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本日の予定  

 絵手紙体験例会   指導「古河絵手紙の会」の皆様  

 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  

 
     

７年連続ロータリー賞

受賞おめでとうございま

す。須永直前会長・田口直

前幹事、おめでとうござい

ます。連続受賞を途絶えさ

せないように、今年度も努

力してまいる所存です。み

なさまのご協力をお願いいたします。 

さて、古河東公式ＬＩＮＥ を今年度７月か

ら開始して、２ヶ月が経過しました。現在４

７名の登録があります。古河東ＲＣおよび

ゆきはな衛星クラブ会員だけでなく、他ク

ラブのロータリアンにもご登録いただいて

います。 

現在は、例会日直前に例会のメニュー、会

場、Ｚｏｏｍ のＩＤ、今後の例会予定表をお知

らせしています。例会終了後には週報が出

ますので、公式ＬＩＮＥ からも週報を見るこ

とができます。そして、画面の下に常にある

のは、古河東ＲＣ のホームページとｆａｃｅｂ

ｏｏｋ にリンクを貼っていますので、画面を

ワンタッチするだけで、ホームページやｆａ

ｃｅｂｏｏｋ にアクセスできるようになって

います。 

すでにＱＲコードを読み込んでお友達登

録をした方の中で、まだ返事をしたことが

ないという方にお願いです。登録の時は、自

動的に返事を送っていて管理者はどなたが

登録しているのかわからない仕組みになっ

ています。まだＬＩＮＥに返事をしたことがな

いという方は、スタンプだけでもいいので、

一度なにかを送ってください。お返事は管

理者が見るだけで、グループＬＩＮＥのように

全員に配信されるわけではありません。 

まだ公式ＬＩＮＥ に登録していないという

方、ぜひ登録をお願いします。無料です。登

録方法が解らないという時は、鶴岡会員に

気軽に聞いてください。 

私の教室ではコロナ禍になってすぐ公式

ＬＩＮＥ を導入しました。２年程使ってみて、

顧客管理にはとてもよい道具だなと感じて

います。生徒や保護者との連絡は、ほぼ

100％公式ＬＩＮＥ です。古河東ＲＣでもさら

に使い方を工夫していきたいと思います。

古河東ＲＣの会員さんの中でも事業所で公

式ＬＩＮＥ を活用している方もいらっしゃい

ます。まだ取り入れていない方は、ご自分の

事業に取り入れる実験台でもよいので、み

んなで古河東ＲＣ公式ＬＩＮＥ を育てていき

ましょう。 

2022．９．13 

第 2073 回例会 

 会長の時間  2022-23年度会長  小森谷  久美  
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例会場＆Ｚｏｏｍハイブリット例会 
  

ＳＡＡ（会場監督） オーディオ担当 ソングリーダー 開会の点鐘 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

福江 眞隆 ＳＡＡ 齊藤 忠 会員 板橋 孝司 会員 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 

 
 

 

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：板橋  孝司  親睦活動副委員長  

［８月生まれの方］鶴岡 学 会員 ／ 柿沼 利明 会員 

［９月生まれの方］福江 眞隆 会員 ／ 栗田 吾郎 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 前回例会報告（第 2072 回）2022 年 9 月 6 日  

 お客様の紹介  

 セレモニー  

ロータリー米山記念奨学金授与 
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会員卓話  

 

社会奉仕委員会 岡村 裕太 委員長 
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」８月６日(土)・

20 日(土)ご協力いただき

ましてありがとうござい

ました。 

ただいま、出席の確認

表を回覧しておりますが、次の予定は９月 18

日(日)の「河川敷清掃」で、三国橋付近になり

ますが、詳細は、後日お

知らせいたします。なお、

服装は、海岸清掃の時に

着用したＴシャツ  で

お願いいたします。また、

終了後「やなぎや遊水亭」

にてお食事の準備をいた

します。参席いただける

方は、出席確認の記載をお願いします。 

 

職業奉仕委員会 齊藤 忠 委員長 
古河第一高等学校からの出前卓話依頼の件、ゲストティーチャー７名、

10月 17日(月)です。エントリーいただける方は、10 月 10日(月)までにご

連絡いただきますようお願いいたします。 

 

プログラム委員会  松本 幸子 委員長 
本日の理事会に於いて、１０月のプログラムが後記のとおり、承認されま

した。 

 

ゴルフ同好会より 
幹事の松本竜次に代わりましてお知らせいたします。９月 25日(日)アパ

リゾート栃木の森ゴルフコースにて、第 140 回同好会ゴルフコンペを開催

いたします。 

メーリングリストでもお知らせいたしておりますので、多くの方のお申し込みを、お待ちいた

しております。 

 

雑誌委員会 山腰 すい 委員長 
ロータリーの友９月号、特集はバックナン

バーでたどるロータリーの友７０年、来年 1月

で創刊７０周年を迎えるロータリーの友、1回

目は 1950 年から 1960 年にかけて振り返って

います。 

特別企画として俳句コンテストがあります。

古河東ＲＣ会員の皆様に

もふるって応募していた

だきたいと思います。当

クラブでは小山幸子さん

が今回も俳壇と歌壇に登

場しています。この機会

に是非ご指導いただけた

ら嬉しいと思いまして連絡を取りましたら、 

一つ、好きだから 

一つ、自分の表現が一流の選者に認められ

る喜びがあるから 

一つ、作ってみると違う自分に出会えて楽

しいから 

この様なメッセージをいただきました。 

今回の選者は「プレバト」でお馴染みの夏井

いつきさんです。募集期間は９月１日から来

年２月 23日までです。よろしくお願いいたし

ます。 

 

 委員会報告  
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「米山記念奨学会合同セミナー出席報告」  齊藤 愛 
８月 28日(日)の米山記念奨学会合同セミナ

ーにＺｏｏｍ で出席しました。（現地 つくば山

水亭およびＺｏｏｍ のハイブリッド方式で開催） 

当クラブ奨学生のアラムさんもＺｏｏｍ での

ご出席でした。 

米山記念奨学会事業について、その目的や

意義を学び直すことから始まり、先日の米山

梅吉記念館研修旅行の報告、秋入学 1.5 年の

奨学生終了式、米山学友会の活動に関する学

友会会長のスピーチ、２年継続奨学生による

奨学生卓話に関するプレゼンテーション、準

世話クラブの活動状況等、内容盛りだくさん

の濃密な２時間でした。 

米山事業は、日本全国のロータリアンから

の寄付金で成り立っており、将来母国と日本

との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀

な留学生を支援することを目的としています。

そして、ただ奨学金を渡すだけでなく、その地

域で学ぶ外国人留学生との交流・心の通った

支援を大切にする仕組みがあります。まさに

日本の地域社会と国際社会をつなぐ大切な奉

仕事業です。 

しかし、地区全体の寄付金額は前年度より

も辛うじて増加したようなのですが、残念な

がら第４分区では前年度実績を割り込んでし

まったそうです。新型コロナウイルスを始め、

社会が大きく波打った時期にあたりますので、

減少傾向が今後も継続するのかは未知数です

が、世話クラブ・準世話クラブとしての活動だ

けでなく、出前卓話なども通じて、日本のロー

タリーがこの事業を継続することに大きな意

義があるという価値観をいかに共有していけ

るかが重要であると改めて感じました。 

 

出席報告 古谷 弘之 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お名前  メッセージ  

小森谷 久美 会長 

佐谷 道浩 幹事 

久々の例会場は、やはり良いですね。 

米山奨学生アラムさん、ようこそ。 

大谷さん、卓話をよろしくお願いいたします。 

山崎 清司 ＰＤＧ 

2021-22 年度ロータリー賞の受賞が決定しました。 

７年連続は、地区一番の偉業です。 

ロータリー賞は、ＲＩ会長よりクラブに授与される最

も重要な賞であり、クラブの総合力が評価されるも

のです。 

小森谷・佐谷年度も、受賞を目指して応援しましょう。 

なお、贈呈式は、１０月下旬の地区大会で挙行されます。 

第 2072 回例会（9/6） 第 2070 回例会（8/23）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 31名 出席またはMake Up 会員数 24名 

出席率 73.81％ 出席率 57.14％ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スマイル報告  杉岡  榮治  委員長  

 委員会報告  
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人 数 合 計 累 計 目標額 達成率 

28 名 69,000 円 289,000円 1,800,000 円 16.06 ％ 

 

  

お名前  メッセージ  

鶴岡 学 
(古河東ゆきはな 

ロータリー衛星クラブ) 

お世話になります。先日は、衛星クラブの例会にご参加いただきありが
とうございました。 
ＬＩＮＥ公式アカウントのご登録がまだの方で、操作方法がわからない
方がいらっしゃいましたら、鶴岡まで、お声がけください。サポートさ
せて頂きます。 
今日は、妻の誕生日、夫婦仲良く過ごせるように頑張ります。 

板橋 孝司 
江口 紀久江 
大橋 みち子 

岡村 裕太 

久しぶりの会議所にての例会。大変待ち遠しく思いました。 
仲間に会える楽しさは、何よりです。 
本日は、大谷祥寛会員の卓話です。 

よろしくお願いいたします。 

柿沼 利明 

大谷様、卓話楽しみです。 
パワハラや育休やらで、事業主にとっても大変刺激のある世の中になり
ました。 
ご教示の程よろしくお願いします。 

久野 茂 

久しぶりの例会、会員の皆様の笑顔に会えて“嬉しい限り”です。 
楽しい例会でありますように。 
過日、大利根ＣＣにて、４０名の「ゴルフコンペ」惜しいことにブービ
ー賞を逃しました。 

須永 恵子 

月初めのお祝い、おめでとうございます。 

須永・田口年度 2021-22年度ロータリー賞をいただくことができました。
会員の皆様のご協力のおかげです。ありがとうございました。 
大谷さん、卓話よろしくお願いいたします。 

髙橋 采子 
少しずつ秋の気配を感じられますね。 
７月 14日・15日、亡き夫の葬儀には、大変お世話になりました。感謝
いたしております。 

福江 眞隆 

９月は誕生月、お祝いくださり、ありがとうございます。 
板橋会員より、甘い夏の思い出をとのリクエストがありましたが、とっ
さのことで思い浮かびません。 
大谷さん、卓話よろしくお願いします。 

山腰 すい 
久しぶりのリアル例会です。 

雑誌委員会より、お話させて頂きます。 

石川 久 佐藤 孝子 福富 好一 三田 浩市 アラムさんようこそ！ 
大谷様、卓話楽しみです。 
9 月生まれの皆様、おめでとうござい
ます。 

小林 好子 杉岡 榮治 星野 龍肇 森 敏夫 

齊藤 忠 武澤 郁夫 松井 実  

坂田 信夫 福田 優子 松本 幸子  

 スマイル報告  杉岡  榮治  委員長  
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報 告 事 項 

1. ９月理事会の承認事項等 

（1） ８月の会計報告 

（2） １０月のプログラム（マレットゴルフの日は、雨天休会） 

（3） この指とまれ賛助協力金 

３クラブに１万円づつ、地区に２万円 

（4） 古河市国際交流協会年会費(１万円) 

（5） 「ゴールとエールを地域の子供たちへ」サッカーゴール贈呈決算書(社会奉仕) 

（6） 絵手紙展予算書（社会奉仕） 承認 

（7） 次々々会長の指名委員会設置の件 承認(委員長は須永直前会長) 

（8） 松井会員への御礼の件 

（9） ９月 18日(日) 河川清掃の件(服装、昼食等) 

できるだけ、昨年配布したグレーの Tシャツで集合 

昼食は、やなぎや遊水亭さんに各自移動 

（10）クラブＴシャツ(黄色)追加作成の件 

（11）会員弔慰金の件 

（12）青森山形豪雨災害支援金の件(ガバナー事務所からの要請) 

クラブとして５万円(２地区分で) 

（13）古河一高での出前授業の件 10月 17日(月) 

（14）秋庭農園の収穫体験と食事 11月 13日(日) 

2. ロータリーの友９月号（配布）及びガバナー月信（配信） 

3. 野木町へのサッカーゴール贈呈事業の記事を回覧します（茨城新聞） 

4. 現況報告書への原稿のお願い。【８月 22 日(月)が締め切りでした!!】 

5. ４０周年記念事業準備会議(委員長等会議)の開催について 

本日、９月６日(火)午後６時 30 分からホテル山水にて 

6. 今後の行事等について（ご予定ください） 

（1）河川清掃 ９月 18 日(日) やなぎや遊水亭さんで昼食 

（2）ガバナー公式訪問 10月 25日(日) 終了後の懇親会はありません。 

（3）地区大会について 10月 29日(土)・30日(日) 

（4）秋庭農園さんでの収穫体験(サツマイモ掘り)と食事 11 月 13 日(日) 

 幹事報告  佐谷  道浩  幹事  
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「ここからはじめるハラスメント対策」  大谷 祥寛 会員 
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「ここからはじめるハラスメント対策」  大谷 祥寛 会員 
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「ここからはじめるハラスメント対策」  大谷 祥寛 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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  

９/18(日) 

[予備日９/25] 
海岸河川清掃 

［登 録 開 始］午前 9:30 

［開会セレモニー］午前 9:50 

［清 掃 開 始］午前 10:00 

［終 了 解 散］午前 11:30 

［場 所］ 

古河市 渡良瀬川河川敷 三国橋南側 

10/18(火) 第４分区ガバナー補佐訪問 古河商工会議所 3Ｆ 

10/25(火) ガバナー公式訪問 ホテル山水 

10/29(土)・30(日) 地区大会 
ノバホール 

ホテル日航つくば 

  
 

11/５(土)・６(日) 古河よかんべまつり 古河公方公園(古河総合公園) 

11/13(日) 移動例会 収穫体験(サツマイモ掘り) 秋庭農園 

 

 
  

 今後の予定  

 会員卓話  
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日程  会場  内  容  

第 2074 回例会  
９月 20 日 (火) 
     18 日 (日 ) 

河川清掃 
河川清掃［登録開始］午前 9:30 
古河市 渡良瀬川河川敷 三国橋南側 

第 2075 回例会  
９月 27 日 (火) 

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 

第 2076 回  
10 月 4 日 (火 ) 

古河商工会議所３Ｆ 

月初めのお祝い １０月生まれの会員 
「現況報告書」について 

卓話者 山崎 清司 パストガバナー 
「４０周年記念事業」について 

卓話者 桑原 正信 第２１代会長 
    森   敏夫 第３１代会長 

お弁当：ホテル山水 

第 2077 回  
10 月 11 日 (火 ) 

リバーフィールド 
古河 

マレットゴルフ大会 
※雨天の場合は中止、休会となります。 

お弁当：お食事処静 

第 2078 回  
10 月 18 日 (火 ) 

古河商工会議所３Ｆ 

クラブ協議会 
第４分区小林正男ガバナー補佐訪問 
「ガバナー公式訪問に備えて」 

お弁当：やなぎや遊水亭 

第 2079 回  
10 月 25 日 (火 ) 

ホテル山水 
『大野治夫ガバナー』公式訪問 

お弁当：ホテル山水 

第 2080 回  

10 月 29 日 (土 ) 

30 日 (日 ) 

ノバホール 

ホテル日航つくば 
国際ロータリー 第２８２０地区 地区大会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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  

 今後の予定  

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

