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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  

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」各委員長より  

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  

 
 
 

本日は、古河ロータリ

ークラブ塚田会長・阿久

津幹事、古河中央ロータ

リークラブ菊池会長・高

津戸幹事、ご来訪ありが

とうございます。今年一

年、よろしくお願い致します。 

私と佐谷幹事は古河ＲＣに７月１日

(金)に伺いました。６月から例会場が古

河商工会議所という事で、表敬訪問した

感じがしませんでした。古河中央ＲＣに

は明日７月 13 日(水)にお邪魔させてい

ただきます。よろしくお願い致します。 

話は変わりますが、髙橋采子会員の旦

那様、髙橋功様が７月８日(金)ご逝去さ

れました。74 歳とのことでした。謹んで

お悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈り致し

ます。髙橋采子会員は、病院で最後を看

取ったそうです。まるで眠るように、安

らかな最期だったとの事でした。元会員

の近藤泰雄先生が担当医だったそうで、

大変お世話になったと髙橋会員はおっし

ゃっていました。お通夜、告別式で受付

担当の方、当日よろしくお願い致します。 

先週から、古河東のＬｉｎｅ公式アカ

ウントが開設されました。３０名の方に

登録していただいています。これは、グ

ループＬｉｎｅとは違います。公式アカ

ウントにメッセージを送ると管理者（鶴

岡会員・佐谷幹事・小森谷のみ）に連絡

が届く様になっています。グループＬｉ

ｎｅではメンバー全員にメッセージが届

きますが、公式アカウントはそうではあ

りません。普段の連絡関係や例会欠席な

どにも公式アカウントをご利用ください。

それから、ＱＲコードを読み込んで登録

しただけですと管理者のところにどなた

が登録したのかわかりません。古河東の

Ｌｉｎｅ公式アカウントへ「メッセージ」

を送るか「スタンプ」をポチっとしてく

ださい。ＱＲコードは週報とホームペー

ジにも載っています。ご不明な点は鶴岡

会員にお問い合わせください。 

2022．7．19 

第 2065 回例会  

 会長の時間  2022-23年度会長  小森谷  久美  
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７月９日(土)クラブ奉仕研究会があり

ました。私と佐谷幹事、武澤会長エレク

トの３名で出席してきました。これで、

３月から始まった３大セミナーやクラブ

奉仕関係のセミナー、ＲＬＩも終わり、

会長研修が終了しました。７月 16 日(土)

の社会奉仕と財団の合同セミナーから始

まって、各奉仕委員会の研究会が８月ま

で開催されます。出席予定の委員長さん、

勉強してきてください。また、地区委員

さんは準備に追われていると思いますが、

頑張ってくださいね。 

 
 
 
 

ＳＡＡ(会場監督) オーディオ担当 ソングリーダー 開会の点鐘 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

柿沼 利明 副ＳＡＡ 須田 純一 会員 秋庭 寛子 会員 小森谷 久美 会長 

♬ 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 

 
 
 
 

古河ＲＣ 古河中央ＲＣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

塚田 晴夫 会長  阿久津 理 幹事  菊池 忠行 会長  高津戸 保博 幹事  

 

 

 

 

 

 

  

 ご来訪ロータリアンの紹介  

 会長の時間  2022-23年度会長  小森谷  久美  

 前回例会報告（第 2064 回） 2022 年 7 月 12 日  
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古河ロータリークラブ第 57 代会長の塚

田晴夫です。よろしくお願い致します。 

今年度のクラブスローガンは、「chance 

to try ～挑戦するチャンス～」というこ

とで、失敗を恐れるよりも、挑戦をしない

ことを恐れよと一年間、活動してまいりま

す。挑戦をするということで、私が暴走を

しないように、幹事には、真面目で冷静な

阿久津さんに幹事をお願い致しました。こ

れからも、皆さんと協力をしてロータリー

を盛り上げて行きたいと思います。 

特に古河東ロータリークラブの皆さん

とは、連携をとり、懇親を深めたいと思い

ます。一年間、よろしくお願い致します。
 
 

古河中央ロータリークラブ第 26 代、そ

して最年少会長の菊池忠行です。今日はス

ポンサークラブである古河東ロータリー

クラブさんに、いち早くご挨拶に伺いまし

た。小森谷会長にお会いし、白戸里美さん

を思い出してしまいました。先ほど最年少

と申し上げましたが、年は 53 歳になりま

す。里美さんとは、総和北中学校の同級生

です。たまたま同じクラスという事もあり

仲良くさせていただきました。また、私の

妻も同じ中学校の同級生で、公私ともに長

きに渡りお付き合いをさせていただきま

した。 

皆様ご承知のとおり、里美さんは、大き

な企業の令嬢でありながら、気取らず、驕

らず、気さくで機転の利く女性だと思いま

す。 

里美さんをはじめ、小森谷会長や他の

方々からも古河東ロータリークラブの皆

さんはみんな良い人なんだよ～、と常々伺

っておりました。 

里美さんから「次年度は幹事になるんだ

よ。」と聞いた時は、「一緒に合同例会をし

ようよ！」などと話しておりました。そん

な矢先に旅立たれてしまいました。今日も

この例会場に里美さんが居る様な気が致

します。「しっかりやりなさいよ！」と言わ

れている様な気がします。そんな思いを持

ちながら、1 年間務めたいと思っておりま

す。 

古河中央ロータリークラブは、今月６名

の新入会員を迎え入れ、46 名にて活動を開

始致します。引き続きのご指導、お付き合

いの程、よろしくお願い致します。 

最後に、古河東ロータリークラブの益々

のご発展と小森谷会長はじめ会員の皆様

のご活躍とご繁栄をご祈念致しまして、挨

拶とさせていただきます。 
 
 

 

 

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。詳細はメ

ーリングリストにてご案内しておりま

す。８月６日(土)・20 日(土)の出席の確

認表を回覧致しておりますので、ご記入

の程、お願い致します。 

  

 委員会報告  

 ご来訪ロータリアンの紹介  
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７月の「ロータリーの友」は、ロータリー創立 117 年にして、初の

女性国際ロータリー(ＲＩ)会長となったジェニファー・ジョーンズさ

んを紹介しています。テーマは、ご存じのように「イマジンロータリー」

です。明日のロータリーを夢見てそれを実現させましょうという意味

合いだそうです。 

本年度のガバナーの横顔も紹介されています。第 2820 地区でも「つくばの黄門さま」

として大野治夫さんが紹介されています。そのお隣に同姓同名の佐藤孝子さんの名前が

あり、一瞬ビックリ致しました。内容の濃いお話が沢山ありますので、お目通し願いま

す。 

また、前回の例会で出席委員会より記念品としてポットをお配りいたしました。まだ

受け取られていない方は本日お持ち帰りください。 

 

 

第 1 回の職業奉仕委員会を、来週７月 19 日（火）例会終了後に開

催致します。委員の皆様はご参加をお願いします。 

 

 

前回７月５日と本日 12 日の例会で皆様

に募金をお願いした「ダメ。ゼッタイ」協

賛募金ですが、皆様の浄財にスマイルか

らの２万円を加えた合計 38,018 円を、本

日例会終了後、齊藤愛会員にお願いして、

古河保健所 衛生課係長 石井様にお届け

致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2064回例会（７/12） 第 2062回例会（６/25）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 42名 出席計算に用いた会員数 39名 

出席またはMake Up会員数 28名 出席またはMake Up 会員数 39名 

出席率 66.67％ 出席率 100％ 

 

 

 

 

 

 委員会報告  
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人 数 合 計 累 計 目標額 達成率 

24 名 61,000 円 181,000円 1,800,000 円 10.06 ％ 

 

  

お名前  メッセージ  

古河ロータリークラブ 
会長 塚田 晴夫 様 
幹事 阿久津 理 様 

表敬訪問に際し 

古河中央ロータリークラブ 
会長 菊池 忠行 様 
幹事 高津戸 保博 様  

本日は、会長・幹事就任に伴い、いの一番
にご挨拶に参りました。 
古河中央ロータリークラブ会員一同共々一
年間よろしくお願い申し上げます。 

小森谷 久美 会長 
佐谷 道浩 幹事 

古河ＲＣ会長塚田晴夫様、幹事阿久津理様、古河中央ＲＣ会長菊
池忠行様、幹事高津戸保博様ようこそおいで下さいました。 
リレースピーチの各委員長様卓話よろしくお願い致します。 

鶴岡 学 
(古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ) 

古河東ロータリークラブのＬＩＮＥ公式アカウントを始めまし
た。 
また、Ｚｏｏｍ の中継として引き続き例会に出席させて頂きます。 
サポートは喜んでさせていただきますので、お気軽にお声がけ
ください。 

海老沼 堯 ７月の月初めのお祝いありがとうございました。 

岡村 裕太 
小森谷・佐谷年度 
社会奉仕委員長頑張ります。 

柿沼 利明 
五大奉仕委員長、卓話よろしく！ 
夢を語ろう！ 
大きなビジョンを描いて下さい。 

久野 茂 息子慎一郎が社長に。とにかく、今後もよろしくお願いします。 

石川 久 杉岡 榮治 

古河ＲＣ会長塚田晴夫様、幹事阿久津理様、古河中央ＲＣ会長菊
池忠行様、幹事高津戸保博様ようこそおいで下さいました。 
リレースピーチの各委員長様卓話よろしくお願い致します。 

植木 静子 須田 純一 

江口 紀久江 田口 精二 

大橋 みち子 武澤 郁夫 

小倉 郁雄 福田 優子 

齊藤 忠 松井 実 

坂田 信夫  

 スマイル報告  杉岡  榮治  委員長  
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クラブ奉仕委員長は、次年度の会長が担

当しております。クラブ奉仕委員会は、会

員組織委員会とクラブ管理運営委員会と

で構成されます。 

当クラブは、有難いことに会員組織委員

会の会員増強委員会には会員増強のスペ

シャリスト 髙橋パスト会長、会員選考・職

業分類委員会には三田浩市パスト会長、ロ

ータリー情報委員会には石川久パスト会

長、戦略委員会には小森谷会長、クラブ管

理運営委員会委員長に

は田口直前幹事、出席

委員会には出席のホー

プ 古谷パスト会長、親

睦活動委員会には若手

のホープ 井上さん、プログラム委員会に

はベテランの松本さん、クラブ会報・ＩＴ委

員会には、大ベテランの松井さん、雑誌委

員会には山腰さんにお願いしております。

報 告 事 項  

①  
持回り理事会にて、７月のプログラムおよび８月のプログラムの変

更の承認 

②  持回り理事会にて、会長ノミニーの候補決定（８月の総会付議事項） 

③  

クラブ奉仕研究会出席報告 

７月９日(土)ホテルグランド東雲にて地区の「クラブ奉仕研究会」が開催され、小森谷会

長、武澤会長エレクトと幹事の佐谷で出席しました。 

ＲＩ研修リーダーの服部陽子パストガバナー（東京広尾ＲＣ所属。多国籍の会員があおり、

女性が会員全体の半数を占めるクラブでもある）の「ＤＥＩとクラブ活性化について」と題

する基調講演で、会員の多様性と一人一人の会員が役割を持ち、尊重されること(インク

ルージョン)の大切さが語られました。 

また、クラブサポート委員長の柿沼会員をはじめ地区委員のさんから、クラブ戦略計画、

公共イメージの向上、地区ホームページとＭｙ Ｒｏｔａｒｙの活用、クラブ定款細則について、

出前卓話の諸点について、詳しい説明がありました。当クラブは、いずれも、地区の最先

端を行っていると思います。 

④  ガバナー月信最終号の配布 

⑤  会員親族の訃報について 

⑥  
ダメ絶対国連協賛募金の件（先週に引き続き、会場で募金箱を回しておりますので、ご協

力ください。本日、古河保健所にお届けします。) 

⑦  公式ＬＩＮＥの件（友達登録やトークへの発信をよろしくお願い致します。) 

 

 幹事報告  佐谷  道浩  幹事  

リレースピーチ「新年度の抱負①」  ５大奉仕委員長  
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５大奉仕委員会のひとつとして、会員の

結束を図る。会員の発展基盤となる委員会

です。小森谷年度のスローガンは、「強き絆

で友と歩もう奉仕の道を」のもと、40 年の

歩みを振り返り、クラブをさらに大きく発

展させてまいります。各奉仕委員会と協力

し、会員の学びや親睦、クラブへの愛着を

向上させ、公共イメージ向上、会員の増加

につなげる重要な委員会となります。 

小森谷会長のおっしゃっていたＬＩＮＥ、

Ｚｏｏｍ、Ｍａｉｌなど、私には疎遠でありま

したが、積極的にチャレンジしていきたい

と思います。 

 

 

今年度、職業奉仕委

員長を仰せつかりまし

た齊藤です。1 年間よろ

しくお願い致します。

つい３週間ほど前、1 年

を振り返ってで、1 年間

ご協力頂きまして有難うございましたと、

お礼を言ったばかりですが、再び出て来て

しまいました。 

前委員長の井上さんから引き継ぎご指

導をいただき、また、小森谷会長にもアド

バイスをいただきました。前年度が素晴ら

しい活動をされたので、すごくプレッシャ

ーですが、ひとつ心強い事があります。そ

れは、メンバーです。副委員長に井上さん・

大橋さん・福富さん・増田さんと素晴らし

いメンバーがいる事です。1 年間、助けて

頂きながら活動したいと思います。 

今年度の事業ですが、 

・古河三中（職場体験） 

・古河一高（出前講座） 

・職業体験（秋庭農園さんでのサツマイ

モの収穫体験） 

・東京スカイツリー免震構造見学・豊洲

市場見学 

以上の事業を計画しております。皆様のお

力をお借りして、努めたいと思います。ご

協力の程、よろしくお願い致します。 

 

 

今年度社会奉仕委員

長を仰せつかりました

岡村です。よろしくお

願い致します。 

メンバーは副委員長

に海老沼さん、委員に

板橋さん・小倉さん・齊藤愛さん・森さん

と物凄い重厚感のあるメンバーを入れて

いただきました。ご配慮いただきありがと

うございます。 

社会奉仕委員会の大きな事業としては

まず地区補助金活用事業「ゴールとエール

を地域の子供たちへ」を予定しています。

この事業は昨年度の山崎ＰＤＧの勉強会時

に私が案として発表した事業でした。野木

町総合運動場にサッカー場があるのです

が、地域の子供たち(野木町・古河市・小山

市・板倉町・境町)が使うサッカーゴールに

錆が出て腐食をしている状況でした。 

 リレースピーチ「新年度の抱負①」  ５大奉仕委員長  
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腐食をして長くは使えない状態のうえ、重

たいものを使用しているので、新しいもの

を贈呈したらいかがでしょうか？という

内容でした。その時、講師として勉強会に

来て頂いていた小森谷会長が「それをやり

ましょう！！」という事で決定した事業と

なります。 

８月６日(土)に既存ゴールの撤去・新規

ゴールの組立を行いお盆明けの８月 20 日

(土)に贈呈式を野木町総合運動公園サッ

カー場にて野木町長ご出席のもと行う予

定となっています。8 月 6 日(土)の撤去・

組立ですが業者も入るので心配はないの

ですが、先程話した様に社会奉仕委員会は

重厚感のあるメンバーが多い為、出来れば

俊敏性のある会員の方にも委員会の垣根

を越えて参加して頂ければと思います。８

月 20 日(土)の贈呈式は俊敏性は無くても

笑顔でいて頂ければ結構なので出来るだ

け多くの会員の皆様に参加して頂ければ

と思います。 

次に９月 18 日(日)に環境美化プロジェ

クト（ゴミ拾い）を予定しています。昨年

度、白戸里美さんをはじめ地区主導で行っ

た海岸清掃の続編的なものです。今回は第

４分区合同で行う予定となっていますの

で、大谷翔平君がゴミを拾う様に素敵に事

業にご参加頂ければと思います。 

次に「古河よかんべまつり」にて絵手紙

展が今年度は復活するとの事です。11 月５

日(土)・６日(日)の予定となっています。

この「古河よかんべまつり」の前に 10 月

25 日(火)公式訪問、10 月 30 日(日)地区大

会がありますので非常にバタバタした状

態で「古河よかんべまつり」の段取りにな

るかと思います。江口・松本年度以来、２

年ぶりとなりますので、色々と忘れてきて

います。皆様のご指導と協力をよろしくお

願い致します。 

その他、生き生き教室があります。この

事業内容については新規事業の為、地域の

方々にどの様なかたちで貢献出来るかこ

れから打合せが必要になる事業となりま

す。 

最後に継続事業の里山保全を予定して

います。春の温かくなったころを予定して

いますので、皆様にも温かい気持ちを持っ

て参加して頂ければと思います。 

１年間、頑張りますのでご協力の程、よ

ろしくお願い致します。

 

 

副委員長に松本幸子

さんに入っていただき

ました。委員には、石川

久さん、江口紀久江さ

ん、杉岡榮治さんとい

うメンバーで頑張って

やっていきたいと思います。 

11 月に絵手紙展、12 月にウインターフ

ェスティバル、１月にワンデイホスピタリ

ティ、６月にメルボルン国際大会への参加

を目指しております。 

  

 リレースピーチ「新年度の抱負①」  ５大奉仕委員長  



9 

 

 

 

1. いちご会を年４回開催します。 

2. 新会員が入会した場合は上記に限らず速

やかに親睦重視でいちご会を開きます。 

3. ロータリー月間に因んだ内容を適任者お

願いします。 

4. 特に当クラブ実施事

業を踏まえた内容 

5. 第１回目は現況報告

書の内容について 

 

 

戦略委員会は、小森

谷と武澤会長エレクト

と会長ノミニーとなり

ますが、会長ノミニ―

が決定しておりません

ので、ただいま２名だ

けです。そうは言っても年度が始まって

しまいますので、戦略計画を最初に作っ

た佐谷幹事、それから山崎ＰＤＧを含め

た４人で構成しました。戦略計画はすで

に出来上がっています。内容としては３

年計画なので、今年度の奉仕事業を入れ

たり、現状に合わせた内容でマイナーチ

ェンジといったところです。須永・田口年

度理事会でご承認いただき、今年度の理

事会でも承認をいただいています。８月

２日(火)のクラブ協議会において、会員

のみなさんにお諮りする予定です。また、

クラブ戦略計画は、現況報告書に掲載し

ます。10 年後のクラブの方向性を示した

内容です。ぜひ会員のみなさまに目を通

していただきたいと存じます。 

 
 

 
 

2022-23 年度 ジェニファー・ジョーンズ 国際ロータリー(ＲＩ)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」 
 

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  

７/23(土) 国際奉仕研究会 ホテルグランド東雲 

７/24(日) 青少年奉仕研究会 ホテルテラスザガーデン水戸 

８/６(土) 職業奉仕研究会 ホテル日航つくば 

８/７(日) 米山合同セミナー つくば山水亭 

８/27(土) 第１回 会長幹事会 ホテル日航つくば 

９/18(日) 海岸河川清掃（予備日９/25） 

  

 今後の予定  

 リレースピーチ「新年度の抱負①」  
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例会日程  例会会場  内  容  

第 2066 回  

７月 26日(火) 

古河商工会議所

３階 

会員卓話 

古河東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 

第 2067 回  

8 月 2 日 (火) 

古河商工会議所

３階 

月初めのお祝い ８月生まれの方 

クラブ協議会および臨時総会 

お弁当：ホテル山水 

第 2068 回  

8 月 9 日 (火) 

古河商工会議所

３階 

地区クラブ奉仕委員会出前卓話 

ガバナーノミニー 

地区クラブ奉仕支援アドバイザー 

大髙 司郎 様(高萩ＲＣ) 

お弁当：お食事処静 

第 2069 回  

8 月 16 日 (火) 
休会 お盆休み 

第 2070 回  

8 月 23 日 (火) 
やなぎや遊水亭 

移動例会 夜間例会 点鐘 18時 30分 

地区委員による会員卓話 

第 2071 回  

8 月 30 日 (火) 
休会 第５週につき休会 

 

 

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  

 

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］ 

k og aeas t abs en ce@ gm ai l . com  
 

［古河東ロータリークラブ公式 LINE］ 

h t tps : / / l i n . ee/MLs HDM f  ＬＩＮＥトークへ 

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

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

