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本日の予定 

会員卓話 1 年を顧みて 

5 大奉仕委員長（クラブ奉仕：職業奉仕：社会奉仕：国際奉仕： 

青少年奉仕：ロータリー財団：ロータリー米山奨学会の各委員長） 

♬ロータリーソング♬ それでこそロータリー、古河東ロータリークラブソング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソウル国際大会＆モンゴルの旅に 5 月 27 日成田を出発、6 月 5 日に帰国しました。

山崎トラベルに参加いたしましたのは 9クラブ 36名です。 

ソウル国際大会は 5 月 29 日(日)より 6 月 1 日(水)まで開催され、山崎トラベル一

行は、29日の開会式に出席いたしました。開会式は国旗入場に始まり、ラニル・ウイ

クラマシンハ、スリランカ首相、続いて 2015－2016年国際ロータリーK.R.ラビンド

ラン会長の歓迎の辞がありました。晴天の真夏のような暑さの中、全世界から 45,000

人が集う大きな大会でした。夜はソウル市内を見下ろす高級ホテル、グランドハイア

ットソウルにて、白戸仲久ガバナーエレクト主催の茨城ナイトが開催され、ご来賓には、タイのチヤ

イワイ様ご一行、Eクラブの皆様、27年前に初めてクラブでお世話をした米山奨学生リュウ・ゼ・ソ

ンさん(韓国)も出席、70名を超える参加者で和やかな晩餐会が行われました。 

5月 30日には、帰国組とモンゴル組に分かれてソウルを出発、モンゴル組 15名は、つくば学園ロ

ータリークラブの井田充夫様のお世話で 6 日間の旅となりました。翌 31 日、モンゴルの草原は、小

高い山々から成るもので、この山々の谷間を縫うようにして続く道をバスで進み、国立公園の中のテ

レルジのキャンプ場に到着。羊肉の料理で歓迎していただきました。昼は乗馬、夜は満天の星空を仰

ぎ、日常では味わえない、ゆったりとした時間を過ごすことができました。 

6 月 2 日には J.ガルバドラッハ理事長の新モンゴル学園を訪問し、その後フレーロータリークラブ

（ガルバドラッハ会長）の例会にお招きいただきました。そこにエコー機を待ち望んでいた患者の会

代表の女性 2人が出席なされ、感謝の言葉とモンゴル草原の絵をいただき、松本国際奉仕委員長も感

激の涙を流しておりました。 

翌 3日には、モンゴル国立ウランバートル第一病院にてエコー機の贈呈目録を、腎臓内科課長の女

医さんに贈呈いたしました。その後、人工透析の現場を見せていただき、ここに並んでいる機械は徳

洲会からの贈り物であると説明をいただきました。今回のエコー機は徳洲会グループの古河病院から

提供されたことを伝えましたら、一本の糸で繋がっているような縁を感じますと言われました。福江

先生ありがとうございました。そして夜は、モンゴル米山学友会による茨城ナイトを開いていただき、

歌にダンスにと親交を深めることができました。 

「奉仕の喜びは現場にあり」と言われます。エコー機の贈呈、カツジ子どもセンターの訪問、新モン

ゴル学園訪問、フレーロータリークラブとモンゴル米山学友会との交流など、沢山の感動をいただき

ました。 

「世界のプレゼントになろう」 「手を携えて平和への奉仕を」 

皆様のご協力のお蔭で本年度のテーマに一歩近づくことができました。  

古河東ロータリークラブ 
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進 行：小森谷久美親睦活動委員長 

該当者：小林好子会員、江口紀久江会員、山崎清司 PDG、岡村裕太会員、久野茂ガバナー補佐 

小森谷久美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコー機を贈呈した、モンゴル第 1病院の患者の会から 

絵画のプレゼントを頂きましたので、ご披露いたします。 

 

  

米山奨学生 陳 蕤坤(チン ズイコン)さんへ米山奨学金の贈呈 

奨学金の贈呈 

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 

月初めのお祝い 

柿沼利明 SAA 

陳 蕤坤(チン ズイコン)さん 

ご挨拶 

先日、米山記念館へ行ってき

ました。色々と感じ入ったこ

とを感想文にして、提出いた

しましたので、後日お配りで

きるかと思います。今後とも

よろしくお願い致します。 

戴いた絵画披露 

お誕生日のお祝いの方々 
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岡村裕太会員 

この度は「イニシエーションスピーチ」の時間を頂きありがとうございます。 

今月はロータリークラブの年度末にあたる忙しい月ですし、国際大会（韓国・モンゴ

ル）の土産話が大変気になる時に私の自己紹介で皆様の貴重な時間を費やすのは非常に

心苦しさを感じております。また昼食後と言う事もあり、眠くなると思います。その時

は体調管理もありますのでゆっくりと休んで下さい。まぁ、何度もある事ではないので

少々お付き合いして頂ければ幸いです。では始めさせて頂きます。 

私は昭和 50年に父：岡村富士男・母：和枝の第二子・長男として誕生しました。 

父・母・2つ上の姉の 4人家族です。現在、私は 40歳で妻・長男 6歳と二男 0歳の 4人で暮らしてい

ます。ついでに二男ですが、去年の 12月 8日の例会の 5時間後位に誕生しています。 

現在、私が営んでいる会社は父が創業した会社となります。父は昔、間々田にあった建材会社に勤め

ていましたが、ひとりで建具の図面でも書いて生活していこうと思い退社したそうです。 

その後、同じ会社にいた社員の数名の方が「一緒に建具の製作をしよう！」という事で集まり昭和 48

年に現在の「オカサッシ工業㈱」を設立しました。 

仕事の内容は鋼製建具（鉄のドア）の製造及び金属製建具の施工販売している会社です。鋼製建具と

はこの商工会議所の様な公共施設や病院・学校・商業施設などで防火・防犯の性能が必要な建物に使用

されている事が多い建具です。主に使用される鉄は亜鉛メッキを施した材料で 1.6ｍｍと 2.3ｍｍその他

ステンレスで 1.5ｍｍと 2ｍｍが板の状態で弊社に入荷し、その板を切断し、穴加工をし、曲げ加工をし

てから組み立てていきます。組立は溶接にて接合していきますが、扉の片面は両面テープで接合する場

合もあります。両面テープと言っても文房具屋さんでうっているものではなく構造用のもので強力なも

のを使用しています。そして、溶接した箇所をパテ処理をして平坦にしてその後、錆止め塗装を行い、

金物（丁番＝ちょうつがい）等を付けて出荷します。大きいものになると扉１枚で巾が 2ｍ以上高さは

4ｍ程度となり、重量が約 230ｋｇ程になる場合もあります。弊社で製作している製品に関しては殆ど同

じものや同形状というのがありません。したがってスーツやＹシャツでいう完全オーダー物になります。

これが弊社の 2本の売り上げ柱の 1本となります。もう 1本は同じ施設等に使用されるアルミサッシや

間仕切りといわれるパーティションやシャッターそれからトイレブースと言われるトイレの間仕切り

等を販売及び施工しています。これは弊社の製品ではなく大手メーカーで製造されている製品を打合せ

をしながら図面化し、製作した製品を現場に搬入し、搬入した製品を職人さんに取り付けて貰うと言う

のが業務の一連の流れとなります。普通、皆さまがお住まいになられている住宅等のサッシは規格品と

いって大きさも仕様も決まった種類のもののなかから選択して設置をするのが殆どな訳ですが、サッシ

業界の用語で言うとビル用建材という製品でほぼ全てといっていい程、建物毎でサイズが異なる為、サ

イズに関してはその度打合せにて製作をする様な形になります。スーツで言うイージーオーダーみたい

な感じでしょうか・・・。 

ついでに東京などにある超大型の建物などのサッシは全て新たに製作されるフルオーダースーツと

なります。これは起型等を行い材料の形から新たに製作される為、莫大な費用がかかる場合が殆どです。

ついでにアルミサッシを起型して製作（組立のみは別として）するのは富山県で生産されているものの

割合が非常に多くなります。富山県は立山連峰から流れる水が豊富な事と水力発電を利用した電力が安

いといった理由で全国の 37.8％のシェアを誇ります。富山県というところは皆様もご存じの様に立山連

峰から豊富なミネラルを含んだ水が流れ込み海産資源が豊富な県です。北陸新幹線も開通し大宮からで

も約 3時間あれば氷見の方（金沢より）まで行けるので行った事のない方は是非、1度行かれてみては・・・

と思います。（冬に食べる氷見の寒ブリや魚の昆布絞めなどはとても美味しいと思います・・・関東など

では非常に高値で出回りますが、こちらと比べると美味しいものを安価に入手が出来ます） 

「イニシエーションスピーチ」 
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会社の話に戻りますと弊社の販売先は栃木県・茨城県・群馬県にある森田建設工業㈱さんの様な建築

業者や建材メーカー（サッシメーカー/シャッターメーカー）となります。製作し出荷する製品のみの場

合は埼玉・千葉・東京・等も含まれます。皆様のなかで金庫に入りきらない財産を抱えていてなかなか

眠りにつけない方がおられましたら、森田建設工業㈱でコンクリートの壁を作り・オカサッシ工業㈱の

ドアを付けて頂ければ大切な財産をお守りする事が出来るかと思いますのでその際は是非ともご用命

頂ければと思います。 

私個人の紹介をしますと、学校を卒業して社会人としてひとりでどんな生活が出来るかを試したくな

ったのと、雪山遊びがしたかったと言う理由で長野県諏訪市の方に就職し勤務していました。建築現場

の監督員として仕事をしていたのですが、仕事場にスノーボードを朝から持って行って、仕事が終わっ

たらそのままスキー場に直行する様な楽しく気ままな生活をしていました。 

約 3年過ごし丁度慣れて快適になってきた頃に父から「そろそろ、帰って来い！」の電話が入り野木

の方に戻って来てオカサッシ工業に入社しました。 

父はその約 3年後位ですか・・・57歳の時に腎臓がんを発症しその後、肋骨・頭骨・ちょう骨にガン

が転移して行きました。 

ちょう骨にあるガンは切除が不可の為、以来ずっと松葉づえでの生活を強いられています。 

父は 2月で現在 73歳になりました。約 16年の闘病生活となる訳ですが、老後も楽しむ余裕や久野さ

んのゴルフや森さんの野球の様に楽しむ事もなくひたすら闘病に明け暮れた生活を 16年続けています。

この場所からみるとみなさん非常にお若く見えますが体は確実に経年劣化してると思われますので、健

康あっての楽しい生活かと思いますのでメンテナンスは欠かさず行う様にして頂ければと思います。 

私と言うと闘病中の父に代わり 30 歳にして会社を引き継ぐ事になり、右も左も分からないままやっ

との思いでこの 10年を乗り越えてきました。 

弊社が携わっている建設業界の現況といいますと、他業種の方からは「オリンピックも来るし建設業

界は絶好調でしょう？」みたいな話もされますが、そこは北関東！建築物件が増える訳でもなく、オリ

ンピックの影響もあってか資材が高騰し建設予定が延期され建物が建たない状況などがあり決して良

い状況にあるとは言えません。また職人さんも不足しているうえに都内では建物が沢山作られていて・

賃金の高い首都圏に駆り出されている為、製品を取り付ける職人さんを手配するのも大変な状況になっ

てきているのが現況です。 

また、弊社の製作部門である鋼製建具は非常に手間暇が掛り、職人の技術が必要な製品な為、大手メ

ーカー等は自社では製造せずに下請け工場を抱え安価で製造させられているのが現状です。昨今、経営

的に「採算の合わないものづくりは間違いだ」という風潮があります。確かに一理はありますが、私的

には「経済活動の原点とも言われるものづくり」を大切にし、また少しでも多くの方に「ものづくりの

大切さ・楽しさ」を理解して頂ければ有難いと思います。また、火災や犯罪から人々を守れる建具を製

作するという仕事により長く携わって行きたいと思っています。 

私の自己紹介はこんなところです。諸先輩方をまえに私自身を紹介するには時間が長すぎる為、少々

両親の事や古河市との関わりについて話をさせて頂きます。 

まず私の父、岡村富士男の事を簡単に紹介させて頂きますと、父は古河に生まれ幼少時は野木在住で

したが、当時野球にのめり込んでいた為、越境し古河の第一中学校に入学したとの事です。そこで大橋

みち子会員のご主人であった故大橋正弘様と出会っています。また、みち子会員のお父様と父は仕事を

通じ非常にお世話になった方でもあります。それから父の後輩には野球部で森会員がいらっしゃったと

の事が入会の時に分かりました。森会員と父がどの様な関係だったかの詳細は恐ろしくて聞いていませ

ん。 

また、私の母の実家は旧姓を竹村といい、実家は現在の旧４号沿いにある県信の駐車場のところで祖
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父が縫製工場を営んでおりました。久野会員と私の叔父は同郷で知り合いであった事も入会時に分かり

ました。 

また母の実家はその後、山水さんの近くに移転した為、幼いころからいとこ達と山水さんあたりはう

ろうろさせて頂いておりました。 

そしてなんと言っても大変ご利益のある野木神社、新年の祈願に毎年行かせて頂いたところ海老沼会

員に古河東ロータリークラブのお話を頂き、また日ごろから大変お世話になっている森田建設工業㈱の

大橋会員からもお誘いを頂き入会に至りました。 

そういった事で古河市は私にとって非常に縁の深い町です。そしてこの度、古河東ロータリークラブ

に入会させて頂いた事でより一層、愛着と親近感を感じています。 

ロータリークラブの活動については入会時に申し上げた通り、私は今まで奉仕の「ほ」の字も知らな

いまま生きて来ました。本来であればこの「イニシエーションスピーチ」の時間で今までしてきた奉仕

活動などが言えれば良かったのでしょうが、皆様を前に報告出来る様な活動は今までしてきていません。 

そのうえ生まれて初めて耳にする「IM」や「エレクト」や「パスト」や「ノミニー」という言葉が出

てきてもいまだに脳がなかなか反応しないのが現在の状況です。 

現時点で会員の皆様に「どうだい？」「楽しんでる？」と言われても、素直に「はい。楽しんでいます。」

と言えるほど理解をしていないのも確かです。理解が遅く申し訳ありませんが、私なりにゆっくりでも

この「ロータリークラブ」に参加させて頂いている意義を理解していければと思っています。そして例

会に出来るだけ多く出席をして職業の「倫理」というものを学ばせて頂き、そのうえで職業奉仕が出来

る人間そして企業に成長して行ければと思っています。 

今後とも、ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。 

一応、こんなところで私のイニシエーションスピーチは終わりにさせて頂きたいと思います。拙い話

に長時間お付き合い頂きありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

 

◆理事会承認事項報告 

第 12回理事会及び第 4回被選理事会が合同で開催されました。 

第 12回理事会承認事項報告 

1．5月の会計報告承認の件。 

2．小泉優樹会員、池田清会員、退会の件及び池田清会員を名誉会員に推薦の件。 

第 4回被選理事会承認事項報告 

1．7月のプログラム承認の件。 

2．江口、須永年度予算案承認の件。 

3．衛星クラブ設置の件。 

◆報告事項 

1．クレーロータリークラブとバナー交換を致しました。ご覧ください。 

2．モンゴル米山学友会とバナー交換を致しました。ご覧ください。 

3．ロータリーの友、ガバナー月信が届いております。皆様のボックスに配布致しましたのでご覧ください。 

4．東京麹町ロータリークラブから、ポリオ撲滅活動の記録冊子を 50 周年記念事業として戴いております。 

回覧いたしますので、ご覧ください。 

以上です。 

  

幹事 土方信太郎 
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▮ 親睦活動委員会 田口精二次期委員長 

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。 

▮ 幹事エレクト 須永恵子幹事エレクト 

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。 

▮ 規定審議会 山崎清司 PDG 

先日お話しいたしましたクラブ入会金の件ですが、手続要覧においては、廃止せるも、クラ

ブの規定にては、入会金徴収の項目を残しても良いというような流れになってきましたの

で、後日、確定致しましたら報告いたします。 

▮ 雑誌委員会 鈴木操委員長 

地区大会の略報が、今月の「ロータリーの友」33ページに掲載されております。倉沢ガバナ

ーのコメントもございますので、是非ご覧ください。 

▮ プログラム委員会 森敏夫次期委員長 

次年度、7月のプログラムが後記のとおり、理事会承認を受けましたので、報告いたします。 

 

▮ 国際奉仕委員会 松本幸子委員長 

モンゴル訪問について、報告いたします。 

ソウル国際大会を終えて、岩井 RC、日立 RC、つくば学園 RC、土浦 RC、久野会員令夫人、

坂田会員令夫人、小森谷会員のお母さま、私の娘松本絵梨香、そして、古河東クラブ会員 7

名、総勢 15名にて、モンゴル入り致しました。 

テレルジでは、パオに宿泊体験、乗馬体験、チンギスハーン像の見学な

どの観光、その後、ウランバートルに入りし、ショッピング、6月 2日

には、新モンゴル学園を訪問、3日は、新モンゴル高等学校の卒業式に

参列することができました。その後、ウランバートル国立第 1病院へ、

エコー機器の贈呈をして参りました。詳細は、改めて報告を致します

ので、お楽しみに。  

【規定審議会における入会金の件】 

2016年度規定審議会で、立法案 16－07（入会金）について様々な意見が述べられています。 

この件につきまして 2840地区の曽我代表議員からサラの見解として下記のような連絡をいただきました。 

この制定案に対する私（サラ）の見解は、RI細則とクラブ規定から入会金は「必須条件」としては削除され

るということです。 

しかしながら、クラブが入会金を課すことは許されないといった制定案ではありません。 

もし彼ら（クラブ）が、入会金を課すことを選ぶとなれば、そのことをクラブ細則にはっきりと入れたいと

望むと思われます。 規定審議会スーパーバイザー サラ・クリステンセン 
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▮ 白戸輝子会員 

白戸輝子会員からメークアップ時の写真が届きました（ホノルルサンライズ RCにてメイクアップ） 

▮ 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 1745 回(6/7)例会出席率報告 1743(5/24)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 54 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 50 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 36 名 ③出席又は Make Up 会員数 37 名 

④出席率 72.00％ ④出席率 71.15％ 

 

 

 

佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 

ウランバートル国立第 1病院へ、エコー機器の贈呈をして参りました。患者の会の皆様に

も、大変喜んでいただきました。ご協力ありがとうございました。 

岡村裕太会員、イニシエーションスピーチよろしくお願いします。 

  
山崎清司 PDG 岡村裕太会員のイニシエーションスピーチ、楽しみにしています。 

国際大会並びにモンゴルスタディツアーご苦労様でした。 

  
小倉郁雄 岡村裕太さん、卓話、楽しみにしています。国際大会参加の皆さん、お帰りなさい。 

  池田三郎 岡村さん、ご苦労様。 

  板橋孝司 岡村さん、イニシエーションスピーチ、楽しみです。 

また、(有)やなぎやの組織変更があり、長男が社長に、私は、会長に就任、共々にご指導宜しく

お願いします。去る 5月 26日の県食品衛生協の組合にて、県の副会長に選ばれました。今後と

も、「食の安全、安心」をテーマに尽くすつもりです。どうぞよろしくお願いします。 

  
久野 茂 ロータリー国際大会(ソウル)では、米山学友合同懇親会に出席、約 10 ヵ国の米山学友が、一堂

に会し、盛大に開催され、感動した！！モンゴルへ 10年ぶりに。新モンゴル学園の卒業式(高校

生)に参列、感動した！！涙が出る程嬉しかった！！ 

  
坂田信夫 岡村裕太さん、スピーチ宜しく。韓国、モンゴルの旅、皆様のお蔭で楽しい旅をしてきました。 

スマイル委員長 須永恵子 
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杉岡榮治 岡村裕太会員、卓話、楽しみです。 

  
松井 実 岡村さん、楽しいお話しをよろしくお願い致します。 

  
高橋采子 よろしくお願いします。 

  
植木静子 よろしくお願いします。 

  
森 敏夫 世界大会参加の皆様、ご苦労様でした。岡村裕太様、スピーチ宜しくお願いします。ロータリー

活動、期待しております。頑張って下さい。 

  
鈴木 操 世界大会出席者の皆様、お帰りなさい。ご苦労様でした。お土産話楽しみです。 

岡村さん、お話し楽しみです。 

  
三田浩市 国際大会に参加された皆様、お疲れ様でした。 

岡村裕太様、イニシエーションスピーチ頑張って下さい。 

  
江口達司 

江口紀久江 

世界大会、皆、無事に帰国致しました。岡村さん、イニシエーションスピーチ、楽しみにしてお

ります。早く腰が良くなるよう祈っております。 

  
佐谷道浩 岡村さん、初スピーチ楽しみです。 

  
海老沼堯 世界大会、モンゴル、お疲れ様でした。岡村様、お願いします。 

  
須永恵子 国際大会、お疲れ様でした。岡村さん、イニシエーションスピーチ楽しみです。 

  
武澤郁夫 岡村さん、イニシエーションスピーチ楽しみにしています。 

  
福江眞隆 岡村様、卓話よろしく。エコー機、モンゴルに届いて良かったです。 

  
小森谷久美 国際大会ご出席の皆様、お帰りなさい！母が、お世話になりました。 

岡村さん、スピーチ楽しみです。 

  
松本幸子 国際大会、モンゴル訪問(エコー機贈呈)、皆様のご協力をいただき、無事？？任務を果たしてき

ました。ありがとうございました。 

  
三田圭子 岡村裕太会員、イニシエーションスピーチ楽しみにしております。宜しくお願い致します。 

  
大橋みち子 岡村裕太会員、イニシエーションスピーチ楽しみにしております。 

6月誕生日の方、おめでとうございます。 

  
小山幸子 お誕生日、おめでとうございます。岡村さんスピーチ楽しみにしております。 

  
田口精二 丘村裕太様、誕生日、おめでとうございます。また、イニシエーションスピーチ楽しみにしてい

ます。 

  
三ヶ尻智昭 よろしくお願い致します。 

  
福田優子 岡村さん、イニシエーションスピーチよろしくお願いします。 

  
岡村裕太 国際大会に参加された方、お帰りなさい。 

後ほど、お土産話を、楽しみにしています。 
 

  

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥64,000 ￥2,390,000 ￥2,000,000 119.50％ 
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例会日程 例会会場 内 容 

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 

第 1749 回例会 

7 月 5 日(火) 
古河商工会議所 

◆月初めのお祝い 

◆岩﨑 清特別代表来訪予定 

◆会員卓話 新年度所信表明 江口達司会長、須永恵子幹事 

第 1750 回例会 

7 月 12 日(火) 
古河商工会議所 

◆植竹清治第 4 分区ガバナー補佐来訪予定 

◆会員卓話「新年度の抱負」五大奉仕委員長 

第 1751 回例会 

7 月 19 日(火) 
古河商工会議所 

◆会員卓話 

「新年度の抱負」会員組織委員長他 4 名 

第 1752 回例会 

7 月 26 日(火) 
古河商工会議所 

◆会員卓話 

「新年度の抱負」クラブ管理委員長他 6 名 

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」 

7 月 9 日（土） ロータリー財団研究会 ダイヤモンドホール 

7 月 16 日（土） 青少年奉仕研究会 水戸三の丸ホテル 

7 月 24 日（日） 職業奉仕研究会 水戸三の丸ホテル 

7 月 30 日（土） 社会奉仕研究会 水戸三の丸ホテル 

7 月 31 日（日） 国際奉仕研究会 グランドホテル東雲 

 

 

 

 

 

◆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] 


