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本日の予定 

会員卓話 1 年を顧みて 

佐藤孝子会長・土方信太郎幹事 

♬ロータリーソング♬ 我らの生業、古河東ロータリークラブソング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古河中央ロータリークラブ稲葉謙一会長、小林正典幹事、先程はご丁寧なご挨拶を

いただきましてありがとうございました。久野ガバナー補佐ご指導の下、第 4分区会

長幹事会を重ねて参りましたが、稲葉会長よりパストガバナー会というのがあるのだ

から、パスト会長・幹事会があっても良いよなという言葉が出る程、皆様と懇親を深

め、楽しい会でござました。お名残惜しゅうございます。 

本日は、「ちょっといい話、生活に豊かさを」の最終編です。 

《マナーとエチケットについて》 

マナー（manner）は英語で、エチケット（etiquette）はフランス語です。 

マナーは方法や仕方の作法です。テーブルマナー、ビジネスマナー等いろいろあります。 

「所変われば品変わる」で乾杯のマナーも国によって違いがあります。 

先日モンゴルのフレーロータリークラブの歓迎パーティーに出席いたしました。始めに、ジャンチブ

会長のご挨拶に続いてぐい飲み程の器にウォッカを並々と注いで乾杯。次に私の挨拶と乾杯。次の人へ

と順々に、食事をしながら乾杯が何回も繰り返されます。ジャンチブ会長、ツーラ幹事、私、松本国際

奉仕委員長は雛段に居りましたので、ジャンチブ会長と相対し、5～7杯くらい飲み干しました。これが

モンゴルの乾杯のマナーです。 

エチケットは礼儀作法で、国王や王妃主催の舞踏会に貴族を招待する時の招待状（チケット）に当日

の服装の「きまり」が記入されていました。この「チケット」から「エチケット」となったようです。

貴族の女性は 18 歳になると社交界にデビューして女王陛下に初めて謁見し、社交界の一員として舞踏

会に参加できるようになります。シンデレラのように素敵な相手に巡り逢う場でもあります。2015年の

パリ・オペラ座で開催されたデビュタント・ボール（舞踏会）には、ファッションデザイナー森英恵の

お孫さんの森泉・星さん姉妹、宮澤元総理のお孫さんの宮澤エマさん等が招待されているそうです。 

一年間、ご清聴いただきましてありがとうございました。 

  

古河東ロータリークラブ 
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ご挨拶 古河中央 RC会長 稲葉謙一様 幹事 小林正典様 

本日は、一年間お世話になりました親クラブであります古河東 RCに、ご挨拶にお伺い致しました。 

大変お世話になりまして、ありがとうございました。 

私たちのクラブは、どうしても古河東 RCさんに頼ってしまうようご覧いただけると思います。 

現在会員数 33 名、少人数で運営しております。そして次年度、白戸仲久ガバナーを輩出させていた

だきます。ガバナーの輩出クラブとして、会員一同一丸となって運営に当たっておりますところでござ

います。 

先日の地区研修・協議会におきましては、終了後、色々と反省をさせて頂きましたが、この運営など

に当たりましても、主軸になっていただきましたのが、古河東 RCでありまして、佐藤会長、土方幹事、

はじめパスト会長さんが、いろいろとお知恵を出していただいて、本当に、坂田先輩の指導がなかった

ら、大会自体開催出来得なかったものと思います。 

少人数ながらも一生懸命走らさせて頂いており

ます。今後とも、古河東 RC さんのソングにもあ

りますように、「強き絆で結ばれて」子クラブと致

しましても、一生懸命頑張りますので、旧にも増し

たご指導を頂けますことをお願い致しまして、一

年間の御礼とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

◆持ち回り理事会承認事項報告 

1．新会員の推薦を受け付けました。 

2．年度さよならパーティー予算承認の件。 

◆報告事項 

1．今月 25日開催、古河地区ローターアクトクラブ卒会式の参加会費、ロータリアン 5,000

円、ローターアクター3,000円が、ロータリアン 7,000円、ローターアクター5,000円に変更になりまし

た。多くの皆様の参加、宜しくお願い致します。 

2．28日(火)は、6時からホテル山水にて、年度さよならパーティーが行われます。 

以上です。 

  

お客様の紹介 

古河中央 RC 稲葉謙一会長・小林正典幹事 

ソングリーダー 小林好子会員 

それでこそロータリー、古河東ロータリークラブソング 

池田三郎 副 SAA 

幹事 土方信太郎 
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▮ パスト会長・パスト幹事会 石川久パスト幹事 

今年度、佐藤会長・土方幹事お疲れ様会、次年度、江口達司会長・須永恵子幹事激励会を、

㋆13日(水) 午後 7時より、ホテル山水に於いて、開催致します。 

該当の方のメールボックスにご案内を配布してございますので、私宛、ご案内書に掲載のフ

ァクシミリ番号での送信方よろしくお願い致します。今月中を締切日とさせて頂きます。よ

ろしくお願いいたします。 

▮ ゴルフ同好会 佐谷道浩幹事・小倉郁雄幹事 

第 120回古河東ロータリークラブゴルフコンペが、6月 12日（日）、栃木県真岡市、ゴールデンレイクスカ

ントリークラブに於いて開催されました。 

大高滋会員が入会為され、結果は、次のとおりです。(敬称略) 

優 勝 74加藤奨一 

準優勝 74松本幸子 

第 3位 76小林好子 

第 4位 77坂田信夫 

第 5位 77福富好一 

第 6位 79福江眞隆 

第 7位 80小倉郁雄 

第 8位 82久野 茂 

第 9位 82杉岡榮治 

第10位 83石川 久 

第11位 91古谷弘之 

第12位 92佐谷道浩 

オブザーバー 大高滋・齊藤愛・松本絵里香 

▮ 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 1746 回(6/14)例会出席率報告 1744(5/31)修正出席率報告(前々回) 

◆古河中央 RC 

稲葉謙一会長様 

小林正典幹事様 

①名誉会員を除く会員数 54 名 

休会 
②出席計算に用いた会員数 49 名 

③出席又は Make Up 会員数 34 名 

④出席率 69.39％ 
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職業奉仕委員会 高橋采子委員長 

委員長の高橋です。副委員長に大橋みち子さん、委員に植木静子さん、鈴木操さん、

福江眞隆さん、古谷弘之さん、三田浩市さんで構成されております。 

事業計画を 4つ挙げたのですが、そのうちの 2つはクリアできました。 

4つ目の神社の正式参拝の方法を習い、信仰の大切さを実感する。この項目ができま

せんでしたので、次年度の課題として残させていただきたいと思います。大橋次期委員

長さんよろしくお願い致します。 

出前授業につきましては、例年、2校から 3校だったのですが、今年度は、古河第 2

高校が加わり、4つの中学校、高校への講師派遣となりました。 

初めに総和中学校、10 月に古河 1 高校、12 月には、第 3 中学校、そして 5 月に、初めて第 2 高校へ行

ってまいりました。 

毎回 6名ほどの方々に、講師としてお願い致しましたが、皆様快くお引き受けくださいまして、素晴ら

しい授業をして頂きまして、本当にありがとうございました。 

2つ目としては、職場訪問を実施致しました。 

移動例会と致しまして、トモエ乳業株式会社様へお伺い致しました。 

会社内会議室をお借り致し、中田社長のお話を伺い、例会及び昼食を摂ることができました。そして、

牛乳博物館見学、工場見学と、有意義に過ごせました。 

以上報告いたします。 

 

社会奉仕委員会 三田圭子委員長 

佐藤年度初め栗田会員の提案をもとに、災害救助犬の認知度と理解を深めていただこ

うという事でクリアファイルの作成に取り組ませていただきました。試行錯誤の末、地

区補助金を活用し、皆さんにお配りしたクリアファイルを作成する事が出来ました。市

内の小中学校の生徒、職員や市民の皆様、ロータリー関係者等に配布する事ができ、災

害救助犬の周知が以前よりも深まったのではないかと感じております。 

また、絵手紙事業におきましては、何年かぶりの例会での絵手紙体験や青少年奉仕委

員会との合同の水辺の楽校での絵手紙体験などご協力をいただき『こがよかんべ祭り』にて絵手紙展を開

催する事が出来ました。 

それから使用済み切手は先日、社会福祉協議会へ 1.68㎏の寄付をさせていただきました。ペットボトル

キャップは明日 15 日、大橋会員の所でトラックを手配いただき、アクトの方で行き場を失ったキャップ

もすべて回収し、エコキャップ推進協会へ寄付する段取りになっております。それが何本のワクチンに変

わったかというワクチン証明書が後日送られて来る事になっております。それをもちましてこの事業の終

結とさせていただきます。 

この一年を通して、どの委員会も会員の皆様のご協力があってこその事業だとしみじみ実感いたしました。 

次年度社会奉仕委員会は、山腰委員長にバトンタッチ致しますが、今年度以上のご支援とご協力をお願

い致しまして、私の一年を顧みてとさせていただきます。 

“一年間ご協力くださいましてありがとうございました” 

 

国際奉仕委員会 松本幸子委員長 

国際奉仕委員会の松本です。副委員長に白戸輝子さん、委員に、占部鉄夫さん、星野龍肇さん、山腰す

いさん、この 5名で活動させて頂きました。 

最初に、この指とまれ事業の申請から入りました。私たちは、IMの時にモンゴルのジャンチブ会長さん

「1年を顧みて」5大奉仕委員長 
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の講演をいただきまして、そのお礼も兼ねて、学用品の贈呈を考えておりましたが、ク

レーロータリークラブのツーラ幹事から、モンゴルの病院における患者数の増加に対し、

早期検診、早期治療のため、是非エコー機をということで、お話があり、佐藤会長、土

方幹事に相談し、クラブ会員の中に、3 つの病院の先生が居るのだから何とか実現しよ

うということで、進めることになりました。 

先日、ソウルの国際大会に出席致しまして、その後モンゴルへと移動し、無事、贈呈

式を済ませることができました。 

また、ウインターフェスティバルに参加いたしました。私自身は、出席できませんでしたが、山腰国際

交流協会会長のお蔭で、無事乗り切ることができました。 

そして、新年会・ワンディホスピタリティでは、山崎パストガバナーにご指導を頂きながら、筑波大学

から 5人の留学生を招待し、楽しいひと時を共有できたと思います。 

皆様に、色々とご協力を戴きながら、なんとか終えられるかと思います。 

一年間、大変お世話になりました。そして、ありがとうございました。 

 

青少年奉仕委員会 江口紀久江委員長 

今年度、一年間の活動報告をさせて頂きます。 

社会奉仕団体の一員として、古河市生涯学習課による、市内の小学生を集めての水辺

の楽校(年 4回)に、参加しました。 

9月の楽校開催の時には、三田圭子社会奉仕委員長のご協力により、よかんべまつり

での絵手紙展への出展を生涯学習課に承認を頂き、古河絵手紙の会の先生方においで

いただき、子供たちに絵手紙を体験して頂きました。よかんべまつりに数多くの絵手紙

を展示することができました。 

ライラセミナーには、土方幹事に参加して頂きました。また、古河地区ローターアクトへの例会等の参

加につきましては、アクト顧問である坂田会員、森会員の 100％に近い参加協力を戴けました事に、深く、

感謝申し上げます。 

皆様、ご存じのとおり、次次年度佐谷会長年度に、ローターアクト全国研修会が、水戸で開催されます。

去年より準備に入っておりますが、現在アクト会員 8名、卒会予定者 1名の為、7名になってしまいます。

次年度は、私、ローターアクトアクト地区委員となりますが、武澤委員長と共に、ローターアクト会員の

増強に努めたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。一年間、お世話になりました。 

 

第 2820地区第 4分区 久野 茂ガバナー補佐 

古河クラブさん、境クラブさんへ一年間のお礼のご挨拶に行ってまいりました。両ク

ラブともご親切に、和やかに、応対いただきまして、ご苦労さんという言葉に、ありが

たく御礼申し上げてまいりました。私たちのクラブも、暖かいご支援もあり、大過なく

務められたことに、ありがたく感謝申し上げます。 

これから古河中央さんと岩井さんにお伺いするところであります。 

私もロータリー歴 30数年でありますので、ありがたいことに、ほとんどのメンバー

さんには、面識がありますし元気付けられました。 

私も数年前に会長を経験いたしましたが、会長のおすすめというお話をしました。クラブの為というか、

これは、必ず自分の為に絶対なります。また、イエスがあってノーがないということを先輩方から教えら

れましたが、確かに、ことわざにもありますが、言われるが華であるのかなとも感じております。 

この一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。  
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古河中央 RC 

会長 稲葉謙一様 

幹事 小林正典様 

一年間大変お世話になり、ありがとうございました。 

  佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 

古河中央 RC の稲葉謙一会長、小林正典幹事、ようこそいらっしゃいました。一年間大

変お世話になりました。五大奉仕委員長、一年を顧みて、大活躍のお話し、よろしくお

願い致します。 

  
小倉郁雄 五大奉仕委員長の皆様、一年間のご活躍、まことにお疲れ様でした。 

  池田三郎 宜しく 

  久野 茂 日一日と次年度へ近づいています。 

ガバナー補佐最後の「御礼」をセクレタリーと共に、クラブ訪問をしています。6月 28日(火)に

サヨナラパーティーにて、ご挨拶申し上げます。宜しく！！ 

  
松井 実 各奉仕委員長様、一年間お疲れ様でした。 

  
高橋采子 一年たつのは、早いですね。 

佐藤年度最後の月。本日、発表させていただきます。 

  
森 敏夫 五大奉仕委員長、一年間、ご苦労様でした。 

  
鈴木 操 五大奉仕委員長様、宜しくお願い致します。 

  
海老沼堯 各委員長様、ほぼ一年間、ありがとうございました。楽しく過ごさせていただきました。 

  
江口紀久江 先週は、誕生日祝いを有難うございました。 

めでたくもないですが、ロータリーだけです。もう、祝って下さいませんねぇ⤵⤵ 

  
須永恵子 五大奉仕委員長、一年間、ご苦労様でした。卓話宜しくお願い致します。 

  
星野龍肇 各委員長様、宜しくお願いします。 

  
武澤郁夫 五大奉仕委員長、卓話有難うございます。 

  
石川 久 日曜日のゴルフコンペは、楽しく参加させていただきました。 

稲葉謙一会長、小林正典幹事様、ようこそいらっしゃいました。 

  
福江眞隆 ゴルフコンペ出場の皆様、お疲れ様でした。 

大高さん、ゴルフ部入部おめでとうございます。 

  
小森谷久美 あっという間に一年が過ぎますね。五大奉仕委員長、卓話お願いします。 

  
三田圭子 五大奉仕委員長の卓話、宜しくお願い致します。 

  
大高 滋 五大奉仕委員長、一年間、有難うございました。 

又、先日のゴルフでは、大きな収穫がありました。有難うございます。 

  
大橋みち子 五大奉仕委員長さん、一年間、大変お疲れ様でした。卓話宜しくお願い致します。 

  
小山幸子 卓話楽しみにしております。 

スマイル委員長 須永恵子 
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田口精二 五大奉仕委員長の皆様、一年間、有難うございました。 

  
小林好子 本日も、よろしくお願い致します。 

  
福田優子 五大奉仕委員長の皆様、一年間、有難うございました。卓話よろしくお願いします。 

  
岡村裕太 委員長の大役、お疲れ様でした。卓話、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 

￥57,000 ￥2,447,000 ￥2,000,000 122.35％ 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

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」 

これより江口達司会長、須永恵子幹事年度 

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 白戸仲久地区ガバナーテーマ「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを」 

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] 


