、石川・岡村年度、須永・田口年

度の３年分のさよならパーティーです。皆様ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。なお、ご家族の方々のご参加もお待ちいたしております。 

 委員会報告  
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急なお誘いで、古河中央 RC 第 27 回ゴルフコンペに参加  

５月 10 日（火）大利根カントリークラブに於いて、大野ガバナーエレクトをお招きし、古河

中央ゴルフコンペが開催されました。古河東 RC ゴルフ同好会より４名が参加しました。総勢 20

名中、古河東 RC の皆様は上位の成績を収めました。 

【結果】（敬称略） 

３位 小倉 郁雄／４位 松本 竜次／５位 松本 幸子／12 位 久野 茂 

 

出席委員会  須田  純一  代理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 名 前 メッセージ 

須永 恵子 会長 

田口 精二 幹事 

月初めのお祝い、おめでとうございます。 
増田恵美様、本日ご入会おめでとうございます。 
米山奨学生 アラム カジ ファイズさん、ようこ
そおいで下さいました。1 年半よろしくお願いい
たします。 
本日の卓話「イニシエーションスピーチ」秋庭寛
子会員・大谷祥寛会員よろしくお願いいたしま

す。 
５月７日・８日 地区大会ご協力ありがとうござ
いました。「顕彰の祭」で５大奉仕委員長 全員の
表彰をいただきました。各委員長の皆様、おめで
とうございます。 

山崎 清司 PDG 古河保健所衛生課係長 石井宗司様、ようこそおいでくださいました。 
米山奨学生・アラム カジ ファイズさん、ようこそおいでくださいま
した。 
新井和雄ガバナー年度地区大会参加者の皆様ご苦労様でした。 
席上、６名の会員が奉仕プロジェクト賞を受賞しました。 
大谷祥寛会員・秋庭寛子会員「イニシエーションスピーチ」よろしく

お願いいたします。 
増田恵美様、入会おめでとうございます。 
５月誕生月の皆様おめでとうございます。 

 

第 2055 回例会（5/10） 第 2053 回例会（4/21）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 54 名 

出席計算に用いた会員数 44 名 出席計算に用いた会員数 21 名 

出席またはMake Up 会員数 35 名 出席またはMake Up 会員数 21 名 

出席率 79.55％ 出席率 100 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

 スマイル  大橋  みち子  委員長  
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お 名 前 メッセージ 

板橋 孝司 増田恵美様、入会おめでとう！また秋庭会員・大谷会員、卓話楽しみです。 

先週はお休みをいただき、女房と山陽方面を散策してきました。「奈良の長

谷寺・倉敷の大原美術館・岡山の日本三大庭園の後楽園公園、そして姫路の

姫路城、どれを見ても日本を代表する名勝地、意義ある時間でした。 

特に、大原美術館の大原徳次郎の作品及び人生観、また、河井寛次郎の陶器

展示は別格でした。フランスのルーブル美術館を思い出しました。 

福江 眞隆 GW も終わり、良い季節になりました。 

コロナ、ロシアに負けるな！ 

石川 久 小林 好子 杉岡 榮治 松井 実 増田恵美様、本日ご入会おめでとうご

ざいます。 

米山奨学生 アラム カジ ファイズさ

ん、ようこそおいで下さいました。 

本日の卓話「イニシエーションスピー

チ」秋庭寛子会員・大谷祥寛会員よろ

しくお願いいたします。 

江口 紀久江 小森谷 久美 須田 純一 三田 圭子 

海老沼 堯 齊藤 忠 高橋 采子 三田 浩市 

大橋 みち子 坂田 信夫 武澤 郁夫 森 敏夫 

岡村 裕太 佐谷 道浩 福田 優子  

柿沼 利明 佐藤 孝子 星野 龍肇  

 

人 数 合 計 累 計 目標額  達成率  

27 ￥64,000 ￥1,085,500 \1,600,000 67.84% 

 

 

 

 

第 11 回定例理事会承認事項報告  

1. ４月の会計報告  

2. ６月のプログラムについて  

3. 各委員会進捗状況について  

4. 新旧委員会引継ぎについて 各委員会ごとに引継を行う。  

5. さよならパーティーの件 ６月 25 日（土）於「ホテル 山水」  

6. パスト会長、幹事会 後日報告 

7. 40 周年実行委員会組織表の件 

8. 次年度会費の件 前期会費 90,000 円→70,000 円 

9. 新旧合同理事会の件 第 12 回定例理事会を新旧合同理事会とする。 

 

 スマイル  大橋  みち子  委員長  

幹事報告  田口  精二  幹事  
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報告事項  

新入会員入会の件 増田恵美新入会員の件 

食事券の件（クーポン券）未使用の食事券は必ず年度内に使用して下さい。 

５月８日地区大会へ参加のため５月 17 日例会はありません。お間違い無きよう願います。 

５月 24 日は白戸里美さんの追悼例会となります。黒めの服、ネクタイは黒となります。 

５月・６月の例会は全員参加で行います。 

地区からバッグが届いています。奉仕の 30 年、その他の書類が皆様に届いています。 

１部（個）ずつお持ち帰り下さい。 

 

 

 

秋庭  寛子  会員  

秋庭農園の秋庭寛子

と申します。 

私は、埼玉県の久喜

市で生まれ、父は数学

の教師、母は専業主婦

という普通の家庭で育

ちました。 

古河市は、小さいころ、毎週日曜日の父との

ドライブで田園地帯が好きで、よく来ており、

とても馴染みがありました。好きな場所のひ

とつです。 

中学・高校時代は、バスケットボールや水泳

などのスポーツをしたり、カラオケに行った

りして楽しく過ごしました。みんなと一緒に

遊ぶことが好きな女の子でした。 

大学生になった時、都内に出ました。自分の

個性の無さを実感しました。全てお金で済む

ことばかりでした。自分の経験不足や消費の

サイクルなどで、生きている実感が得られな

いようになってしまいました。何の為に生き

ているのか？いないのと同じではないか？そ

んなことを考える時が多くなり、旅に出まし

た。大学を１年間休学し、東南アジアへ！バッ

クパックを背負いバックパッカーをしました。

そんなことが流行っていた頃でしたが、女性

ひとりでどうかとも思いました。しかし、自分

を見つめ直したい！世界を覗きたい！と思い、

旅をしました。 

コンクリートではない道、土を踏みしめ、歩

き、現地の人と話しました。便利ではないこと

も多い環境でしたが、コミュニケーションを

とり、何とか生きて、次の目的地まで行く。と

ても生きている実感が湧きました。現地の子

供たち、その頃は東南アジアも発展しており

ませんで、遊ぶ物、ゲーム機などはあまりあり

ませんでした。そんな中でもキラキラした目

で一緒に遊んでくれた子供たち、生きている

実感や富、豊かさはこのような事なのだろう

と感じました。幸せを感じられることが富な

のだとも思いました。 

その後、大学を卒業しました。自分に何が出

来かわからなかったので、まず就職しました。

仕事を一から学ぼうと思い、川口市や大宮で

展開していた住宅リフォーム会社に入りまし

た。事務や営業補佐をしました。リフォーム会

社には相談スペースがありました。そのスペ

ースに来客があまり無く、広いこともあり、そ

こに地域のコミュニティを作って欲しいとい

う要望がありました。駅前でチラシを配り、場

所を借り、講師を招き、ワークショップを開催

しました。その中にハーブティーのワークシ

ョップがありました。 

幹事報告  田口  精二  幹事  

「イニシエーションスピーチ」 会員卓話  
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秋庭  寛子  会員  

その時、ハーブという薬効のある植物に触

れました（乾燥したものですが）、初めて自然

と繋がれた気がしました。香り・味で気持ちが

豊かになったり、癒されたりということを実

感しました。電気が走りました。これほど素晴

らしいことはない！と、すぐにその時のワー

クショップの講師について勉強を始めました。

その後、ハーブティーブレンダーの資格やア

ロマの資格などを取得、OL から転職し、銀座

のカフェレストランで働き始めました。その

レストランには、ハーブティーは置いていな

かったのですが、「ハーブティーを置きたい！

ハーブブレンダーになりたい！」とオーナー

に話しました。「名刺を作るから、この名刺ひ

とつで好きなように銀座でやっていきなさ

い。」と言われました。やったこともないのに

勝手にブレンダーと名乗っていました。「私、

ハーブティーブレンダーです！」と言っては

エステサロンなどを回りました。そのお店の

カラーに合わせたハーブティーを作るなどを

していました。 

その頃主人と出会いました。彼は古河市の

出身でした。彼は銀座でレストランのシェフ

をしておりました。出会ってすぐに意気投合

しました。私は農業をしてみたい！ハーブ園

を作りたい！という思いが強くありました。

主人も実家で農業をしながら、自分で育てた

採れたての食材を料理し、シンプルでもおい

しい料理を振舞えるような場所を作りたい！

という思いを持っていました。その思いを聞

き、私も一緒にやりたい！と思いました。出会

ってから半年で結婚を決意しました。今では

子供が２人おります。 

私たちは生きる実感を得られる農業を目指

しております。子供の頃にあった生きる実感、

土に触れる機会が無くなりとても欲していた

ものでした。それを感じられることで、生かさ

れているということがわかると思っておりま

す。 

そんな機会のひとつの場所として秋庭農園

を感じていただきたく、地域の小・中学校や高

校の生徒さんに農作業のお手伝いに来ていた

だいたりしています。一緒にマルシェを開催

したりもしております。 

本日ご入会の増田恵美さんと一緒にファー

ムアンドダイニングというツアーイベントも

おこなっております。夫がシェフを私がハー

ブブレンダー、この特徴を生かし農園とハー

ブ園を作っています。ツアーに参加された方

は、ハーブ園や農園で収穫体験していただき

ます。その後、取りたての食材を参加者の目の

前で夫が調理します。私もハーブティーを入

れ、お食事とお茶を楽しんでいただく、という

体験ツアーです。 

秋庭農園は米作りもしています。そのお米

は「ふくまる」という茨城県のオリジナル米で

す。お米の一部を青木酒造さんに納め、「御慶

事ふくまる」というお酒になります。そのご縁

で、青木酒造専務の青木知佐さんと交流させ

ていただいております。イベントなども一緒

におこなっています。ファームアンドダイニ

ングには、青木知佐さんにもお越しいただき、

お酒の生い立ちや酒造りへの思いなど、私た

ちは米づくりの思いや食材へのこだわり、そ

の思いなどを参加された皆様と語りながら、

楽しく食事していただくイベントです。これ

をまとめ企画運営してくださっているのが、

増田恵美さんです。 

今後は、私もロータリークラブの皆様と共

に地域に役立つ力になれるよう頑張りたいと

思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

大谷  祥寛  会員  

私、生まれも育ちも

兵庫県です。今は妻と

子供二人を含め家族

７人で生活いたして

おります。兵庫県の芦

屋で生を受け、小学校まではそこで生活して

おりましたが、中学から中高一貫の学校に、寮

生活で６年間、中学高校を過ごしました。大学

のときも寮でしたので合計 10 年間、寮生活を

しました。 

「イニシエーションスピーチ」 会員卓話  
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大谷  祥寛  会員  

小学校１年生の時、担任の先生に「あなたは、

将来ろくでもない人間になる」といわれまし

た。今でも覚えているので、かなり衝撃的な一

言だったのですけれども、通知表というもの

があり、今でも残っているのですが、それを、

私も、妻も見ております。これを見るたびに、

今まで成長させてもらっていることに対し、

ありがたく思っております。 

私自身、良くなりたい、どうしても人間とし

て良くなりたいという思いがあります。中学

は、寮生活で、高校の先輩後輩の上下関係の厳

しいところでしたので、とにかくいろいろな

人間関係の奥深いところを学ばせていただき

ました。 

そんな中で、大学を経て、生涯学習の研究所

というものが千葉の柏にあり、そちらに最初

に就職しました。その時、その研究所の総務課

で働いていたのが、今現在私の妻との出会い

でした。 

丁度その時も、寮生活、下宿のような形で入

っていたのですが、その当時は、まだ若かった

ので、寮の女子寮と男子寮とで、今日は飲み会

をやろうかなどと話をしました。引き継ぎや、

接触する係を男子寮は私が、女子寮は妻が担

当しておりまして、二人でご縁を作ることが

楽しみで、そのころは、付き合いもせず、普通

の間柄でした。私は２年間研究職をやり、実家

へ戻りました。 

神戸で３年間仕事していたのですが、その

時に、妻から京都に遊びに行くという連絡が

ありました。彼女と友達の二人で縁結びの神

社をめぐるということで、そのコーディネー

ターとして参加しました。そんなこんなで、妻

との関係が深まりまして、付き合うようにな

り、2 年間お付き合いをし、その後、結婚させ

ていただくことができました。そういったと

きに、妻がどこに住んでいるかなど全く知り

ませんでした。千葉の柏で出会いましたので、

改めて聞いてみますと、茨城の古河と聞かさ

れ、何処なのかはじめは見当がつきませんで

した。結婚して３年間は、私自身の仕事のこと

もあり、兵庫県で子供たちと一緒に住んでい

ました。上の子が幼稚園に入園する頃、古河へ

帰ってくるよう義理の父から言われ、家族で

移住し、16 年になります。 

私、今、大谷経営労務センターという社会保

険労務士の事務所を営んでおります。縁もゆ

かりもないところで、全く知り合いもゼロと

いう状況で、始めなければいけないという

99%不安しかない、でも１%の期待に自分は

賭けていたのです。 

それは、中学・高校・大学と寮生活で、様々

な人間関係の奥深いところを経験させていた

だいたというところが、本当にその時は嫌で

仕方なかったのですが、今考えますと、そうい

った人間関係にいろいろな刺激や影響を受け

て、そういった人とのより良いつながりとい

うものを、私自身仕事を通して、誠意をもって

信頼していただけるような人間になりたいと

いう思いで、今こうしてお仕事をさせていた

だいております。 

やはり、当初から仕事を通して、最初は、人

生を充実したものとするために、ライフワー

クという言葉を良く聞かれると思いますが、

最初のころはライスワークになってしまうの

です。飯を食べるために一生懸命、そしてそこ

からライフワークへなってゆくのですが、今

現在、やはり様々な方々の意見を戴いたり、

様々な刺激をいただいたり、私自身、これから

一生涯かけて、学ばせて頂かねばいけないと

いう思いもありますので、それをミッション

ワークということで、志しをもって、仕事をさ

せていただいて、より多くの方々のお世話を

させていただけるような人間になりたいと思

いまして、こういうロータリークラブで、高橋

さんを通しまして、他にもいろんな父の友人

関係の方々にもお誘いを受けましたが、改め

て今年の３月から入らせていただきまた。そ

のご縁をさらにより強固なものとして、皆様

と共に勉強させていただいて、さらに成長さ

せていただきたいと思います。 

「イニシエーションスピーチ」 会員卓話  
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2022 年 5 月 10 日（火）稲宮の里に於いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2058 回 
５月 31 日（火） 

－ 第５週につき 休会 

第 2059 回 
６月７日（火） 

古河商工会議所 3Ｆ 

第 12 回理事会 11 時～ 

月初めのお祝い ６月生まれの方 

お客様卓話 

茨城県議会議員 森田悦男先生 (いばらき自民党) 

お弁当担当：ホテル山水 

第 2060 回 
６月 14 日（火） 

古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 「一年を振り返って」 

須永 恵子 会長 ／田口 精二 幹事 

お弁当担当：やなぎや遊水亭 

第 2061 回 
６月 21 日（火） 

古河商工会議所 3Ｆ 
会員卓話 「一年を振り返って」４大奉仕委員長 

お弁当担当：喜楽飯店 

第 2062 回 

６月 28 日（火） 
➡ 25 日（土） 

ホテル山水 

古河市中央町 1-8-32 

移動例会 

須永恵子会長・田口精二幹事年度 サヨナラ例会 

 
 

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 

６月 19 日（日） 会員基盤向上セミナー ホテルグランド東雲 

 

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）] 

 

里山保全事業「苗木の寄贈と植樹」  


