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平和構築と紛争予防月間       会長 小森谷久美  幹事 佐谷道浩 
 

本日の予定  

移動例会 「第４分区ＩＭ」 

ウェディングベルさかい／坂東離宮 

[２月７日(火)分振り替え] 
       

１月 22 日(日)に第 2820

地区クラブ奉仕委員会主催

の新会員オリエンテーショ

ンが開催されました。参加

メンバーは入会５年未満の

会員です。６０人以上が集

まり、古河東ＲＣからは大谷祥寛会員が参加

されました。会場は水戸のリリーベール小学

校で、大久保ガバナーエレクトが学校長の私

立小学校です。まるで外国にいるような素敵

な学校でした。 

オリエンテーションの内容は、前半は My 

Rotary の登録やＤＥＩについての説明、後半は

１０グループに分かれて、ロータリー・リーダ

ーシップ研究会(ＲＬＩ)形式でディスカッシ

ョンでした。私はファシリテーターとして参

加してまいりました。 

ＲＬＩをやりますと、他のクラブの動向がよ

くわかり、こちらも大変勉強になります。今回

は、衛星クラブのメンバーが参加していて、下

妻と下館の衛星クラブの方が私のグループに

いました。下妻は発足してまだ４ヶ月、月２回

の例会ですから、例会回数１０回に満たない

状態での参加です。それでも意欲的に発言し、

ロータリーへの熱が伝わってきました。古河

東にも衛星クラブがあります。もっともっと

交流を深め、奉仕活動を合同でやったり、風通

しのよいクラブ作りを考えないとと思いまし

た。 

入会２年４ヶ月で幹事という方もいました。

ここ数年、会員増強が著しいクラブです。しか

も入会したらコロナで例会は休会、例会が再

開してすぐに幹事ということでした。そんな

状況でご苦労されてないかとお聞きしました

ところ、会員のみんなに支えてもらい、入会し

てすぐに幹事ができるなんて恵まれているし、

失敗しても経験がないのだから誰も責めない

よと言われているそうです。「なるほど」と思

いました。 

こんな形でディスカッションが進み、あっ

という間の４５分でした

2023．2．４ 

第 2095 回例会  

 会長の時間  2022-23 年度会長  小森谷久美  
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ＳＡＡ（会場監督） オーディオ担当 ソングリーダー 点鐘 

 

 

 

 

 

 

  

福江眞隆ＳＡＡ 須田純一会員 小林好子会員 小森谷久美会長 

♬ 四つのテスト、見上げてごらん夜の星を(音楽のみ) 

 

 

 

会長エレクト 武澤郁夫会員 
本日例会終了後、第２回目の被選理事会を開催いたしますので、武澤・

福田年度理事、役員の方は、ご出席方宜しくお願いいたします。 
 
 

国際奉仕委員会 須田純一委員長 
明日、古河中央ロータリークラブの例会に、松本幸子副委員長と私で伺

います。古河中央クラブさんの今年度の国際奉仕事業、タイでの学校教

育支援、現地の子どもたち(バーンカビ小中高一貫校)に文具や書籍を贈

呈するというものに、古河東クラブも５万円を協力させていただくこと

となり、お届けしてまいります。 
 

 

青少年奉仕員会 小林好子委員長 
こども模擬裁判 
日  時：３月 26日(日) 

14時～15時 30分(13時 30分開場) 
場  所：古河市横山町１-２-20ヤクルトはなももプラザ(地域交流センター) 
対  象：小学５年生・６年生・中学１年生を対象(保護者同伴可) 
定  員：２０名(先着順、定員に達し次第受付終了) 
費  用：無料 
お申込み：メール 

件名を「こども模擬裁判参加希望」としてください。 
①参加者のお名前、②学年、③保護者のお名前、④連絡先電話番号およびメール
アドレスを記載し info@kogaeast.jp まで送信してください。 
 

毒リンゴを食べさせて白雪姫を殺害しようとしたと疑われている王妃。「白雪姫」

を題材とした模擬裁判で、ゲームや遊びも取り入れながら、司法制度に親しんでいただき
ます。学校の社会科で学ぶ裁判制度などの基礎知識を楽しく身につけましょう。お知り合
いの方に、お声がけ願います。  

 前回例会報告（第 2093 回）2023 年 1 月 24 日  

 委員会報告  
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出席状況記録 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

人 数 合 計 累 計 目標額 達成率 

17 名 36,000 円 1,136,000 円 1,800,000 円 63.11 ％ 

お名前  メッセージ  

小森谷久美会長 
佐谷道浩幹事 

1月最終例会となります。 
次週は、５週目で休会、２月４日(土)は第４分区ＩＭで
す。皆様ご参加の程お願いします。 

小倉郁雄 
須田純一 

先週の新年会は、久しぶりに大いに飲んで、食べて、大
変楽しかったです。 
今日は、新年の抱負を語らせて頂きます。 

久野茂 

二転三転、残念、ＳＡＡ逃す。 
福江先生「手術」うまくいって良かったですね。 
例会出席が「楽しみ」になりました。 
“年”かな？ 

髙橋采子 
早くも 1 月最終例会ですね。 
会員卓話楽しみです。 

田口精二 
ワンディホスピタリティ、楽しく参加させて頂きました。 
久しぶりの食事会、ゆっくりと味わいました。 
ありがとうございました。 

福江眞隆 

年が明けたかと思ったら、もう下旬。 
今日は、新年の抱負ですが、２４日前と意気込みは、変わっていませんか？ 
ゴルフでは、３パットをなくす、常に 100を切る、でしょうか？ 
ドライバーも 200ヤードを越すこと。 
最後にロータリーも頑張る!! 
何だか違う意気込みで、すみません。 

三田浩市 
今晩より明日にかけ、１０年に一度の寒さになり、関東平野でも、雪が積も
るようです。お互いに注意しましょう。 

石川久 小林好子 坂田信夫 佐藤孝子 本日の「新年の抱負」各委員の方々、頑張っ
て発表しましょう。宜しくお願いします。 杉岡榮治 武澤郁夫 星野龍肇 松井実 

第 2093 回例会 (1/24) 第 2091 回例会 (1/10) 前々回 

名誉会員を除く会員数 54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 44名 

出席またはMake Up会員数 24名 出席またはMake Up会員数 34名 

出席率 54.55 ％ 出席率 77.27 ％ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

 スマイル報告  杉岡榮治委員長  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉郁雄会員 
新年の抱負ということで、私は、大リーグの

大谷翔平選手が実行されました「原田メソッ
ド」オープンウインドウ６４(ＯＷ６４)とい
うものがあり、星のような形の中心に、自分の
目標を設定し、シナリオを作成、行動し達成し
ようとするものです。もっとも、大谷選手は、
高校 1年時に作成し、実行していたそうです。

結果言わずもがな。素晴らしい結果が待って
おりました。 
私も、今年は是非、このオープンウインドウ

６４、この方法で自分の目
標を立てておりまして、短
期的目標、長期的目標、こ
の二つの目標に向かいま
して、中心に書いた事を実
行するために６４の自分
で取るべきノルマをかけて毎日行動している

最中であります。実行できるかわかりません
けれども、1年行動いたしたいと思います。 

 

武澤郁夫会員 
次年度会長の武澤です。年末に第１回の被

選理事会を開催しました。本日は第２回の被
選理事会を開催する運びとなりました。自分
の年度は、福田幹事が優秀なので助かります。
ある時は背中を推してくれ、またある時は「し

っかりしなさい、会長なんだから！」とけつを
たたかれます。さすがガールスカウトの団長
さんです。今年度は、忙しい中、会計まで長い
事引き受けてくれてます。頭がさがります。 

自分の年度は、ＩＭ開催
があるので、高橋ガバナー
補佐、柿沼ＩＭ実行委員長、
福田幹事と協力してＩＭを
無事に終わらせたいと思い

ます。理事役員の皆様や各
委員長さんの考えを尊重し、楽しい明るいク
ラブにしていきたいと思います。武澤・福田年
度を宜しくお願いいたします。 

 

大谷祥寛会員 
毎年年末に、私の会社もそうなのですが、自

分の家庭でも、次の年をどのように計画を立

てやって行こうかと、自分の中で、戦略会議を

させていただくのですが、その時初めて、今ま

で受けてきた恩というものを、感じ、考えるよ

うになりまして、今後、５０代、６０代になっ

てゆくからには、恩を返して行かなければと、

年末に、そんなことを考えさせていただきま

した。今回、武澤・福田年度

にあたり、社会奉仕委員長と

いう大役を仰せつかりまし

たので、様々な方々にお役に

立てるように、精一杯させて

いただきたいと、改めて、こ

の場をお借りして、お誓いいたしたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願いいたします。

報 告 事 項 

1. 新井年度の地区大会の記録に誤植があり、その修正シールが来てい
ます。 
例会場の入口に置いておきますので、各自お持ち帰りください。 

2. １月 31 日(火)は休会です。 
次回は２月４日(土)のＩＭです。 
会場は境町のベルさかい(ＪＡむつみ)で、１時開場 １時 30 分点鐘
です。会場へのバスは、12 時 20 分に古河駅東口出発です。 
バスのご利用の予定に変更がある場合は、幹事までご連絡ください。 

 幹事報告  佐谷道浩幹事  

 会員卓話  「新年の抱負」リレースピーチ  
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齊藤愛会員 
今年弁護士１０年目になります。あっとい

う間に過ぎた感じです。節目の年であります

こともあり、よりプロ意識を持って仕事をし

て行きたいと思っております。 

クラブでは、武澤・福田年度の五大奉仕委員

会の職業奉仕委員長をお受けして、今、色々と

企画を練っております。実

りある一年にできればと

思っておりますので皆さ

んのご協力、ご鞭撻を宜し

くお願いいたします。 

 

 

須田純一会員 
コロナ前は、積極的にマラソン大会に出て

おりましたが、コロナ後は、大会もなく、ゴル

フを始めて、５㎏ほど太りました。今年６月ご

ろに新潟のマラソン大会にエントリーしたい

と思まして、それに向けて先ず５㎏ほど痩せ

たいと思っています。ただ、ゴルフが楽しいも

のですから、走るのも億劫になりがちですが、

そろそろウオーキングから始めて、マラソン

もやりたいと思います。最近は、鶴岡さんも走

っていると Facebookで見かけたのですが、今

度ぜひ一緒に走りたいなと思っております。 

仕事については、当社

は、ホームページに力をい

れていることもあり、年間

200程投稿をしております

ので、今年もこれを続けて

行きたいと思います。 

最後にゴルフですね、私、初めの 1年目は、

80 台も出たのですが、最近は 100 を切れなく

なってきました。常に 100 を切る努力をした

いと思います。 

 

 

鶴岡学会員(衛星クラブ) 
今、マラソン大会のお話が出ましたので、私、

今年はまだ一回も大会に出ていないので、ど

こかにエントリーしようかなと思います。 

大きな目標はありませんが、いまは４０周

年記念式典に向けての動画撮影であったり、

毎例会の Zoom 撮影であっ

たり、それをコツコツと積

み重ねていけたらいいな

と思っています。 

 

 

松本幸子会員 
実は私、昨年暮れから、認知症の方を介護し

ているグループホームで、研修をさせていた

だいております。なぜかというと、私が最初に

なりたかった職業は、福祉の仕事でした。いろ

いろな事情でできなかったものですから、人

生中ほどを迎え、この先自分が本当にやりた

かった職業に携わりたいと思いまして、皆さ

んにいろいろ協力をいただきまして、昨年末

から働いております。認知症の方の介護は、今

は、資格がなくともできます

が、今後資格が必要になる予

定ですので、これから頑張っ

て認知症の方の介護、障害を

持つ方の介護、最終的には、

ケアマネージャーの資格を

取れるように努力いたします。時には例会を

欠席してしまうことになるやもしれませんが、

ご協力お願いいたします。

 会員卓話  「新年の抱負」リレースピーチ  
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髙橋采子会員 
次年度は、ガバナー補佐という大役をいた

だいてしまいましたので、古河東ロータリー

クラブの名前に恥じないよう職責を全ういた

したいと思います。 

セクレタリの皆さん、会員の皆さんには、ご

協力を戴けませんと、でき

ませんので、是非是非ご協

力の程、宜しくお願いいた

します。 

 

 

杉岡榮治会員 
現在スマイル委員長を担当しております。

前期は目標額 100％達成いたしましたが、後期

も皆さんのご協力をいただいて、100％達成い

たしたく思います。宜しくお願いいたします。 

会社の方は、息子に譲り５年経ちますので、

あまり余計なこともできず、おとなしくして

おります。出てはいるのですが、半日は、あま

り余計な事を言わずに、過ごしているもので

すから、後はゴルフぐらいしかないのですが、

ゴルフはとりあえず、去年あたりから考えて

いたのが、80 台でなんとか回れないだろうか

と。それに向かって努力してきたので、また今

年もそれがクリアできるようにやりたいと思

っておりますが、私の

場合、ちょっとやり過

ぎてしまうので、右ひ

ざの靭帯を痛めてしま

いまして、一週間ぐら

いして、大丈夫だろう

と高をくくってやりましたら、今度ひどい目

にあいまして、未だに階段をまともに降りら

れません。 

そういったことで、目標は、ゴルフを 80台

でラウウンドすること。「むり、むら、無駄」

よく言いますよね、あまり無理しないで何と

か頑張ってゆきたいと思います。 

 

 

田口精二会員 
昨年は、仲の良６０年以上付き合っていた

仲間が、ばたばたと３人亡くなりました。これ

はまずいと思いまして、今まで、日記帳は、３

年日記を買い求めておりましたが、今年は、１

年にしようか、３年にしようか、５年にしよう

かと迷いました。 

まだやりたいこと、今までやり残したこと

とかが、あるものですから、あと５年は生きた

いな、と思いまして、今まで５年日記を買った

こともなかったのですが、昨年暮れに買い求

めました。そしてその５年日記の最初に「挑戦」

と文字を入れました。何としても、この５年は

生きたい。健康でいたい。そんな風な思いです。 

私の孫が、中学一年と小学二年の男の子が

います。先日「だるま市」

が雀神社で立ちました

が、孫が母親に連れられ

て「だるま市」へ行ったそ

うです。だるまをすすめ

るおじさんに、「おじさ

ん、まけなよ」と小学二年生の男の子が言った

そうです。それを聞いて、私は、なんだ、凄い

なあと思いました。そして一緒に行った母親

の仲間が「さすがに商売人の子だね」と言った

そうです。私には、ほのぼのと感じました。 

今年は、何としても、良い一年にしたいと思

います。 

  

 会員卓話  「新年の抱負」リレースピーチ  
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三田浩市会員 
新年おめでとうといいますが、私にとって

は、一年が早く経過するもので、おめでたいと

いうよりも、随分年取ったなという感じがし

て、反面寂しい思いをしております。 

なんといっても、体が資本ですから、丈夫な

体を作る。それには、やはり、自分の努力が必

要になります。 

前からやっておりまし

た、朝６時 30分のラジオ

体操は、必ず起きてやる。

ということを自分では、

心に決めております。 

ラジオ体操は第一、第二

とありますけど、第一だけ

です。ラジオ体操第一には、

１１種類１３の運動があり

ます。この１３の運動を完

全に覚える。リズムが同じ

ために、運動の種類を間違えたりすることが

あるので、間違えないようにやっております。 

何処まで続くかわかりませんが、できる限

り続けて、自分で丈夫な体を作って、少しでも

長生きができるよう頑張っていきたいと思い

ます。 

 

 

星野龍肇会員 
私の年末年始は忙しく、去年から、昼に突く

除夜の鐘ということで、去年、今年と古河ケー

ブルテレビで放映していただきました。去年

は、キッチンカー５台ぐらい出ていただいて、

４時間で完売でした。 

トータル 600～700名の方が見えたのではと

思います。広告の力、キッチンカーのファンの

方々もあり、たくさんいらっしゃったのでし

ょう。 

今年は、真言宗にとってとても記念すべき

年です。弘法大師空海さまが、お生まれになっ

て 1250 年の記念の年です。宗派では、イベン

トや行事が盛り込まれております。 

今年いっぱい、うちの宗派でも、なるべく檀

家さんを連れて、奈良の本山参りを推奨して

おりまして、うちも予約を入れました。今、ア

クセスが良いです。茨城

空港から、神戸を使うと

早いです。神戸から本山

迄、一時間ちょっとで行

けます。二泊でと考えて

おりましたら、12月に奈

良国立博物館から電話

がありまして、うちの法具、県の文化財なので

すが、密教法具ということで展示させてほし

いと打診があり、現在水戸の歴史館に常設で

おいてあるのですが、印鑑が必要だというこ

とで、確か来月に見える。来年の４月上旬から

６月中旬ごろまで、奈良国立博物館で催しま

す。ということで、それでは、それに合わせて

来年にしようかと、ほとんど檀家さんも見た

ことがない、かなり貴重なものなので、それに

合わせて本山へ出かけられたらいいなと思い

ました。 

うちのお札に一つ変わった点があります。

無病息災の代わりに、多病息災といたしまし

た。一つも行き場がありません。私のために作

ったようなものです。 

いろいろ考えておりますけど、今年も宜し

くお願いいたします。 

 会員卓話  「新年の抱負」リレースピーチ  
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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(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」  

日程  会場  内容  

第２０９６回 
２月１４日(火) 

古河商工会議所３Ｆ 

月初めのお祝い ２月生まれの会員 
会員卓話 大谷祥寛会員 
「モラハラ・パワハラ」パート２ 

お弁当：お食事処静 

第２０９７回 
２月２１日(火) 

古河商工会議所３Ｆ 
「俳句に挑戦」 

協力者：小山幸子会員／板橋孝司会員 
お弁当：やなぎや遊水亭 

第２０９８回  
２月２８日 (火 ) 

 
３月３日 (金 ) 

移動例会 
「東京スカイツリー構造・築地市場見学」 

担当：職業奉仕委員会 

 

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  

２月１６日(木) 第４分区 Ｉ.Ｍ. ゴルフ 大利根カントリークラブ 

３月１２日(日) ウィンターフェスティバル とねミドリ館 

３月１４日(火) 「花桃」贈呈式 午後２時 古河公方公園(古河総合公園) 

３月１９日(日) 大久保年度地区チーム研修(ＤＴＴＳ) ホテルテラスザガーデン水戸 

３月２６日(日) こども模擬裁判 ヤクルトはなももプラザ 

４月  ８日(土) 

９日(日) 
会長エレクトセミナー(ＰＥＴＳ) ホテルテラスザガーデン水戸 

４月２３日(日) 地区研修・協議会(ＤＴＡ) 水戸プラザホテル 

６月１１日(日) 古河東ロータリークラブ４０周年記念式典 ホテル山水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

例会を欠席する際は前日までにご連絡ください。 
 

［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  

週報原稿の送付先は、 

松井実［e-mail］まで

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

