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委員会活動増進月間       会長 小森谷 久美  幹事 佐谷 道浩 
 
 
 

本日の予定  

古河 RC／古河中央 RC 会長・幹事  表敬訪問  

会員卓話  各委員長によるリレースピーチ  「新年度の抱負①」  

五大奉仕委員長より  

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  
 
 
 
 

 
 
 

会長  小森谷  久美  職業奉仕委員長  齊藤  忠  

会長エレクト・会員組織委員長 

クラブ奉仕委員会総括責任者 
武澤  郁夫  社会奉仕委員長  岡村  裕太  

幹事  佐谷  道浩  青少年奉仕委員長  小林  好子  

会計兼副幹事  福田  優子  国際奉仕委員長  須田  純一  

会場監督（ＳＡＡ）  福江  眞隆  
直前幹事  

兼クラブ管理運営委員長 
田口  精二  

直前会長  須永  恵子  
創立 40 周年記念事業  

実行委員長  
松井  実  

   （敬称略） 

 

 

 

 

 

  

2022．7．12 

第 2064 回例会  

 2022-23 年度  古河東ロータリークラブ理事・役員の紹介  
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福江 眞隆 ＳＡＡ オーディオ担当 須田 純一 会員 

 
 
 
 
 
 
 

 

タクト 齊藤 忠 会員 開会の点鐘 小森谷 久美 会長 

 
 
 
 
 
 
 

 

♬ ロータリーソング ♬ 君が代、奉仕の理想、バースデイソング 

 
 
 
 

特別代表 岩﨑 清 様 
 

第４分区ガバナー補佐 小林 正男 様（境 RC） 
 

 
 
 
 
 
 

 

ガバナー補佐セクレタリー 山田 威生 様（境 RC） 米山奨学生 アラム・カジ・ファイズさん 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

月初めのお祝い  進行：井上  学  親睦活動委員長  

［７月生まれの方］ 

松本 幸子 会員 

三田 浩市 会員 

海老沼 堯 会員 

 

  

 前回例会報告（第 2063 回）2022 年 7 月 5 日  

 お客様・ご来訪ロータリアンの紹介  

 セレモニー  
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ロータリー米山記念奨学金の贈呈  

アラム・カジ・ファイズさんへ  
 

みなさんこんにちは、筑波大学博士課程２年です。 
よろしくお願いします。 
古河東ロータリークラブでは、新しい年度が始まりま
した。 
ロータリークラブファミリーの一員になれたことを
うれしく思います。 

 

 

 

社会奉仕委員会  岡村  裕太  委員長  

今年度のロータリー財団地区補助金事業として「ゴールとエールを地域の子供たちへ」

を実施させて頂きます。 

① ８月 ６日（土）既存ゴールの撤去・新規ゴール組立 

簡易作業・専門業者のサポート程度 

② ８月 20 日（土）贈呈式・記念撮影  

所要時間：約１時間 

場  所：野木町総合運動公園サッカー場 

委員会の垣根を越えて、どちらか１日でもご協力を頂ければ幸いです。 

詳細(時間や持ち物や服装等)については、配布資料をご確認下さい。 

 

青少年奉仕委員会  小林  好子  委員長  

先日、古河一中に於いて「ダメ！ゼッタイ！」薬物乱用防止キャン

ペーンを行いました。その際、例年とおり国連支援募金の依頼を受

けましたので、今週・来週と募りたいと思います。７月２日（土）

に開催されたパスト会長幹事会より、早速、会の残金（965 円）の募

金をいただきました。 

募金箱を巡回させますので、よろしくお願い致します。 

 

職業奉仕委員会  齊藤  忠  委員長  

古河三中職場体験受け入れにつきまして、たくさんのご協力ありが

とうございました。14 名の生徒を引き受けることになりました。 

［学校のねらい］ 

・望ましい職業観・労働観について理解する。 

・規律・礼儀・言葉遣いなどの大切さを知り、社会人・職業人とし

て求められる道徳性を認識する。 

・連携・協力の大切さを理解し、今後の学校生活に生かす。 

・地場産業を理解し、郷土を愛する心を育てる。 

以上の事を学生に教えて頂きたいとの事です。引受先企業様におかれましては、ご指

導の程、宜しくお願い致します。  

 委員会報告  

 セレモニー  
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国際奉仕委員会 須田 純一 委員長 
第 1 回国際奉仕委員会を来週の７月 12 日（火）例会後に開催致しま

す。委員の方は、ご参加をお願いします。 
 

お知らせ 
山腰すい直前出席委員長から全員宛マグボトルを皆出席記念品とし

て配布させていただいております。 
 

出席委員会 古谷 弘之 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お名前  メッセージ  

ガバナー補佐 小林 正男 様（境 RC） 

セクレタリー 山田 威生 様（境 RC） 
表敬訪問に際し 

特別代表 岩﨑 清 様（古河 RC） 表敬訪問に際し 

鈴木 路雄 様 元古河東 RC会員 気持ちです。 

小森谷 久美 会長 

佐谷 道浩 幹事 

いよいよ第１回例会です。 

１年間よろしくお願い致します。 

特別代表岩﨑清様、ガバナー補佐小林正男様、本日は、ようこそお出で下さ

いました。 

山崎 清司 PDG 特別代表岩﨑清様、ガバナー補佐小林正男様、本日は、ようこそお出で下さ

いました。 

会長幹事所信表明、よろしく。また、１年度を宜しくお願い致します。 

江口 紀久江 小森谷・佐谷年度、ファイト一発！！ 

大橋 みち子 小森谷会長、佐谷幹事、いよいよ船出ですね。今年度 1年、よろしくお願い
致します。 
６月 30日すみれ会の総会後、福江先生に、講演をいただきました。 
“まさか”の人生の時、如何に心安らかに病気と向き合って過ごせるか…、
大変貴重なお話をいただきました。 
福江先生、ご多用の中、ありがとうございました。 

佐藤 孝子 小森谷会長、佐谷幹事の新年度の門出、おめでとうございます。 

４０周年を控え実り多い年度となりますようにお祈りいたします。 

特別代表、岩﨑清様、ようこそ、おいでいただきました。 

 委員会報告  

第 2063回例会（７/５） 第 2061回例会（６/21）前々回 

名誉会員を除く会員数 53名 名誉会員を除く会員数 54名 

出席計算に用いた会員数 41名 出席計算に用いた会員数 43名 

出席またはMake Up会員数 32名 出席またはMake Up 会員数 34名 

出席率 78.05％ 出席率 79.07％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スマイル報告  杉岡  榮治  委員長  
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人 数 合 計 累 計 目標額 達成率 

36 名 120,000円 120,000円 1,800,000 円 6.67 ％ 
 

 
 
 

  

お 名 前  メッセージ  

福江 眞隆 新ＳＡＡの福江です。 

不慣れですが、よろしくお願い致します。 

特別代表岩﨑清様ようこそおいで下さいました。 

ガバナー補佐 小林様、会計長 山田様、ようこそ。 

小森谷・佐谷年度、いよいよですねー。 

福富 好一 特別代表 岩﨑 清様、お暑い中ありがとうございます。 

小森谷・佐谷年度の船出を祝しまして！ 

暑い日が続きます。皆様、体調に十分ご注意を。 

須永・田口年度 二次会一同 新年度へ 

石川 久 齊藤 愛 古谷 弘之 特別代表岩﨑清様、ガバナー補佐小林正男様、本日は、

ようこそお出で下さいました。 

小森谷・佐谷年度、発進おめでとうございます。 

皆さんで、素晴らしい年度に作りましょう。 

板橋 孝司 坂田 信夫 星野 龍肇 

岡村 裕太 杉岡 榮治 松井 実 

小倉 郁雄 須田 純一 松本 幸子 

柿沼 利明 須永 恵子 三田 浩市 

久野 茂 髙橋 采子 森 敏夫 

小林 好子 武澤 郁夫 山腰 すい 

齊藤 忠 福田 優子  

報 告 事 項  

①  第１回理事会における承認事項 
６月の会計報告、７月のプログラムの変更、８月のプログラム（夜間例会あり）、クラブ
奉仕出前卓話の件、さよならパーティー決算、クラブ戦略計画、Zoom及び LINEの委託契
約（野木町 ICT地域活性プロジェクト）、ダメ絶対へのスマイルからの国連支援募金（２
万円）、古河ケーブルテレビへの協賛 CMの件、補助金支出（ゴルフ同好会、将棋同好会、
すみれ会）、賜暇願の件 

②  ロータリーの友をレターボックスにて配布 

③  ガバナー月信について［回覧］ 
今年度は、印刷物での配布は省略。地区のホームページからダウンロードを 

④  この指とまれ、結城クラブからの報告(ランドセル贈呈事業)［回覧］ 

⑤  第４分区会長幹事会 ７月１日（金）出席報告 
９月 18日（日）［変更の可能性あり］海岸清掃（河川清掃？）分区単位で行う。 
２月 ４日（土） 第４分区ＩＭ 

⑥  会報について、今年は、ファイルは配りません。そこに記載されて
いるとおり、欠席連絡の方法についてご協力ください。 
（欠席連絡専用のメールアドレスを設定） 

⑦  決算のための締めについて 
須永年度の伝票類、今月中に福田会計へ 

 スマイル報告  杉岡  榮治  スマイル委員長  

 幹事報告  佐谷  道浩  幹事  
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クラブ奉仕研究会  

７月９日（土）ホテルグランド東雲にてクラブ奉

仕研究会が開催されました。地区クラブ奉仕委員会

クラブサポート委員長の柿沼利明会員から「クラブ

定款細則」についてのご説明をいただきました。 

（文責：小森谷）  

 会長所信表明  小森谷  久美  会長  
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当クラブの創立は 1982

年７月６日です。本日は

2022 年７月５日ですが、

まさに明日は満４０歳の

誕生日です。不惑を迎え、

まさに充実の４０代のス

タートを切る年度に会長幹事を務めるこ

とになりました。 

ところで、本年度は、本来は小森谷・白

戸年度でした。地区のエースであり、クラ

ブの将来のリーダーとして期待の星であ

った白戸里美さんを失ったことは当クラ

ブにとって痛恨の極みであり、会長となる

小森谷さんも、心に大きな穴があき、自分

の年度のこともおよそ考えられない状態

になったのではないかと思います。巡り合

わせは不思議なもので、たまたま委員長な

どに就いていなかった私が、幹事を引き受

けることになりましたが、パスト会長を代

表して幹事になったという思いもありま

すし、自分の役どころは、第一に小森谷会

長をサポートする一番の応援団長になる

ことだと思っています。 

自分が幹事をしたのは、山崎会長年度で

ある 2008-09 年度であり、14 年前というこ

とになります。2017-18 年度に会長をしま

したが、それからも５年近いブランクがあ

ります。 

また、前年度の理事でもなく、かつ、日

弁連副会長の１年間、ほとんど例会にリア

ル出席できておらず、浦島太郎のところも

あります。 

しかし、幹事は全く経験のない仕事では

ありません。また、全てのパスト会長を含

む全会員からサポートいただけると信じ

ております。そして何よりも、小森谷会長

がハイスペックな会長として何でもでき

る方であることから、どうにかなるだろう

という、いささか楽観的な気持ちでいます。

大変だという不安よりも、今は楽しみの方

がはるかに大きいです。 

コロナ禍でたまっていたマグマが噴き

出すかのように、社会全体で、様々な活動

が再開され始めています。当クラブも、今

年度は、実力派の四大奉仕委員長の企画の

もと、様々な充実した活動が予定されてい

ます。また、公共イメージの向上や会員間

のコミュニケーションのために、これまで

のメーリングリストや Facebook、更には会

報やホームページの充実に加え、LINE の公

式アカウント、Google ドライブによる資料

の共有などの IT 対応も進めます。 

４０周年事業の成功を目指しつつ、クラ

ブの益々の発展に向け、その下支えに努め

る所存ですので、宜しくお願い申し上げま

す。

 

 

 

今年度から古河東ロータリークラブの「ＬＩＮＥ公式アカウ

ント」を始める事になりました。 

ＱＲコードまたはＵＲＬより「友だち追加」をお願いします。

「友だち追加」後は、お名前と一言メッセージ送って下さい。

ＬＩＮＥの「友だち追加」の方法についてご不明な点がある場

合は、例会等で鶴岡がサポートしていきます。よろしくお願い

します。 

  

 幹事所信表明  佐谷  道浩  幹事  

 LINE 公式アカウント  鶴岡  学  会員  

LINE の「友だち追加」 

https://lin.ee/MLsHDMf 

https://lin.ee/MLsHDMf
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2022-23 年度 ジェニファー・ジョーンズ 国際ロータリー会長 テーマ「IMAGINE ROTARY」 

2022-23 年度 古河東 RC 小森谷 久美 会長 クラブスローガン「強き絆で友と歩もう奉仕の道を」 
 

例会日程  例会会場  内  容  

第 2065 回  

７月 19 日（火） 
古河商工会議所３階 

会員卓話 

各委員長によるリレースピーチ「新年度の抱負②」 

お弁当担当：やなぎや遊水亭 

第 2066 回  

７月 26 日（火） 
古河商工会議所３階 

会員卓話 

ゆきはなロータリー衛星クラブ 海老沼 敏亨 議長 

各委員長によるリレースピーチ「新年度の抱負③」 

お弁当担当：喜楽飯店 
 

大野治夫 第 2820 地区ガバナー スローガン 「Enjoy life ～人生を楽しむ～」 

地区行事等  

７月 16日（土） ロータリー財団・社会奉仕委員会 合同研究会 ダイヤモンドホール 

７月 23日（土） 国際奉仕研究会 ホテルグランド東雲 

７月 24日（日） 青少年奉仕研究会 ホテルテラスザガーデン水戸 

８月 ６日（日） 職業奉仕研究会 ホテル日航つくば 

８月 27日（土） 第１回 会長幹事会 ホテル日航つくば 

９月 18日（日） 海岸河川清掃（予備日９月 25日） 

 

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 [松井・大谷・齊藤(愛)] 

 

 今後の予定  

週報原稿の送付先は、松井 実［e-mail］ m5.matsui@nifty.com  

 

例会を欠席する時は、前日までに、以下のいずれかへご連絡ください。 
 

［欠席連絡専用メールアドレス］ 

kogaeastabsence@gmail.com  
 

［古河東ロータリークラブ公式 LINE］ 

https://lin.ee/MLsHDMf  ORコードでLINEトークへ 

mailto:m5.matsui@nifty.com
mailto:kogaeastabsence@gmail.com
https://lin.ee/MLsHDMf

