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本日の予定 

クラブ協議会 地区研修・協議会、地区大会を終えて 

地区研修・協議会分科会参加者及び入会 3 年未満会員他リレートーク 

月始めのお祝い 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木塚恵子さん入会おめでとうございます。先月 3月 29日の入会でございましたが、

地区研修・協議会、地区大会と続けての移動例会のため、入会式を大変お待たせいた

しました。これで女性会員 18名となり、クラブ会員は 56名となりました。男女手を

携えて平和への奉仕をして参りたいと思います。 

本日は、前古河消防署長殿塚和男様に卓話をお願い致しましたところ、快くご承諾

いただきましてありがとうございます。本部警防課副参事・消防指令長片倉政実様に

ご同行いただきまして、お忙しい中ありがとうございます。古河ロータリークラブ森田一雄様は、殿塚

様の卓話を是非お聞きしたいとのことでご来訪いただきました。 

東日本大震災から 5年、昨年は鬼怒川の氾濫と常総市の大水害、この度の熊本の大地震と、日本各地

が災害に見舞われております。 

クラブに於きましては、社会奉仕委員会活動といたしまして、災害救助犬活動支援のためのクリアフ

ァイルを作り、古河市内小中学校やその他の所に配布し、災害に対する認識を深めていただいておりま

す。クラブ会員の栗田動物病院の栗田吾郎先生は、熊本大地震の現場に車で 20 時間かけて駆けつけ、

災害救助犬と共に救出活動をなさったと伺っております。 

皆様にお礼を申し上げるのが大変遅くなりましたが、地区研修・協議会では前日の準備から当日の役

割と 2日間に亘り重労働をしていただきましてありがとうございました。コ・ホストクラブといたしま

して成功を収めることができました。白戸仲久ガバナーエレクトより丁寧なお礼の言葉をいただきまし

たことをご報告いたします。 

地区大会では、バスが満席になる程大勢の皆様にご参加いただきましてありがとうございました。心

よりお礼申し上げます。 

 

 

 

 

  

古河東ロータリークラブ 
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板橋孝司副 SAA 

ソングリーダー 小林好子会員 

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 

木塚恵子会員入会式 

木塚恵子会員の紹介 久野茂会員 

木塚恵子会員入会挨拶 

歓迎の握手会 

木塚会員へ入会セットの贈呈 

木塚会員へバッチの贈呈 佐藤孝子会長 

ご主人様の会葬御礼ご挨拶 

植木静子会員 
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前古河消防署長 殿塚和男様 

先ほど、会長さんからも、お話がありましたが、九州地方では、熊本県を中心に、

特に大きな被害が発生し、今なお行方不明の方がいらっしゃる状況であります。 

東日本大震災から、丸 5年が過ぎ、以前と比べまして、地震はもとより、風水害と

いった自然災害が、多くなっているなと感じております。 

そんな中、平成 27年 9月関東・東北豪雨災害と茨城県では、常総市を中心に、大き

な被害を受けたわけであります。 

古河市に於いては、床上、床下浸水、29棟が被害を受けました。 

また、人的被害は、5名の方が負傷、内訳は、軽傷者が 4名、中等症者 1名であり、古河消防署管内

での活動にあっては、浸水した建物等にお住まいの住民の方を、ゴムボートを使用して、救出、救

助、また、排水作業は、夜を徹して行っておりました。 

先日、国土交通省、関東整備局に参りましたところ、担当の方から、昨年の常総市にて発生した水

害は、線状降水帯が埼玉県から宮城県まで北上していった。仮に、この線状降水帯が利根川沿いを北

上して、群馬県側にいった場合を考えると、利根川が被災したであろうということでした。 

この利根川水害に対しても、危機意識を持つことが、重要であります。 

古河市からも、洪水ハザードマップが各家庭に配布されていると思いますが、これも把握なされ、

備えて頂きたいと思います。 

最後に、本日皆様に配布致しました、住宅用火災警報器設置義務及び 10年交換のお知らせ、もご覧

いただき、ご協力方お願い致します。 

 

本部警防課副参事 片倉政実様 

平成 27年 9月関東・東北豪雨に於ける、常総市の被害状況、そして、当消防本部

の活動内容、古河市の被害状況、最後に、洪水における対応ということをお話しいた

したいと思います。 

以下画像をご覧いただきながら、お話させていただきます。 

《中略》 

最後に、洪水における対応です。 

先ず、正確な情報収集、至急的避難、避難の呼びかけに注意し速やかに避難を。 

先ほど、避難準備情報、避難勧告、避難指示という言葉が出ておりましたが、これは、行政が出す指

示ですが、一番強いのが避難指示で

す。 

避難準備情報は、避難する準備を

しましょう。避難勧告は、避難しま

しょう。避難指示は、避難しなさい

ということです。 

 

 

  

「防災活動等について（水害対応等も含めて）」 
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映像① ② 

④  ③ 

⑤ 
⑥ 

⑧ ⑦ 

⑨ ⑩ 
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◆報告事項 

1．水戸ロータリークラブ、水戸西ロータリークラブから週報が届いております。回覧いた

しますので、ご覧ください。 

2．地区研修・協議会、出席及び協力に対する礼状が、白戸仲久ガバナーエレクト事務所か

ら届いております。回覧いたしますので、ご覧ください。 

3．地区大会、出席及び協力に対する礼状が、倉沢修市ガバナー事務所から届いております。

回覧いたしますので、ご覧ください。 

4．古河公方祭り協賛金に対する礼状が、届いております。回覧いたしますので、ご覧ください。 

5．野木町煉瓦窯の特別優待券をお預かりしております。ご入用の方は、申し出で願います。 

以上です。 

▮ 次期米山奨学生カウンセラー 石川久会員 

4月 23日(土)、つくば市、山水亭に於ける、米山奨学生及びカウンセラー、オリエンテー

ションに出席して参りました。 

次年度、当クラブ受け入れ米山奨学生も、今年度のマラー・ズザナさんに続いて、素敵な

留学生です。チンズイコンさん、男性、筑波大学博士課程、生物系、自然科学専攻です。 

現在、ミツバチと菜の花の関連性を研究なさっていらっしゃるそうです。 

5月 10日の例会に来訪予定であります。皆様で暖かくお迎えいたしましょう。 

▮ シカゴ規定審議会出席報告 山崎清司パストガバナー 

シカゴで 3 年に一度開催される規定審議会は、組織規定（国際ロータリー定款、国際ロー

タリー細則、標準ロータリークラブ定款）を改正し、それ以外の提案を決議案として審議

する場です。 

今回は世界 534 地区からの代表議員ならびに関係者ら合計 700 人

が参加して、４月 11 日から 15 日まで開催され、181 件の立法案

が、8か国の言語に同時通訳され議事は進行しました。 

2016年度の大きな特徴としては、「自主性、柔軟性・多様性」とい

うことが随所に見られます。特にクラブ例会と出席に柔軟性を認め

る件（RI理事会提出・16-21）では、月最低２回は開催せよという

修正案が 392対 82という大差で採択されました。この表決が出る

と「オー」というどよめきが会場に一杯に響きました。まさに 100

年の歴史の転換でした。 

▮ アムステルダムでメイクアップ 山崎清司パストガバナー 

オランダと言えば風車・運河・チューリップが三大名所です。4月

中旬がチューリップの最盛期と聞いていたので、シカゴからオラ

ンダ・アムステルダムに飛びました。 

肌寒いアムステルダムですが、4月中旬は、夜 8時半ごろまでは明

るいのです。日本人が経営する住宅街の民宿ホテルに泊まりまし

た。街は世界からの観光客であふれていました。チューリップ 700

万本が咲きそろうキューヘンホフ公園にバスで行きました。無数

の遊歩道の周辺は７色のチュッリープで埋め尽くされています。

幹事 土方信太郎 
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アムステルダム最後の夜、アムステルダム・スロートル大工 RCに Make upしました。6時からビールや

ワインを飲み食事。7 時、コップをフォークで叩いて点鐘。オランダ語例会で 9 時までやります。私は、

飛行場へ行くので 8時に退席しました。 

▮ 国際奉仕委員会 松本幸子国際奉仕委員長 

私たちのクラブも、この指とまれ事業を手掛けておりますが、本日、つく

ば学園ロータリークラブと大子ロータリークラブから、賛同クラブに対

し事業報告書と礼状が届いておりますので、回覧いたします。 

▮ 親睦活動委員会 小森谷久美親睦活動委員長 

5月 17日(火)は、小山南ロータリークラブとの合同例会となっております。18時古河駅東

口出発、18時 30分点鐘となります。出欠並びに参加方法のバスまたは直接現地の選択に

ついて、ご回答を確認いただきたく、再度回覧いたしますので、必ずご記入方お願い致し

ます。 

▮ 次期幹事 須永恵子次期幹事 

28日(木)午後 6時から静にて、第 3回被選理事会を開催いたしますので、ご出席の程、宜

しくお願い致します。 

 

▮ 出席委員会 田口精二委員 

◆5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 1739 回(4/26)例会出席率報告 1737(4/9)修正出席率報告(前々回) 

◆前古河消防署長 

殿塚和男様 

◆本部警防課副参事 

片倉政実様 

◆古河 RC 

森田一雄様 

①名誉会員を除く会員数 56 名 ① 名誉会員を除く会員数 56 名 

②出席計算に用いた会員数 51 名 ②出席計算に用いた会員数 53 名 

③出席又は Make Up 会員数 37 名 ③出席又は Make Up 会員数 53 名 

④出席率 72.55％ ④出席率 100.0％ 

 

 

 

 

森田一雄様(古河 RC) メイクさせていただきます。殿塚前古河消防署長様、卓話ありがとうございます。 

  
佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 

前古河消防署長、殿塚和男様、本部警防課副参事、片倉政実様、ご臨席ありがとうございま

す。卓話よろしくお願い致します。古河ロータリークラブ、森田一雄様ようこそいらっし

ゃいました。 

木塚恵子さん入会おめでとうございます。 

熊本の大地震に栗田吾郎会員が、駆けつけ、災害救助犬と共に、ご活躍されてました。 

スマイル委員長 須永恵子 
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山崎清司 PDG シカゴ規定審議会の参加、無事、役目を果たしました。 

ハードな日程でしたが、なんとかやりとげました。 

  
池田三郎 よろしく。 

  
板橋孝司 先日の地区大会、会長幹事さん、始め皆様ご苦労様でした。 

又、本日の卓話、前古河消防署長、殿塚和男様、本部警防課副参事、片倉政実様、よろしくお願

い致します。 

  
久野 茂 主に火災では、まさに命がけ、ただただ、頭が下がります。本日は、防災のお話、拝聴します。 

木塚さん、ご入会、改めて、ありがとうございます。 

地区大会も終わり、ガバナー補佐の務めもあと少し。よろしく！！ 

  
坂田信夫 防災について、殿塚様、片倉様、よろしくお願い致します。木塚さん、入会おめでとう。 

  
池田三郎 木塚さん、入会おめでとうございます。殿塚様、片倉様、卓話よろしくお願い致します。 

  
杉岡榮治 殿塚様、片倉様、卓話よろしくお願い致します。木塚恵子様、入会おめでとうございます。 

  
松井 実 4月 8日、9日、地区研修・協議会、コ・ホスト、お手伝いいただきありがとうございました。 

殿塚様、片倉様、卓話ありがとうございます。木塚恵子様、入会おめでとうございます。 

  
高橋采子 地区大会、お疲れ様でした。木塚さん、ご入会おめでとうございます。 

ご活躍、期待しております。 

  
植木静子 主人の葬儀の際は、大変お世話になりました。 

  
鈴木 操 木塚恵子様、ご入会お目出度うございます。 

殿塚様、片倉様、防災について、教えてください。 

  
江口達司 よろしく。 

  
佐谷道浩 殿塚様、片倉様、本日は、お忙しいところ、卓話誠にありがとうございます。 

木塚さん、ご入会おめでとうございます。 

  
海老沼 堯 地区研修・協議会、地区大会、ご苦労様でした。「春まつり」で、出席できませんでした。 

木塚様、ようこそ。消防署の方々、お願い致します。 

  
須永恵子 よろしくお願い致します。 

  
星野龍肇 木塚恵子様、ご入会おめでとうございます。よろしくお願い致します。 

  
武澤郁夫 木塚さん、入会おめでとうございます。殿塚様、片倉様、卓話ありがとうございます。 

  
大野裕子 久しぶりの例会、今日、出席出来てうれしいです。 

皆様の笑顔！元気がもらえます。ありがとうございます。 

  
石川 久 殿塚様、片倉様、本日は、宜しくお願いします。木塚様、ご入会おめでとうございます。 

  
福江眞隆 木塚様、古河東 RCにようこそ。殿塚様、片倉様、卓話、宜しくお願いします。 

  
小森谷久美 木塚さん、ロータリーへようこそ。 

防災活動について、殿塚様、片倉様、卓話、宜しくお願いします。 

  
大高 滋 木塚恵子さん、ご入会おめでとうございます。防災活動について、前古河消防署長、殿塚和男様、

本部警防課副参事、片倉政実様、ご指導、宜しくお願いします。 
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大橋みち子 木塚恵子会員、入会おめでとうございます。 

前古河消防署長、殿塚和男様、本部警防課副参事、片倉政実様、ようこそおいで下さいました。 

防災活動についての卓話、よろしくお願い致します。 

  
小山幸子 卓話、勉強させて頂きます。 

  
田口精二 殿塚和男様、片倉政実様、卓話楽しみにしています。木塚恵子様、入会おめでとうございます。 

  
小林好子 本日の卓話、防災活動について、よろしくお願いします。 

入会式、木塚恵子様、おめでとうございます。 

  
三ヶ尻智昭 よろしくお願い致します。 

  
福田優子 木塚恵子さん、これから仲良くして下さい。防災活動の卓話、よろしくお願いします。 

  
岡村裕太 気持ちがスッキリする晴天ですね。防災、勉強させていただきます。 

 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

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 

18時古河駅東口バス出発、18時 30分点鐘 

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」 

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。 

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥77,000 ￥2,130,500 ￥2,000,000 106.53％ 

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] 


