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本日の予定 

地区研修・協議会 コ・ホスト 

古河市中央運動公園総合体育館、他 

当クラブ会員 8 時 30 分集合 10 時点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 31 日友好クラブ秦野名水ロータリークラブを訪問、年度末、月末にもかかわら

ず大勢の方に出席していただきました。県下一の桜並木、日本の名水百選で一位に輝い

たおいしい秦野の水「丹沢の雫」をいただき、温かいおもてなしへの感謝の一日でした。 

マイロータリーも 3 月 31 日で 58.92％、33 名の会員に登録していただきありがとう

ございました。まだの方は引き続きお願いいたします。 

本日は、次年度地区会計長福田一郎様、地区研修・協議会実行委員長宇津木寛次様に

ご来訪いただきました。 

白戸ガバナー・エレクト年度の三大行事である地区チーム研修セミナー、会長エレクトセミナーも終

わり、残るは地区研修・協議会でございます。古河東ロータリークラブがコ・ホストクラブとして担当

し、第 2820 地区より約 700 名の会員をお迎えいたします。会場は古河市中央運動公園総合体育館を本

会議場として、10ヶ所の会場で行われます。前日の準備、当日の会議、後片付けまで長丁場となります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

古河東ロータリークラブ 
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白戸ガバナー年度 地区会計長 

福田一郎様（古河中央 RC）ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂田信夫 副実行委員長 

地区研修・協議会の基本的なことをお話しいたします。 

地区研修・協議会の目的は、クラブ会長エレクトが、会長エレクト研修セミナー

（PETS）での研修を土台として、更にリーダーシップのスキルを学び、その他の次

期クラブリーダーが責務について学ぶ。次年度リーダー全員で、次年度の目標を更に

練り上げる。これが目的です。 

次年度クラブリーダー、第 2820地区では、第 1グループ次期会長･ガバナー補佐、

第 2 グループ次期幹事・地区幹事、会計長・資金委員・HP 運営第、3 グループ会員

増強委員会(クラブ奉仕Ⅰ)、第 4 グループ広報・雑誌委員会(クラブ奉仕Ⅱ)、ロータリーの友・広報雑誌

委員会、第 5グループ職業奉仕委員会、第 6グループ社会奉仕委員会、第 7グループ青少年奉仕委員会、

第 8 グループ国際奉仕委員会、第 9 グループロータリー財団委員会、第 10 グループ米山記念奨学会委

員会、この 10のグループごとに分科会として勉強いたします。 

招集者は、ガバナー エレクト、次年度ガバナーになる人です。 

ホストクラブは、ガバナー エレクト輩出クラブが担当いたしますが、今回私たちのクラブが、コ・ホ

ストとして、お手伝いさせていただきます。 

開催時期は、会長エレクト研修セミナー（PETS）後の 4 月か 5 月に、丸 1 日の研修として開くこと

になっております。 

ちなみに、ペッツとは、会長エレクト研修セミナー (Presidents-Elect Training Seminar)(PETS) 

クラブ会長エレクトのために毎年実施される研修。2 月または 3 月に催されるのが望ましい。その目

的は次期クラブ会長が会長としての任期に向けて準備することであり、地区ガ バナー・エレクトおよび

次期ガバナー補佐に、次期クラブ会長の意欲を高め、協力関係を 築く機会を与えることであります。 

地区内クラブ、次期クラブリーダー、地区役員、地区委員、ガバナー補佐、総勢約 700名が、一堂に

集まることになります。 

以上のような訳で、前日 8日(金)の 12時 30分からと当日 9 日(土)の 8時 30分から、是非とも、お時

間のある方、ご参加、宜しくお願い致します。 

 

  

ク ラ ブ 協 議 会 

地区研修・協議会 実行委員長 

宇都木寛次様（古河中央 RC）ご挨拶 
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松井 実 副実行委員長 

担当役割についてお話しいたします。 

お手元の資料にございますとおり、前日 8 日(金)の 12 時レンタルテーブル・イス

受け入れからスタートし、会員の皆様には、12時 30分ご集合いただき、中央公民館

1階大ホール、イス及びテーブル配置チェック、名札配置チェック、ゴミ箱、ペット

箱、燃えるゴミ箱、設置、部屋看板調布という手順にて、各グループ会場の設営をし

て頂き、終了後他グループ会場をチェックしながら、本会議場を最後に設営という順

に進めて頂きたいと考えております。 

当日 9 日(土)の 8 時 30 分から、交通、駐車場、案内板を持ち誘導、9 時 30 分から、登録・受付、案

内・接待、友愛コーナーとスタンバイ、10時開会、石川会員、江口紀久江会員司会に始まり、須永会員

のソングリーダー担当、その後、他の会員は、プラカードの準備、お弁当、お茶の割り当て、分科会後

の撤収作業と長時間にわたり、ご協力を頂くこととなります。 

よろしくご協力の程お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進 行：小森谷久美親睦委員長 

該当者：加藤奨一会員 

古谷弘之会員 

坂田信夫会員 

 

 

  

委嘱状伝達・チャリティー募金の贈呈 

倉沢修市ガバナーから久野茂会員へ 

地区大会 決議委員長職 

倉沢修市ガバナー及び白戸仲久ガバナーエレクトから 

桑原正信会員へ 財団監査委員会委員職 

久野ガバナー補佐から 

NPO 法人「希望」桑原理事長へ 

先日開催された第 4 分区 IM記念ゴルフ大会時

におけるチャリティー募金の贈呈 

月初めのお祝い 
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◆理事会承認事項報告 

1 ．5月のプログラム承認の件。 

2 ．3月の会計報告承認の件。 

3 ．秦野名水ロータリークラブとの合同例会、決算報告承認の件。 

4 ．被選理事会提案、衛星クラブ委員会の設置承認の件。 

◆報告事項 

1．財団ニュース及びガバナー月信が届いております。各自ボックスに投函致しましたのでご覧ください。 

2．ロータリーの友が届いております。各自ボックスに投函致しましたのでご覧ください。 

3．秦野名水ロータリークラブからのプレゼントをお預かり致してまいりました。各自ボックスに投函致

しましたのでご査収ください。 

4．フェイスブック、国際ロータリー登録を促す資料が届いております。各自ボックスに投函致しましたの

でご覧ください。 

5．増田隆幸会員が、転勤により退会されます。 

6．マイロータリーの登録状況、皆様のご協力により 58.9%ということで、もう少しで 40名登録となりま

す。ご協力ありがとうございました。 

以上です。 

▮ 友好クラブ委員会 三田浩市委員長 

去る 3 月 31 日(木)、秦野名水ロータリークラブ訪問、合同例会に 20 名のご参加を頂きま

した。 

午前 8時に出発を致しまして、往復 5 時間とういう長時間のバス旅行でございました。 

皆様のご協力によりまして、バス車内にて研修を行い、楽しい時間を過ごすことができま

した。感謝申し上げます。例会の前後、秦野カルチャーパーク、みずなし川緑地・桜並木の散策、県立秦野

戸川公園には、観光ボランティア付きということで、より楽しく、風の吊り橋ふもとのおおすみ山居にて、

お茶会も抹茶をおいしくいただきました。当日のさくらの開花状況は、5～6分程度でしたが、本日お電話を

致しましたら、満開とのことでした。秦野市水道業務課が製造販売元である「おいしい秦野の水・丹沢の雫」

が環境省主催の「名水百選選抜総選挙」おいしさ部門、第 1位に輝いた。との当日の読売新聞に掲載された

こともあり、力強く説明を頂き、お土産にも戴いてまいりました。 

皆様のご協力本当にありがとうございました。 

▮ プログラム委員会 佐谷道浩委員長 

本日の理事会において、後記のとおりプログラムが承認されましたことを報告いたしま

す。 

▮ 会長エレクトセミナー報告 江口達司 会長エレクト 

過日開催されました会長エレクトセミナーについて、報告いたします。 

2016-17 年度 RI テーマは「人類に奉仕するロータリー」とジョン F. ジャーム国際ロータ

リー会長エレクト（米国テネシー州、チャガヌーガ・ロータリークラブ所属）が発表、そ

して、白戸仲久(古河中央ロータリークラブ所属)第 2820 地区ガバナーエレクトのテーマ

は、「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！」そして、我が古河東ロータリークラブ、

会長テーマを、「親睦を中心に強い絆 価値ある奉仕で大きな輪」と致しました。 

そして、衛星クラブの研究検討を進めたいと考えております。よろしくご協力の程お願い致します。  

幹事 土方信太郎 
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▮ 出席委員会 古谷弘之委員長 

◆4月度出席予定表の回覧時に、ご記入方よろしくお願いいたします。 

◆委員会等開催致しました際には、別紙委員会開催報告書のご提出を、お願い致します。 

また、ゴルフ同好会、将棋同好会、いちご会等開催致しました際にも、開催報告書のご提

出を、お願いいたします 

ご来訪者 1736 回(4/5)例会出席率報告 1734(3/22)修正出席率報告(前々回) 

◆古河中央 RC 

白戸ガバナー年度地区会計長 

福田一郎 様 

◆古河中央 RC 

地区研修・協議会実行委員長 

宇都木寛次 様 

 

 

①名誉会員を除く会員数 56 名 ①名誉会員を除く会員数 55 名 

②出席計算に用いた会員数 53 名 ②出席計算に用いた会員数 50 名 

③出席又は Make Up 会員数 41 名 ③出席又は Make Up 会員数 37 名 

④出席率 77.36％ ④出席率 74.％ 

 

白戸ガバナー年度 地区会計長 

福田一郎様（古河中央 RC） 

いよいよ、地区研修・協議会が迫ってきました。古河東 RC さん

の絶大なご協力に感謝申し上げます。 

  
地区研修・協議会 実行委員長 

宇都木寛次様（古河中央 RC） 
お世話になります。 

  
佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 

本日は、古河中央ロータリークラブ、福田一郎様、宇都木寛次様、ようこそいらっしゃい

ました。 

地区研修・協議会、皆様、ご協力の程よろしくお願い致します。 

  
小倉郁雄 ハンディと同伴者にも恵まれまして、先日のロータリーゴルフで、優勝することが、できまし

た。 

本日は、坂田さん、松井さん、地区研修・協議会に向けての説明、よろしくお願いします。 

  
桑原正信 ご無沙汰しております。この度は、第 4分区 IM記念ゴルフ大会におけるチャリティ募金の一部

を、NPO 法人 希望に贈呈して頂けるということで、大変ありがとうございます。奨学金の一

部として、大切に使わせていただきます。 

  
板橋孝司 3 月 31 日の秦野市での合同例会参加者の皆様、ご苦労様でした。また、本日のクラブ協議会、

地区研修・協議会、副実行委員長の坂田さん、松井さん、宜しくお願いします。 

  
久野 茂 古河東 RC ゴルフ同好会コンペで、年齢の差のベストグロス賞をいただいちゃいました。次回

は、ベスグロ優勝をいただきたいです。福田一郎様、宇都木寛次様、ようこそ！！ 

  
坂田信夫 誕生祝いをいただき、ありがとうございました。25日で 77 才になります。これからも、健康に

留意してロータリー活動に努めます。婚期が遅れておりました末娘が、ようやく、4 月 2日結婚

式を挙げることができました。鬼の目にも涙でした。 

4月 9日の地区研修・協議会、協力、よろしく。 

  
杉岡榮治 地区研修・協議会、坂田信夫、松井実、副実行委員長、よろしくお願いします。 

スマイル委員長 須永恵子 
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松井 実 4月 8日、9 日、地区研修・協議会、コ・ホスト、お手伝いをお願致します。 

  
高橋采子 秦野名水 RCとの合同例会、とても楽しいひと時でした。ちょっと早い桜、めずらしい「おきな

草」の群生！美しい花との出会いが、トキメキです。 

  
鈴木 操 地区研修・協議会について、坂田さん、松井さん、宜しくご指導下さい。 

  
古谷弘之 お誕生日プレゼントありがとうございました！ 

  
三田浩市 3 月 31 日の秦野名水ロータリークラブとの合同例会は、お蔭様で楽しい一日を過ごさせていた

だきました。参加された皆様、ご協力ありがとうございました。 

  
江口達司、 

江口紀久江 
地区研修・協議会に向けて、卓話で勉強させていただきます。 

  
佐谷道浩 地区研修・協議会、必ず成功させましょう。 

  
海老沼 堯 地区研修・協議会、お願いします。桜満開ですね！4月生まれの方々、おめでとうございました。 

  
須永恵子 よろしくお願い致します。 

  
戸叶伊津子 地区研修・協議会、よろしくお願い致します。 

  
武澤郁夫 クラブ協議会、坂田さん、松井さん、卓話ありがとうございます。 

  
大野裕子 よろしくお願い致します。 

  
石川 久 福田一郎地区会計長、宇都木寛次地区研修・協議会実行委員長、本日は、ありがとうございます。

坂田様、松井様、本日は、宜しくお願いします。 

  
福江眞隆 ゴルフ、お疲れ様でした。さあ、今度は、地区研修・協議会、よろしくお願い致します。 

  
小森谷久美 秦野名水ロータリークラブ訪問は、楽しい時を過ごさせていただきました。ありがとうございま

した。4月生まれの方、おめでとうございます。 

  
大高 滋 坂田信夫、松井実、両副実行委員長、ご苦労様です。ご指導よろしくお願いします。 

  
大橋みち子 地区研修・協議会に向けてのご指導、よろしくお願い致します。 

  
小山幸子 坂田様、松井様、ご指導を宜しくお願い致します。 

  
田口精二 地区研修・協議会の件、勉強させていただきます。 

  
小林好子 地区研修・協議会に向けて、坂田信夫副実行委員長、、松井実副実行委員長、よき、ご指導、よ

ろしくお願いします。 

  
三ヶ尻智昭 よろしくお願い致します。 

  
福田優子 地区研修・協議会、宜しくお願いします。 

  
岡村裕太 坂田様、松井様、御指導、宜しくお願い致します。 

 

  

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥84,000 ￥2,035,000 ￥2,000,000 102.67％ 
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例会日程 例会会場 内 容 

第 1738 回例会 

4 月 19 日（火）↓ 

4 月 16,17 日(土,日) 

つくばノバホール 

◆移動例会 第 2820 地区 地区大会 

◆16 日（土）会長幹事会・地区指導者育成セミナー 

バスなし 各自移動 

◆17 日（日）バスあり 古河駅東口 朝 7 時発 

第 1739 回例会 

4 月 26 日（火） 
古河商工会議所 

◆お客様卓話 防災活動等について(水害対応等も含めて) 

古河消防署長 殿塚和男様 

第 1740 回例会 

5 月 3 日（火） 
 ◆法定休会（憲法記念日） 

第 1741 回例会 

5 月 10 日（火） 
古河商工会議所 

◆第 11回理事会 午前 11時から 

◆月初めのお祝い 

◆クラブ協議会 地区大会・地区研修・協議会を終えて 

地区研修・協議会分科会参加者及び 3 年未満会員 

などのリレートーク 

第 1742 回例会 

5 月 17 日（火） 
小山グランドホテル 

◆移動例会 小山南 RCとの合同例会 

午後 6時点鐘（予定） 

第 1743 回例会 

5 月 24 日（火） 
古河商工会議所 

◆会員卓話 RIの最新情報（RI規定審議会に参加して） 

山崎清司パストガバナー 

第 1744 回例会 

5 月 31 日（火） 
 ◆休会（ソウル国際大会出席のため） 

地区行事 倉沢修市地区ガバナーテーマ「初心にかえり 新たなる一歩を」 

4 月 16,17 日(土,日) 地区大会 つくば市 ノバホール 

5 月 28 日～6 月 1 日 国際大会 韓国 ソウル 

 

 

 

◆例会を欠席する時は前日までに幹事又はＳＡＡまでご連絡ください。 

幹 事：土方信太郎 e-mail s-hijikata@orderhoken.com 080-3707-7970／0285-37-6118 

S A A：柿沼 利明 e-mail aam52570@nyc.odn.ne.jp 090-3570-6743／0297-36-2553 

◆原稿の送信先は、e-mail m5.matsui@nifty.com 又は FAX 0280-22-4933(松井)までお願いします。 

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（PM12:30～13:30） 例会場：古河商工会議所3F（古河市鴻巣1189-4 電話0280-48-6000 FAX0280-48-6006） 

文 責：古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会 [松井・松本・三田] 


