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小森谷・佐谷年度スローガン「強き絆で友と歩もう奉仕の道を」   Vol.6 

 

 

 

 

 

 

  会長 小森谷 久美  幹事 佐谷 道浩 
 

本日の予定【Ｚｏｏｍ限定例会】  

地区クラブ奉仕委員会出前卓話「元気なクラブづくりのお手伝い」  

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）  

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  
       

ＤＥＩの第３弾、Inclusion についてです。Inclusion の日本語訳は、「包括」

「包含」「一体性」と訳されます。この絵は見たことある方も多いと思います。 

 

 

 

 

 

人々の多様性(ダイバーシティ)を認め、さまざ

まな人々が参加するインクルージョンの機会

を得られるようにしていこうという考え方で

す。クラブ奉仕研究会で聞いた例えでは、「ダ

イバーシティはパーティに招待されること、

インクルージョンは踊ろうよ、と申し込まれ

ること」だそうです。 

古河東ＲＣのインクルージョンはどうでし

ょうか。例えば、古河絵手紙の会、古河市国際

交流協会、こが里山を守る会、他にもいろいろ

あります。例を挙げてみると、イメージしやす

いかと思います。インクルーシブなクラブと

は、ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長の言葉

を借りれば、「相手の心の中をイマジンするこ

とからスタートします」ということです。 

ＤＥＩのまとめとして、相手を思いやるこ

とだと私は解釈しています。ＤＥＩ行動規範

は、誰にとっても協力的で、前向きで、健全な

環境をロータリー会員が築き、維持するのを

支える枠組みとなるものです。古河東の会員

さんには取りたてて強調することはないと思

います。 

2022．8．9 

第 2068 回例会  

 会長の時間  2022-23 年度会長  小森谷  久美  



2 

 

 
  

Ｚｏｏｍ限定例会 

ＳＡＡ（会場監督） オーディオ担当 開会の点鐘 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

福江 眞隆 ＳＡＡ 鶴岡 学 会員 小森谷 久美 会長 

♬ ロータリーソング  ♬  君が代  

 
 
 
 

米山奨学生 

アラム カジ ファイズ さん 

 

 

※ロータリー米山記念奨学金は例会当日アラムさんへ送金されました。  

 

 
 

月初めのお祝い  進行：井上  学  親睦活動委員長  

［８月生まれの方］柿沼 利明 会員 

８月のお誕生会員は、本日欠席の柿沼利明会員おひとりです。コメント

をお預かりいたしておりますので、代読いたします。 

 

＜柿沼利明会員より＞ 

本日は所用により例会欠席となりまして申し訳

ありませんでした。この度は誕生日お祝いを頂き

まして誠にありがとうございます。地区の出向も

おかげさまであと 1 年となりました。色々とご協

力を頂きまして誠にありがとうございます。また

個人的にもあと１年で最後の愚息が社会へと旅立

ちますので、やれやれと思い、何処か旅行でも行

けるかなとか万年除夜の鐘ゴルフを真剣にやれる

かなと種々考えていた今日この頃でしたが、この

後の臨時クラブ総会の通り、それははかない夢と

なりました。実は私は 2019(平成 31)年 1月に同業

者の廃業によりその事業を引継ぎ合併という形で

現在まで来ており今後も私が引退するまで続きま

すが、当初より四六時中に忙殺感がありまして正

直、己のキャパシティーを超えて疲労困憊状態で

あります。また本年度にある地区のご要職を依頼

されましたがそのあり様なので丁重にお断り申し

上げた次第であります。いずれにしましても皆様

方には今後ともご理解、ご協力の程何卒よろしく

お願い申し上げます。 

そして、いよいよ来週の例会は出前卓話として

大髙司郎(高萩 RC)ガバナーノミニー兼地区クラブ

奉仕支援アドバイザーがお目見えになります。ク

ラブにとって、皆様方にとって大変意味のある卓

話となる事でしょう。ロータリーに入ってよかっ

た。いてよかった。の真髄に迫りますのでどうぞ

万障お繰り合わせの上、例会にご参加の程、よろ

しくお願い申し上げます。 

 お客様の紹介  

 前回例会報告（第 2067 回）2022 年 8 月 2 日  

 セレモニー  
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社会奉仕委員会 岡村 裕太 委員長
今週の６日(土)午前８時 30分から野木町総

合運動公園にて、既存サッカーゴールの撤去

と新しいゴールの組み立て設置を行います。

詳細は、メーリングリストにてご案内のとお

りです。不明の箇所は、私宛問い合わせ願いま

す。 

今週も暑い日が続いております。熱中症対

策の(タオル、冷えタオル、マスク、日焼け止

め、虫よけスプレー、うち

わ等)ご準備をお願いしま

す。作業用軍手等は、こち

らでご用意いたします。 

また、20 日(土)朝８時

からは贈呈式を行います。

両日とも、黄色の Tシャツを着用願います。 

 

雑誌委員会 山腰 すい 委員長
「ロータリーの友」８月号です。特集として、

「多様性のあるクラブづくりへ／女性会員を

増強しよう」というテーマになっております。

世界の女性会員比率は、ケニアが 53％でトッ

プ、アメリカ 34％、日本 7.3％で 217位です。

大きく日本は立ち遅れていると報じられてお

ります。古河東ロータリークラブは、かなり優

秀なクラブになりますね。 

14 ページのロータリー歌壇では、小山幸子

さんの歌が掲載されており

ます。４か月前の投稿とい

うことです。「あら！」とい

うような内容ですが、今は

元気にしていらっしゃるそ

うです。 

目次にしっかり目を通し、しっかりと読ん

でいただけますようお願いいたします。 

 

ゴルフ同好会 柿沼 利明 会長
既報の通り、先月の 20日に豊里ゴルフクラ

ブにおいて、古河中央ロータリークラブのゴ

ルフコンペに当クラブから６名で参加しまし

た。総勢 36名の参加で大野治夫ガバナー輩出

のつくば学園ロータリークラブからも参加と

なり大きなゴルフコンペ大会となりました。

当日大野ガバナーは公式訪問日という事で大

好きなゴルフは出来なかったようですが、参

加された同クラブの面々は全てお上手だった

ようで、当クラブの６名と中央さんもコテン

パンにやられたようです。従いまして今回の

成績発表は差し控えさせて頂きます事をお許

し願いたいと思います。しかしこのままでは

終わりたくはないですので是非とも次回があ

ればリベンジする所存ですので、今回不参加

の方も含めまして、肝を据えて今後もゴルフ

に仕事にロ－タリ－に励みたいと思います。

皆様方の奮起をご期待申し上げてご報告とさ

せて頂きます。頑張りましょう！ 

出席記録
 

 

 

 

 

 

 

  

 委員会報告  

第 2067 回例会（8/2） 第 2065 回例会（7/19）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 53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 42名 

出席またはMake Up 会員数 25名 出席またはMake Up会員数 35名 

出席率 59.52％ 出席率 83.33％ 
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喜楽飯店 ８月１日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱ホテル山水 ８月３日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

報 告 事 項 

1. 本日の理事会承認事項 

(1) ７月の会計報告 

(2) ９月のプログラム 

(3) 新型コロナウィルス感染拡大によるオンライン例会の件 

(８/９､23） 

(4) ８/23 夜間例会の件 昼間の通常時間とする。 

(5) クラブ協議会及び臨時総会(次年度ガバナー補佐の件) 

(6) スポーツフェスタ古河 2022協賛の件(２万円) 社会奉仕・スマイル 

(7) 米山普通寄付(@5,000 円)年額一括送金 53 名 

(8) 小山南 RCとの合同例会の話あり、その関係で、小森谷年度予算書において、友

好クラブの項目に 20 万円を追加計上する件 

2. 現況報告書への原稿のお願い(８月 22 日(月)が締め切りです！！) 

3. 「ロータリーの友」電子版について 

ID・PWをメールでご案内しました。ご活用ください。 

 幹事報告  佐谷  道浩  幹事  

 古河第三中学校  職場体験  受入報告  

 閉会  
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議長(現会長 小森谷 久美 会長) 

古河東ロータリークラブ定款第８条第２節、

並びに当クラブ細則第３条第１節、同第５条

第１節に基づき 2022-2023 年度臨時クラブ年

次総会を開催いたします。なお、本日は現会員

43名中 25名の出席があり、細則第５条第３節

の会員数の３分の１すなわち 14名以上の出席

があり、定数を充たしておりますので、これよ

りクラブ年次総会を進行さ

せていただきます。それで

は、2021-2022年度指名委員

長の石川久パスト会長に、

2024-2025 年度会長ノミニーの発表をお願い

いたします。 

 

石川 久 指名委員長 

昨年度「指名委員会委員長」を委嘱されまし

た石川久です。今となっては前年度の指名委

員会ですが、パスト会長の海老沼堯君・佐藤孝

子君・佐谷道浩君・古谷弘之君・江口紀久江君・

須永恵子直前会長、そして私、石川久を含む総

勢７名で構成されておりますことを、はじめ

に申し上げます。さて、過日７月５日(火)に前

年度指名委員会出席者６名により、2024-2025

年度クラブ会長ノミニー指名の件に関して、

慎重且つ厳正なる審査をいたしましたので結

果をお知らせいたします。

2024-2025 年度クラブ会長

ノミニーにパスト会長柿沼

利明君を指名いたします。

皆様には大変ご迷惑をお掛

けしておりましたが、漢気の柿沼さんから「私

が受けても良い」と言っていただきましので、

この年度は特例で、当クラブの将来を踏まえ

てお願いしました。ご理解の程、よろしくお願

いいたします。 
 

議長 

指名委員長の石川久さんより 2024-2025 年度クラブ会長ノミニーに柿沼利明さんを指名、推

薦する旨の発表がありました。ご賛同いただける方は拍手の程、お願い申し上げます。(会員全

員による拍手あり) 
 

議長 

全員のご賛同が得られたものと確信いたしましたので、2024-2025年度クラブ会長ノミニーに

柿沼利明さんにお願いする事となりました。 

柿沼利明さんは、本日欠席のため、メッセージを代読いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 臨時クラブ年次総会  

＜就任挨拶＞ 

本日は都合によりクラブ臨時総会を欠席となりまして誠に申し訳ありませんでした。事情

は今お話し頂いた通りであります。当然、私の本望ではありませんが、古河東ロータリーク

ラブの歴史を続けるには誰かがやらなければならない訳です。 

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ並びに古河地区ローターアクトクラブも然りであり

ます。 

上杉鷹山の如く「その灯はあなた方です」。そしてケネディ米大統領の就任式演説の一部

「あなたの国があなたのために何ができるかを問わないでほしい。あなたがあなたの国のた

めに何ができるかを問うてほしい…」との心境であります。「利他の心」から「最もよく奉

仕するもの、最も多く報いられる」です。 
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議長 
2023-2024年度ガバナー補佐に、髙橋采子さんを指名推薦いたします。ご賛同いただける方は

拍手の程、お願い申し上げます。（会員全員による拍手あり） 
 

議長 
全員のご賛同が得られたものと確信いたしましたので 2023-2024 年度第４分区ガバナー補佐

を、髙橋采子さんにお願いする事となりました。髙橋采子さんご挨拶をいただきたいと思います。 
 

第４分区ガバナー補佐ノミニー 髙橋 采子 さん 
第 2820地区第４分区 2023-2024年度ガバナ

ー補佐にご指名ご推薦をいただきました髙橋

采子でございます。 

地区ガバナーや地区委員会委員長からなる

チームの一員として、また、古河東ロータリー

クラブの代表として、力不足ではありますが、

ガバナー補佐という大役を引き受けさせてい

ただくことにいたしました。 

第４分区のクラブの管理運営を援助したり、

ガバナーと各クラブのパイプ役として、情報

を共有して、クラブに対して、準則な迅速な支

援を行ったり、地区内の諸

事が順調に運ぶようにする

ことが、ガバナー補佐のお

役目かと存じております。 

一年間、一から勉強しな

おして、また、クラブの皆様の絶大なお力添え

をいただきながら、任務を遂行する所存でご

ざいます。なにとぞ、ご協力とご支援と、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 
本日の臨時クラブ年次総会の議題は、皆様のご協力により、つつがなく進行して参りました。

ありがとうございました。  

ロータリークラブの会長は、ロータリークラブに入ったら是非とも一度は経験して欲しい

ポストであると考えています。多分経験された方は必ずそう思っている事と察します。また

ロータリークラブに入会する事が出来る条件と同じく、「推薦」されないと出来ない役職で

もあります。経験や知識などは無くとも、「会長」として、また「会長」でなければ出来な

いことを挑戦してもらいたいと思います。一度きりの人生、様々な形で入ったロータリーク

ラブであなたの成し遂げたい事を「会長」として実行してみませんか？ 

14 年前の秋、杉岡榮治パスト会長が私の事務所にお越し頂きまして、「会長」に推薦され

ました。当初迷っておりましたが、「貴方がやらなくても古河東ロータリークラブは誰かが

会長をやって続いていきますよ」と言われて「はっ！」と気づきました。「私がやりたい。

やらなければならない」と。永遠に続く古河東ロータリークラブ。小さな小さな灯は我々が

決して消してはなりません。 

ワンポイントとしての２年後となりますが、皆様方のご理解・ご協力なしには成し遂げる

事は不可能です。どうか何卒引き続きご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

令和 4 年 8 月 2 日  柿沼 利明 

 臨時クラブ年次総会  
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クラブ協議会に移りたいと思います。2022-2023年度 小森谷・佐谷年度のクラブ戦略計画は、

３年計画の２年目に当たりますので、特に大きな変更はありません。現状報告書に掲載いたしま

す。戦略計画策定のための事前調査であるクラブ満足度アンケートを昨年 10月に実施しました。 
 

議長 
クラブ創立４０周年記念実行委員会協議会に移らせていただきます。クラブ創立４０周年記

念式典について、来年の６月 11 日(日)に開催と決定しています。それでは、実行委員長の松井

実さんに諸事ご連絡をお願いいたします。 
 

松井 実 クラブ創立４０周年記念実行委員長 
１.実行委員会の構成等について 

既にご案内の組織表のとおり、よろしくご

協力方、お願いいたします。 

詳細につきましては、後日お知らせいたし

ます。 

２.予算規模について 

参考：周年事業積立の現在高は 745万円ほ

ど、３０周年時は約 780万円の支出 

コロナ禍でもあり、このところ毎年の積立

てを行っていない。 

事前データとして 2022 年５月末日現在、

第４分区会員数合計 180 名 

３０周年時は来賓を含め合計 183名〔うち

分区内会員 129名〕 

３.記念式典等の日程 2023 年６月 11日(日) 

大野ガバナーや第４分区の関係者には連

絡済み 

４.場所や記念式典等の持ち方について 

適切な会場の検討 

５.記念事業の内容について 

６.記念誌について 

７.今後の準備作業の予定について 
 

４月案内状の発送を目途に、実行委員会やクラブ協議会の開催、小委員長や実働委員による集

まりなど、早急に活動を開始する必要があります。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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  

８/27(土) 第１回 会長幹事会(ホテル日航つくば) 10/18(火) 第４分区ガバナー補佐訪問 

８/28(日) 米山合同セミナー(つくば山水亭) 10/25(火) ガバナー公式訪問 

９/18(日) 海岸河川清掃(予備日９/25) 10/30(日) 地区大会 

 クラブ協議会  

 今後の予定  
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日程  会場  内  容  

８月 16 日 (火) 

第 2069 回例会  
休会 お盆休み 

８月 20 日 (土) 

午前 8:00 集合  

野木町総合運動公園

サッカー場 
サッカーゴール及び備品の贈呈式(社会奉仕) 

８月 23 日 (火) 

第 2070 回例会  

Ｚｏｏｍ限定例会 

午後 12 時 30分点鐘 
地区委員による会員卓話 

８月 30 日 (火) 

第 2071 回例会  
休会 第５週につき休会 

９月６日 (火) 

第 2072 回例会  
古河商工会議所 3Ｆ 

第３回理事会 午前 11 時 

月初めのお祝い ９月生まれの方 

会員卓話 大谷 祥寛 会員 

お弁当：ホテル山水 

９月 13 日 (火) 

第 2073 回例会  
古河商工会議所 3Ｆ 

絵手紙体験例会 

指導「古河絵手紙の会」の皆様 

お弁当：お食事処静 

９月 20 日 (火) 

     18 日 (日 ) 

第 2074 回例会  

河川清掃 河川清掃 

９月 27 日 (火) 

第 2075 回例会  
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 

増田恵美会員によるイニシエーションスピーチ 

お弁当：喜楽飯店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o g a e a s t a b s e n c e @ g m a i l . c o m  
 

［古河東ロータリークラブ公式 LINE］  

h t t p s : / / l i n . e e / M L s H D M f  

 今後の予定  

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)] 

 

 

 

週報原稿の送付先は、松井 実［e-mail］ m 5 . m a t s u i @ n i f t y . c o m  

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

