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本日の予定 

移動例会 小山南 RC との合同例会（小山グランドホテル） 

17：30 古河駅西口バス出発 

18：30 点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生の陳蕤坤さんようこそいらっしゃいました。今年の 4月から来年 3月

までの 1年間でございますが、よろしくお願いいたします。 

本日はスマイルボックスについてお話しさせていただきます。いつもニコニコ笑

顔の須永恵子スマイルボックス委員長、毎週集金ありがとうございます。本年度の

目標を 200万円と掲げましたが、現在 106％となりました。皆様の善意のご寄附あ

りがとうございました。 

五大奉仕の中のクラブ奉仕に関する経費は、皆様方の年会費が使われます。職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕、青少年奉仕に関する資金はスマイルボックスのお金が使われます。 

スマイルボックスは、1936年に大阪のロータリークラブで実施されました。個人の自由意思によって

寄付するもので、金額は多くても少なくても良いのです。最近のクラブ例会でのスマイルは、卓話者へ

のエールやお誕生日の方へのメッセージ等が中心になっておりますが、もっと自由に題材を選んでいた

だきたいと思います。例えば、家族のお祝いや孫自慢、会社での嬉しいことや失敗談なども、笑いに変

えて書いていただきますと、お互いをもっと身近に感じることが出来、親睦も深まることと思います。 

移動例会が多いとスマイルの集まり具合も気になります。会長ともなりますと色々な心配事があるも

のですね。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

古河東ロータリークラブ 

 
 
 

会長 佐藤孝子  幹事 土方信太郎 

Vol.41 2016.5.17 

第 1 7 4 2 回例会 

５月の強調月間『青少年奉仕月間』 

2015－2016年度会長 佐藤孝子 

柿沼利明 SAA ソングリーダー 福田優子会員 

君が代、奉仕の理想、バースディソング 
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進 行：小森谷久美親睦委員長 

該当者：山腰すい会員 

 

 

 

 

 

 

 

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 

議長 佐藤孝子会長 

【地区研修・協議会、地区大会を終えて】 

坂田地区研修・協議会副実行委員長 

4月 9日、無事終えることができました。ありがとうございました。 

コ・ホストとして、底辺から古河中央クラブのホストを支えて頂く作業でございました。

ご存じのように、本会議会場設定、分科会会場設定など苦慮いたしましたが、実際当日を

迎えるまでは、分科会会場までの移動に、10分程度の徒歩が予定されておりましたので、

天候が気がかりで、雨天の対応にも備えておりましたが、無事晴れ渡り、また、桜の花の

満開を迎え、かえって良い散歩をお楽しみいただけたようでございました。古河東クラブ

の総力結集の賜物と感謝申し上げます。本当にご協力、ありがとうございました。  

米山奨学生 陳 蕤坤(チン ズイコン)さんの紹介及び米山奨学金の贈呈式 

米山奨学生さんと石川久米山カウンセラー 

米山奨学金贈呈 陳 蕤坤(チン ズイコン)さん[中国]自己紹介 

月初めのお祝い 

クラブ協議会＜地区研修・協議会、地区大会を終えて＞ 
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松井地区研修・協議会副実行委員長 

本来でしたら、皆様にすぐに御礼を申し上げねばならないところ、すっかり時間がたっ

てしまいました。遅ればせながら、皆様のご協力、本当にありがとうございました。 

私も、当日の雨天を恐れ、眠れないほどでしたが、たくさんの方々のお手伝いが功を奏

し、晴天にて迎えることができました。 

最終段階と致しまして、報告書作成の完了をもって役職から、離れられるかと思います。 

後日、慰労の席がございましたら、皆様と共に、労をねぎらいたいと考えております。 

本当にありがとうございました。 

松本幸子会員 

皆様、打ち合わせとか忙しそうでしたので、とにかく動けるのは、自分かなと思って、

先輩方の指示に従いながら、あちこちへと、頑張って動いておりました。私がどうしよう

かと悩んでいるときに、三田さん、戸叶さんが、一緒になって考えてくださり、こんな風

にした方が良いとか、あんな風にした方が良いとかご協力いただき、お弁当他、無事全う

できたかなと思います。 

本当に、古河東クラブは、統率もそうですが、協力体制がしっかりしていると思います。

改めて、古河東クラブに居てよかったと思いました。良い経験をさせて頂きました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

岡村裕太会員 

私、初めて参加させていただきました。前日の準備には出られませんでしたが、本番当

日参加させていただきました。何をしたらよいかわからなかったのですが、一番腕を挙げ

たのが、椅子の片づけでした。 

また、より一層磨きをかけ、次回は、これを生かしたいと思います。 

 

 

福田優子会員 

何をするか、何をしたらよいか、右往左往する一日でした。ロータリークラブでも、肉

体労働があるのだなとびっくり致しました。でも、体を使う方が、頭を使うより、健康的

で良いなと思います。 

お天気も良くて、良いお花見ができ、良い経験をさせていただきました。本当にありが

とうございました。 

 

【地区大会を終えて】 

大橋みち子会員 

地区研修・協議会では、職業奉仕委員会の分科会に出席してまいりました。 

グループでは、幸い古河クラブの蓮見さんとご一緒となり、二人で纏めることができま

した。出席してみて初めて、理解が深まったと感じております。 

初めての地区大会参加でしたが、タイ、フィリピン、と日本の国歌が流れたときに、何

故か感動してしまいました。 

また、落語家であり、医学博士でもある、立川らく朝さんの健康落語、にも感動し、益々

落語が好きになってきました。 

段々とロータリーを理解し始めてきていると思いました。ありがとうございました。  
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田口精二会員 

地区大会参加は、2回目ですが、龍ケ崎の倉沢修市ガバナーさんもつくば市、来年度の

古河市の白戸仲久ガバナーもつくば市で開催ということで、古河市にも大きな施設があれ

ば良いなと思いました。 

良かったことは、茨城県内のクラブ会員が集まるわけですから、そういった方とお会い

できたり、思わぬ方と再会できたりと広くお付き合いができるので、うれしく思いました。 

特に、今回は、お食事がたくさんありましたね。前回より多いと思いました。 

私には、食べきれないほどでした。健康落語も良かったと思います。 

素晴らしい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 

小山幸子会員 

地区大会参加は、初めてでしたが、国歌斉唱でも、ロータリーソングでも、すごく厳か

であったように思います。丁寧に扱うというか、会場で聞いた歌は、いつもと違って聞こ

えました。凄く感動を覚えました。 

また、次期開催案内の時、白戸仲久ガバナーエレクトと共に古河中央クラブ会員の皆さ

んがたくさん壇上に並ばれて、凄く盛り上がっているなーと感じました。ありがとうござ

いました。 

小林好子会員 

地区大会会場が、厳かで、良かったと思いますし、懇親会のお食事も良かったと思いま

す。 

会場における、ホストの皆さんの、気配りを感じました。とっても楽しかったです。 

ありがとうございました。 

 

 

三ヶ尻智昭会員 

地区大会は、風邪をひいて参加できませんでしたので、地区研修・協議会のお話ですが、

駐車場担当で、プラカードをもって案内しておりますと、こんなにもたくさん人が集まる

ことに驚きました。 

先ほど坂田さんからお話がありましたが、桜があまりにもきれいに咲き誇っておりまし

たので、いらっしゃった方々に、桜を背景に写真を撮りませんかとお声がけできたことが

良かったと思っております。 

小森谷久美会員 

地区大会は、親睦活動委員長としてバスガイドをしておりました。当日、天候には恵ま

れませんでしたが、みなさん時間通りにご集合いただき、順調に会場まで到着しましたの

で、予定より早い到着でした。そのため、会場が開場しておらず、会長・幹事到着前に集

合写真を撮ってしまいました。ご容赦ください。また、朝食の準備、バスの手配は高橋采

子会員にご協力いただきました。御礼申し上げます。往路・復路とも事故もなく無事に終

了できました。皆様のご協力に感謝いたします。 

 

久野茂ガバナー補佐 

地区研修・協議会は、古河東クラブならではのコ・ホストであったと思います。 

次年度、白戸仲久ガバナー年度、心を込めて、一人一人が大会を盛り上げれば、良い

と思います。 
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◆理事会承認事項報告 

1．6月のプログラム承認の件。 

2．4月の会計報告承認の件。 

3．女性会員の会、仮称「女子会」設置の件。 

4．熊本災害復興義援金支出の件。 

5．世界大会参加者への餞別支出の件。 

6．次年度委員会編成表承認の件。 

7．周年事業積立金徴収の件。(前期、後期各 1万円を次年度から 5年間) 

8．周年事業積立金会計へ一般会計から 300万円支出、繰り入れの件。 

◆報告事項 

1．バギオだより、ロータリー財団ニュース、ガバナー月信、ロータリーの友が届いております。皆様のメ

ールボックスに入っておりますので、ご確認、ご覧ください。 

2．理事会承認後の次年度委員会編成表が皆様のメールボックスに入っておりますので、ご確認、ご覧くだ

さい。 

3．まくらがの里花桃ウオーク、古河マスターズ野球大会、協賛の礼状が、届いております。 

以上です。 

▮ 親睦活動委員会 小森谷久美委員長 

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。皆様のメー

ルボックスにも配布致しましたが、バスの方は、小山グランドホテルのバスが、17時 30分

古河駅西口、服部石材店前出発、直接現地にいらっしゃる方は、小山グランドホテル 18 時

集合、18時 30分点鐘となります。よろしくご参加願います。 

▮ 青少年奉仕委員会 代理 土方信太郎幹事 

5月 7日(土) 国際ロータリー第 2820地区、ローターアクト『第 24回地区大会』が水戸市白

梅 2 丁目フェリヴェールサンシャインに於いて、13 時 30 分点鐘にて開催されました。私

と、江口紀久江青少年奉仕委員長とで参加してまいりました。主な話題は、再来年開催され

ますローターアクト全国研修会へ向けての、アピールポイントと今後の作業進行についてで

した。 

水戸ローターアクトクラブと茨城大学ローターアクトクラブの当日参加人数の出席率が、ほぼ 100％であ

ったこともありますが、人数の多さを認識することができました。この調子で、アクト会員の増強を図り、

実働会員を増やすことにより、全国研修会を成功に導けることになればと、参加者一同思いを一つにして

おりました。 

次年度は、下館ローターアクトクラブから地区代表を、次次年度には、古河地区ローターアクトクラブか

ら地区代表を、輩出することになります。これからも、アクトの例会、イベントへの参加はもちろんの事、

増強へのお力添えをお願い致します。 

  

幹事 土方信太郎 
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▮ 次期会長 江口達司会長エレクト 

6 月 8日（水）午後 6時 30 分から、やなぎや遊水亭に於いて、新旧委員長引継会を開催い

たします。 

委員会編成表も、完成間もありませんが、よろしくご出席の程、お願い致します。 

▮ 国際奉仕委員会 松本幸子委員長 

友部ロータリークラブから、タイのマングローブメンテナンス事業協賛に対し、礼状と事業

報告書が届いております。回覧いたしますのでご覧ください。 

 私たちのクラブの事業である、エコー診断装置贈呈事業ですが、5月 20日(金)、フレーロ

ータリークラブのツーラ幹事、ジャンチブ会長が、成田においで下さり、いよいよモンゴル

へ届くこととなります。特に、古河病院の福江眞隆院長には、大変お世話になりましてありがとうございま

す。当日は、久野ガバナー補佐と私で成田に行き、福江院長から届く機器をジャンチブ会長にお渡しする予

定であります。 

▮ 職業奉仕委員会 高橋采子委員長 

第 4 回目の出前卓話、古河第二高校 2 年生に対し、社会人講話として、5 月 13 日(金)2 時

10分集合、2時 30分から 3時 20分まで講演となります。 

皆様のご協力により、匠きもの短期大学校の山本ひかるさん、古河病院から高星さん、三ヶ

尻工業の三ヶ尻会員、佐谷法律事務所から、斉藤さん、ローテロゼから江口昴さん、ロータ

ーアクト会員の松本絵梨香さん、この 6名の方々が講師を務めてくださいます。会員の方で、お時間のござ

います方は、是非、お出でいただいて、生の活動状況をご覧いただければと思います。 

▮ プログラム委員会 佐谷道浩委員長 

プログラム委員会として、最後の役職となります 6 月のプログラム、本日の理事会にて、

後記のとおり、承認されましたので、報告いたします。 

▮ ゴルフ同好会 佐谷道浩幹事 

6月 12日(日)、ゴールデンレイクスにて、ゴルフ同好会コンペが開催されます。ぞくぞく参加申し込みを

お受け致しておりますので、お忘れなくお願い致します。 

▮ 出席委員会 古谷弘之委員長 

◆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 1740 回(5/10)例会出席率報告 1738(4/16,17)修正出席率報告(前々回) 

◆米山奨学生 陳 蕤坤 

（チン ズイコン）さん 

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 52 名 ②出席計算に用いた会員数 52 名 

③出席又は Make Up 会員数 38 名 ③出席又は Make Up 会員数 52 名 

④出席率 73.08％ ④出席率 100.0％ 
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社 会 人 講 話 の 講 師 派 遣 報 告 
 

 

職業奉仕委員会担当にて、平成 28年 5月 13日（金）午後 2時 30分～午後 3時 20分、茨城県立古河第

二高等学校に於いて、第 2学年生の進路指導の一環として、一般社会に於いて第一線で活躍している方々

のお話を聞いて頂くことにより、進路指導に役立てることを目的に実施致しました。 

参加講師は、下記のとおり。 

１．山本ひかる（匠短期大学校講師） 

２．高星香織（古河病院看護師） 

３．三ヶ尻智昭（三ヶ尻工業経理部長） 

４．斉藤愛（佐谷法律事務所弁護士） 

５．江口昂（ローテローゼ美容師） 

６．松本絵理香（東新工業ローターアクト会員） 

他古河東ロータリークラブ会長佐藤孝子、社会奉仕委員長 高橋采子、松本幸子会員が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

講

師

の

方

々 

①山本ひかるさん ②高星香織さん 

⑤江口昂さん ⑥松本絵理香さん 

④斉藤愛弁護士 ③三ヶ尻智昭会員 
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佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 

米山奨学生、陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそいらっしゃいました。 

1年間よろしくお願い致します。お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

  
山崎清司 PDG 米山奨学生、陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそ。1年間楽しんで下さい。 

地区大会の思い出話楽しみですね。 

  
豊田 慧 暑くなったり、涼しくなったりと、このところ、天候が不順で、体調管理が大変です。 

  
久野 茂 地区研修・協議会と地区大会に参加されました、比較的新しい会員の皆様、感想は、いかがでし

たでしょうか？これも、「汗かく」勉強の一つ、各先輩方の「姿」を自分に照らして・・？ 

また、楽しめたでしょうか。佐藤会長、土方幹事、あと、少しですね。ガンバレ！！ 

  
坂田信夫 4月 9日の地区研修・協議会では、古河東クラブの皆様のご協力のお蔭で、無事終了することが

できました。有難うございました。副実行委員長として、厚く御礼申し上げます。 

  
杉岡榮治 卓話よろしくお願い致します。 

  
松井 実 地区研修・協議会、コ・ホスト、のご協力、大変ありがとうございました。 

  
高橋采子 陳さん、ようこそいらっしゃいました。地区大会、お疲れ様でした。 

クラブ協議会、宜しくお願いします。 

  
鈴木 操 陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそいらっしゃいました。 

地区大会、参加された方々、今日は、スピーチ楽しみです。 

  
江口達司 よろしく。 

  
佐谷道浩 地区大会など、お疲れ様でした。米山奨学生、陳さん、ようこそ。 

  
須永恵子 米山奨学生、陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそいらっしゃいました。 

一年間よろしくお願い致します。 

  
武澤郁夫 月初めのお祝い(5月生まれ)の方、おめでとうございます。 

陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそ。 

  
石川 久 5月生まれの皆様、おめでとうございます。 

陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそいらっしゃいました。 

  
山腰すい 米山奨学生、陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそ！ 

石川さん、カウンセラーとして、頑張って下さい。 

  
福江眞隆 モンゴルへ超音波装置を送る予定です。 

松本さん、久野さん、ご苦労様です。無事到着しますように！ 

  
松本幸子 誕生日の皆様、おめでとうございます。地区研修・協議会お疲れ様でした。 

  
三田圭子 お誕生日の皆様、おめでとうございます。 

米山奨学生、陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそいらっしゃいました。 

  
大高 滋 地区研修・協議会、地区大会、ご苦労様でした。 

  
大橋みち子 地区大会では、大変お世話になりました。 

陳 蕤坤(チン ズイコン)さん、ようこそお出で下さいました。 

  
小山幸子 お誕生日おめでとうございます。宜しくお願い致します。 

  

スマイル委員長 須永恵子 
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田口精二 地区研修・協議会、地区大会、リレートーク、楽しみです。 

  
小林好子 本日もよろしくお願いします。 

  
福田優子 地区研修・協議会、地区大会、大変お世話になりました。 

とても楽しく参加させていただきました。 

  
岡村裕太 ようこそお出で下さいました。陳 蕤坤(チン ズイコン)様、宜しくお願い致します。 

 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

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） 

第 1745 回例会 

6 月 7 日（火） 
古河商工会議所 

◆第 12 回理事会兼第 4 回被選理事会 例会場 11 時から 

◆月初めのお祝い 

◆会員卓話 イニシエーションスピーチ 

岡村裕太会員 

第 1746 回例会 

6 月 14 日（火） 
古河商工会議所 

◆会員卓話 1 年を顧みて 

5 大奉仕委員長 

第 1747 回例会 

6 月 21 日（火） 
古河商工会議所 

◆会員卓話 1 年を顧みて 

佐藤孝子会長・土方信太郎幹事 

第 1748 回例会 

6 月 28 日（火） 
ホテル山水 

◆移動例会 佐藤孝子会長・土方信太郎幹事年度さよならパーティ 

午後 6 時 点鐘 

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 

6 月 8 日（水） 新旧委員長引継会 やなぎや遊水亭 

 

 

◆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 

￥54,000 ￥2,184,500 ￥2,000,000 109.22％ 

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] 


