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本日の予定 

会員卓話 イニシエーションスピーチ 

岡村裕太会員 

月初めのお祝い 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古河市国際交流協会前会長山腰すい様に代わりまして、新会長山口賢一様にご挨

拶をいただきましてありがとうございました。協会の発展をお祈り申し上げます。 

下館ロータリークラブの神山芳子様、潮田武彦様、韓国ソウル国際大会には山崎ト

ラベルで参加なさるとのこと、ご挨拶にお見えになりました。 

池田清パスト会長ですが、体調を崩し古河日赤病院に入院していらっしゃいます。

クラブを代表して私がお見舞いに行ってまいりました。 

会長の時間も残り数える程となりました。日本の文化や着物などについて皆様にお伝えすることが

十分でなかったような気がします。そこで本日は風呂敷についてお話しいたします。 

大風呂敷を広げるという言葉があります。実現しそうもないホラを吹いたり、大きな風呂敷を広げ

ても包むべき大きな物が無い事をいうのですが、この包むという文字は母親の胎内に子供が宿ってい

る形を象形文字で表したものです。包むという行為は物を大切に扱う心の現れです。物を包むのに用

いた方形の布を「布帛(ふはく)」とか「ひらづつみ」と言いました。 

室町時代（足利義満）は、蒸し風呂で床に布を敷いて風呂に入りました。また、風呂に入るときに

脱いだ着物を包んで置き、風呂から上がってからこの布の上で身繕いをしました。 

江戸時代では、包む布全般を風呂敷と言うようになり、銭湯に行くときは浴衣を包む、帰りは着て

行った着物を包みました。 

和服は風呂敷と同じ平らな布を八枚縫い合わせて作った平面的なものです。着装の時にその人の体

形に合わせて立体的に装います。これは風呂敷と同じで、中身に合わせて丸くにも四角にも、大きく

も小さくも自由自在に変化する、日本人の大らかな心そのものです。 

  

古河東ロータリークラブ 
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古河市国際交流協会 会長 山口賢一様 

山腰すい会長の任期満了に伴い、この度、会長に山口賢一様が就任いたしました。今後ともよろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブから、27日からの韓国・ソウルロータリー国際大会 

に出発なさる方への餞別金の贈呈 

 

 

 

  

お客様ご挨拶 

国際交流協会会長交代挨拶 

ソングリーダー 岡村裕太会員 

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 

餞別金の贈呈 

柿沼利明 SAA 

ソウル国際大会に出発なさる方々 

山口賢一新会長挨拶 
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山崎清司パストガバナー 

【規定審議会に出席して】規定審議会 代表議員 山崎清司  

規定審議会は 2016 年 4 月 10 日から 15 日までシカゴで開催さ

れました。 

規定審議会は、国際ロータリーの立法機関（法律を制定するこ

と）で、その組織規定を 改正する権限を有します。 

規定審議会は 3年に一度 世界の全地区（534）から 1名の代表議員が集まり クラブ、地区、RIBI審議

会、RI理事会、規定審議会によって提出された立法案を討議し、投票を行うために開かれます。 

今回の規定審議会は、クラブの自主性・柔軟性が強調されました。  

その 1．本クラブは、毎週１回、細則に定められた日および時間に定期の会合を開かなければならない 

（週一回定期例会） 

その１の変更：クラブが月に少なくとも 2回以上の例会を行う限り、いつ、どのくらいの頻度で例会を開

くか、あるいは例会をキャンセルするか、また何をもって例会とするかについて、より多くの裁

量をクラブに与えるものとする【392-82】  

ロータリー110 余年の歴史が 20 分で瓦解しました。それも毎週例会否定者がなんと 8 割に上り

ました。これが採択されるとどよめきと驚きの声が会場に充満し異様な雰囲気になりました。 

さらに祝日のある週の例会日は理事会により例会取り消しができるとしました。通常例会とオン

ライン例会の組み合わせ例会も可となり、例会出席がゆとり例会となりました。しかしこれはや

らなければならぬということではありません。やってもいいよとなったことだけです。 

その 2．（1）事業や専門職務の所有者（2）地方代理店、支店における管理職（3）（1）（2）からの退職者 

（4）地域社会のリーダー（5）ロータリー財団学友（6）子供の世話、配偶者の仕事の手伝いのた

め仕事を中断、または同じ理由のために仕事をしたことがない人（会員資格 6項目） 

その 2の変更：クラブは、職業上および（または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会および 

（または）世界において奉仕する意欲のある人 【386-75】となりクラブの自主性・柔軟性にお任

せとなりました。  

その 3．理事会によって定義されているロータリー財団学友である事。  

その 3の変更：理事会によって定義されているローターアクターまたはロータリー財団学友である事【413-

97】とし、ロータ－アクターのロータリアンへの道が開けました。 

決議 16-134 ローターアクター年齢 35歳引き上げは否決【218-288】 

その 4．すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。 

その 4の変更：入会金は、ロータリーの現代的なイメージを反映していない。ロータリーと同じ理念を持

ちながら入会金を含む入会のコストを支払えない人を排除する代わりにロータリアンとなれる

見込み者の枠を広げるべきである【232-228】 

その 5．人頭分担金を 2017年度より年 4ドルずつ 3か年にわたって増額する 

その 5の変更：下記の通り 2017年度より毎年４ドル増額になる【319-197 

白戸年度は予定どうり 56 ドルですが保延年度より 3 年間にわたり年 4 ドルつまり 60 ドル 64ドル 68ド

ルと上がります。  

「RIの最新情報（RI規定審議会に参加して）」 
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◆報告事項 

1．古河商工会議所広報誌「アクティヴ」、及び、水戸ロータリークラブ、水戸西ロータリー

クラブからの週報が届いております。回覧致しますのでご覧ください。 

2．6 月 25 日(土)古河地区ローターアクトクラブ最終例会案内と出席確認を回覧しておりま

す。ご記入方、お願い致します。 

3．ソウル国際大会の東京ナイトの時間、6時 30分から 8時 30分を 6時から 8時 30分に変更になった旨

の通知が届いております。 

以上です。 

▮ 会長エレクト 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（クラブ協

議会）をご案内致しておりますので、ご出席方よろしくお願い致します。 

本日、地区情報委員会からクラブ満足度調査アンケートをお配りいたしております。この会

場にて、ご記入のうえ必ずお帰りの際に提出くださいますようお願い致します。 

▮ 親睦活動委員会 小森谷久美委員長 

先週の小山南ロータリークラブとの合同例会、お疲れ様でした。当クラブからは、32名のご

参加を頂きまして、エンターテイナーが続出し、楽しい時間を持つことができたと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

さて、次なる、佐藤会長、土方幹事年度さよならパーティーのご案内になります。 

6月 28日（火）午後 6時点鐘にて、ホテル山水に於いて、開催されます。つきましては、出欠回答用名簿を

回覧いたしますので、ご家族の参加についても、ご記入方、お忘れなくお願い致します。 

例会終了時に、小森谷宛お戻し願います。よろしくお願い致します。 

▮ 国際奉仕委員会 松本幸子委員長 

この指とまれ」事業協力のお礼状と報告書が、水戸南ロータリークラブから届いております

ので、回覧いたしますのでご覧ください。 

当クラブの、エコー機器贈呈の為の受け渡し、先週の例会でお話しいたしまして、金曜日、

久野ガバナー補佐と私で成田に向かいました。早めに出発したのですが、列車ダイヤの遅れ

が重なり、成田エクスプレスにも 1 本遅れての乗車となってしまい、お約束の 11 時を過ぎてしまいまし

た。 

その間、ジャンチブさんから、お電話を頂き、エコー機器の大きさが、予想をしていた大きさより、はる

かに上回り、運搬手段についてのやりとりで、久野さんに対応をして頂き、結果的に、船便にて運搬する

ことに決定いたしました。 

従いまして、贈呈式当日は、現物の披露はできませんが、高橋采子パスト会長書による目録の贈呈でお願

いすることになりました。せっかく機器を調達し、梱包してくださった古河病院の福江眞隆院長始め会員

の皆様、ごめんなさい。 

以上ご報告いたします。  

幹事 土方信太郎 
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▮ 会計 大高滋会計 

本年度一年間、会計ということで、大変お世話になりました。勉強をさせて頂きましてあり

がとうございます。実は、次年度も会計を担当することになりました。引き続きよろしくお

願い致します。 

さて、次年度前期会費納入をお願いする時期になりました。6月中に完納をという運びに致

したいと考えております。前期会費 9 万円、周年事業積立金 1 万円、合計 10 万円を次回例会からお預かり

致しますので、宜しくお願い致します。 

▮ 青少年奉仕委員会 江口紀久江委員長 

【古河地区ローターアクト例会参加報告】《メール投稿記事》 

5月 20日（金）世界を知ろう！シリーズ 「韓国チヂミ例会」 

～そうだ！ チヂミ食うニダッ( *´艸｀)～ 

今回は、ロータリー世界大会の開催地でもあります、韓国の

歴史や食文化を学び、国際奉仕委員、松本絵理香会員の手作

り？（母：幸子会員作）チヂミを頂きました。 

参加者：古河東 RC 坂田信夫会員、石川久会員、江口紀久江会員 

▮ 出席委員会 古谷弘之委員長 

◆6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 1743 回(5/24)例会出席率報告 1741(5/10)修正出席率報告(前々回) 

◆下館 RC 

神山芳子様 

潮田武彦様 

◆国際交流協会会長 

山口賢一様 

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 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 37 名 ③出席又は Make Up 会員数 39 名 

④出席率 71.15％ ④出席率 75.0％ 

 

 

古河市国際交流協会 

会長 山口賢一様 

直前会長 山腰すい様 

この度、新会長に任命されました。今後ともご支援、ご協力よろしくお願い致しま

す。 

  
神山芳子様（下館 RC） こんにちは。国際大会前のご挨拶にお伺い致しました。 

今回も、迷子にならずに済みます。 

  
潮田武彦様（下館 RC） 本日は、よろしくお願します。山崎様の卓話楽しみに参りました。 

スマイル委員長 須永恵子 
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佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 
古河市国際交流協会会長、山口賢一様、下館ロータリークラブ、神山芳子様、潮田武彦様、

ようこそいらっしゃいました。山崎清司パストガバナー、卓話よろしくお願い致します。 

5月 29日、韓国、ソウルで開催される国際大会に出席してまいります。 

  山崎清司 PDG 小山南ロータリークラブとの合同例会、成功おめでとうございます。 

金曜日からソウル国際大会にまいります。 

総勢 33名の団体です。又、今日は卓話宜しく願います。 

  
小倉郁雄 山崎清司さん、卓話宜しくよろしくお願いします。 

  
池田三郎 宜しく。 

  
久野 茂 佐藤年度もあと少し、ガバナー補佐「新旧」会議も終了。皆様のご協力に深く感謝いたします。 

一年間ありがとうございました。 

  
坂田信夫 山崎清司パストガバナー、卓話よろしく。 

  
福富好一 山崎清司パストガバナー、よろしくお願い致します。 

  
松井 実 山崎清司パストガバナー、卓話ありがとうございます。 

  
高橋采子 先週の小山南ロータリークラブとの合同例会、お疲れ様でした。 

山崎さん、卓話よろしくお願いします。 

  
森 敏夫 山崎清司パストガバナー、卓話よろしくお願いします。大変なお役目ご苦労様です。 

  
鈴木 操 山崎パストガバナー、本日は宜しくお願い致します。 

  
江口達司 

江口紀久江 

山崎パストガバナー、卓話楽しみです！ 

世界大会もお世話になります。 

  
海老沼堯 山崎様、久々に「山崎節」お願いします。フクロウの子供も、3羽無事巣立っています。 

  
須永恵子 よろしくお願い致します。 

  
戸叶伊津子 山崎パストガバナー、お勉強させていただきます。 

  
武澤郁夫 山崎さん、卓話ありがとうございます。 

  
石川 久 昨日、マイカーのタイヤを新しくしました。乗り心地最高！新品は、良いですね！ 

  
福江眞隆 エコー、モンゴルに無事届くことを祈っております。 

山崎清司パストガバナー、卓話よろしくお願いします。 

  
小森谷久美 山崎パストガバナー、勉強させていただきます。 

世界大会、お気を付けて！ハプニング話、楽しみにしています。 

  
松本幸子 山崎清司パストガバナー！！楽しい卓話、宜しくお願いします。 

  
三田圭子 山崎清司パストガバナー、卓話楽しみにしております。宜しくお願い致します。 

  
大高 滋 山崎清司パストガバナー、RI規定審議委員会、大変ご苦労様でした。 

ご指導よろしくお願いします。 

  
大橋みち子 小山南ロータリークラブとの合同例会、大変楽しかったですね。 

当クラブには、本当に専属歌手が多いですね。これからもよろしくお願い致します。 

山崎清司パストガバナー、卓話楽しみにしております。 

  
小山幸子 山崎清司パストガバナー、卓話楽しみにしております。 
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小林好子 先日、次女が、結婚しました。私も、ホッとした感じです。 

これからも、ロータリー頑張ってゆきます。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 いつもお世話になり、ありがとうございます。 

山崎清司パストガバナーの卓話、いろいろと教えてくださることに、感謝します。 

  
岡村裕太 山崎様、国際的な話、楽しみにしています。 

  
小山南ロータリークラブとの合同例会分で

掲載できなかった方々 
土方信太郎幹事、福江眞隆、福富好一、三ケ尻智昭 

 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

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」 

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。 

17 日の追加 年度累計 年度目標 達成率 

￥8,000 ￥2,249,500 ￥2,000,000 112.47％ 

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥76,500 ￥2,326,000 ￥2,000,000 116.30％ 

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] 


