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本日の予定 

移動例会 年度最終例会 

佐藤孝子会長、土方信太郎幹事年度さよならパーティー 

♬ロータリーソング♬ 奉仕の理想、古河東ロータリークラブソング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古河ロータリークラブ長澤清輝会長、一年間お世話になりました。只今はご挨拶いた

だきましてありがとうございました。 

RI会長賞が、倉沢ガバナー事務所に日本事務局より届いているとのメールをいただき

ました。 

 

金賞 古河東ロータリークラブ 受賞要件を満たしたクラブ 

銀賞 水戸ロータリークラブ／下館ロータリークラブ 1項目届かなかったクラブ 

銅賞 水戸さくらロータリークラブ 2項目不足のクラブ 

昨年までは活動報告その他をクラブや地区が書式や報告書によって RI に提出しておりました。本年

度より、クラブが国際ロータリーのデータベースに入力し、その情報を基に RIが実績を検証します。会

長賞を受賞するには「必須項目」として 15のクラブ目標をロータリークラブセントラルに入力する、7

月の半期人頭分担金が収まっているかの 2項目を完了した上で、さらにカテゴリーにある項目をいくつ

か完了する必要があります。期間は、2015 年 7 月 1 日～2016 年 4 月 1 日までに完了したものとあり、

クラブといたしましては、マイロータリーへのアカウント登録が 50%以上、会員増強が女性を 2名含む

2 名以上の純増が未達成でしたが、皆様のご協力により、締切 2 日前の 3 月 30 日に達成することがで

きました。データベースへの入力挑戦とクラブの皆様の奉仕の実績が評価されたのです。 
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ご挨拶 古河 RC会長 長澤清輝様 

一年前に、会長就任早々、ご挨拶にお伺いさせて頂きましてから、約一年経ち

まして、今日が東クラブさん、この例会場、最後の例会ということで、ご挨拶に

お伺い致しました。 

私も、久野第 4分区ガバナー補佐のご指導で、無事一年間、会長職を全うでき

まして、本当にありがたく思っております。 

佐藤会長には、いろんな場面にお会いできまして、今まであまりお付き合いが

なかったのですけれども、会長幹事会はじめ数々の会にて、いろいろお話を交わさせていただきました。 

私も、古河クラブでは、先週の金曜日に、「この一年を顧みて」のお話をさせて頂きまして、プログラ

ムも終え、今週の金曜日に、さよならパーティーを開くのみとなっております。 

次年度、古河クラブは、創立 50周年に当たりまして、50周年記念式典をザ・カナルハウスで行いま

す。その記念講演として、アグネス・チャンさんをお迎えして、古河市中央運動公園総合体育館（古河

はなもも体育館）にて開催致しますので、こちらにも、皆様、是非ご参加くださいます様、お願いを致

します。お知らせやポスター、クラブホームページにて、ご案内を致しておりまして、ご注意いただき

ますのは、応募受付者のみのご入場となりますので、よろしくお願い致します。本日は、ありがとうご

ざいました。 

◆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、週報拝受、回覧いたして居りま

すので、ご覧ください。 

2．古河商工会議所広報誌、アクティヴ拝受、回覧いたして居りますので、ご覧ください。 

3．古河地区ローターアクトクラブ最終例会、25日(土)午後 7時受付、7時 30分点鐘となり

ます。最終出欠確認名簿を回覧いたしておりますので、ご記入漏れの方は、ご確認願い

ます。 

4．次週 28日(火)は、午後 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。 

5．小山南ロータリークラブとの合同例会記念写真が届いておりますので、お持ち帰りください。 

以上です。 

▮ 久野茂 ガバナー補佐 

ガバナー補佐としての報告ではなく、江口会長エレクトからの指名により、会員増強の一つ

であります衛星クラブの件につきまして、報告させていただきます。衛星クラブの世話役と

して、私が筆頭、山崎清司 PDG、森パスト会長、海老沼パスト会長、松井パスト会長、そし

て、佐藤会長、土方幹事、とで組織し、会員数 14～15名になるかと思います。 

こうご期待、よろしくお願いいたします。 

▮ 大高滋 クラブ会計 

本年度、そして次年度も会計の大高でございます。先週からクラブ半期会費及び周年事業積

立金、合わせて 10 万円、お預かり致しております。領収書は、それぞれご用意致しており

ますので、早めにお持ち下さいます様お願い致します。  

お客様の紹介 

幹事 土方信太郎 
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▮ 江口達司会長エレクト 

皆様ご存じのとおり、池田 清会員は、古河赤十字病院にて、病気療養中でございます。 

私も、酒を酌み交わし、色々と親交が深うございましたので、今でも、週 3日程見舞ってお

ります。 

会話の中で、さよならパーティーへの出席意欲もあり、また、クラブの活動状況や会員の話

題が多く出現いたします。是非とも、多くの皆さんで見舞い、彼に、元気付けできればと、

近況報告を兼ね、マイクをお借りいたしました。 

▮ 出席委員会 古谷弘之委員長 

◆7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。 

 

土方信太郎 幹事 

幹事という役職を戴いたときは、何も分かりませんでした。分かったのは、先々週ぐ

らいに、なんとなくこんな風な流れ何だと、気付きました。分からないまま進んで、教

えていただきながら、理解する。そんな繰り返しでした。ただ一つ言えることは、楽し

かったです。ロータリーへの感覚とか見方が、ずいぶん変わりました。ただ参加して、

話を聞いて、ご飯を食べて、帰る。たまに楽しく話したり、夜集まってお酒を飲んだり、

そういう親睦もありましたが、今回、ロータリークラブの全体を見る、ということをす

ごく意識付けさせられました。自分が良ければ、誰かが良ければではなく、誰かと誰かの調和を図る。 

その中で、ご迷惑をおかけしたりすることが、多々ありましたが、会長の意見を、咀嚼して伝えたり、

皆さんのご意見を、中和してお伝えしたり、トータルのバランスをとるということが、多かったです。 

そんな経験をさせて頂いて、本当に感謝いたしております。 

個人的には、青少年奉仕委員長とかやってみたいなぁーと思いますけど、まず、幹事という役職を務め

させていただき、全体が見えたからこそ、委員会の活動も見ることができましたし、パスト会長の方々も、

すごく穏やかに的確にアドバイスをしてくださいました。本当に助かりました。今後、須永さん、大高さ

んと引き継がれるわけですが、私も一緒になって支援できたらなと決意も込めて、また、会員の皆さんの

ご支援により、無事務めることができましたことに感謝致しまして、一年を顧みてとさせていただきます。 

本当にありがとうございました。  

ご来訪者 1747 回(6/21)例会出席率報告 1745(6/7)修正出席率報告(前々回) 

◆古河 RC 

長澤清輝会長様 

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 52 名 ②出席計算に用いた会員数 51 名 

③出席又は Make Up 会員数 41 名 ③出席又は Make Up 会員数 

 

40 名 

④出席率 78.84％ ④出席率 

 

78.43％ 

「1年を顧みて」 
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佐藤孝子 会長 

国際ロータリーK.R. ラビンドラン会長「世界へのプレゼントになろう」、倉沢修市ガバ

ナー「初心にかえり 新たなる一歩を」、クラブ会長「手を携えて平和への奉仕を」をテ

ーマとし、明るく元気に一生懸命をモットーに土方幹事と手を携えて本年度を進めてま

いりました。 

国際ロータリー110年の歴史の中で、元々男性社会のロータリークラブです。女性会長

はまだまだ目新しい方ですが、と言って差別を受けた訳でもなく、むしろ対等に接してい

ただきました。 

土方幹事は、アクト歴は長いのですが、ロータリー歴は浅く、この二人が会長幹事でしたので、皆様に

は何かとご心配をお掛けしたのではないでしょうか。 

この一年、今日まで無事に過ごすことができましたのは、皆様の温かい見守りと叱咤激励のお蔭です。

心より感謝申し上げます。 

この一年は長くて長～い一年でした。年を重ねる毎に、一年は短く感じられると皆さん言われます。子

供の頃は経験が浅いので毎日が新しいことへの出会いと感動ですので、一日が長く、一年が長く感じられ

るようです。私も会長をやらせていただきましてからは、毎日が新しいことへの挑戦でしたので、長い一

年であり、また、輝かしい一年でした。 

「世界へのプレゼントになろう」ですが、逆に私が皆様から大切な沢山のプレゼントをいただきました。

ありがとうございました。 

 

年度始めに、12項目の事業目標を挙げさせていただきました。全て 100％以上の実績で、感謝の気持ち

でいっぱいです。 

① 会員増強におきましては、5 名の目標のところ女性 2 名を含む 6 名となり、RI 会長賞をいただきま

した。 

② 広報活動も充実し奉仕活動を通してロータリークラブを地域社会に海外にも知っていただくことが

できました。 

③ 情報委員会による勉強会は、クラブにとりましては大切なことです。ロータリーを知って、ロータリ

ーが好きになります。ここでしっかりと地盤を固めることが、クラブの継続に係わってきます。毎回、

会員半数以上の出席で、例会以上の懇親を深めることができました。 

④ 出席率の向上は、後期では下がり気味でしたが、毎月 80％以上を保ち、ご協力ありがとうございま

した。 

⑤ 秦野名水ロータリークラブとの友好交流は、3月の桜の季節に訪問させていただき、県下一の桜並木

を愛で、日本一の名水をいただき、楽しい一日を過ごすことができました。 

⑥ 職業奉仕委員会による出前講座は、古河一高、古河三中、古河二高から依頼があり、ローターアクト

のメンバーにも講師を務めていただきました。現在、次年度の声も掛かっております。 

⑦ 工場見学もトモヱ乳業様へ訪問させていただきまして、次年度のパラオとの交流に繋がったようで

ございます。 

⑧ 社会奉仕委員会による災害救助犬支援の為のクリアファイルを作製し、古河市内の全小中学校生に

配布。救助犬とクラブの認知度を高め、災害に対する心構えを新たにしていただきました。常総市の

大水害と熊本の大地震と予想もしなかった事になりました。また、ペットボトルのキャップは行き場

がなく困っておりましたが、この度ポリオワクチンと変えられることとなり、ホッといたしました。 

⑨ 絵手紙はクラブ継続事業となり、本年度は水辺の楽校の子供たちから市民の皆様に楽しんでいただ

きました。 
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⑩ 国際奉仕委員会によるウィンターフェスティバルへの参加と、ワンディホスピタリティは、日本在住

の外国人との交流を深めることができました。ソウル国際大会へは、山崎トラベルで 36 名が参加。

内クラブ会員は 9名です。ソウル大会の後、モンゴルに飛び、10日間の旅を楽しみました。 

⑪ 青少年奉仕委員会によるローターアクトへの支援やライラセミナーへの参加、学童野球への支援を

していただき、次代を担う子供たちの育成に携わっていただきました。 

⑫ ポリオ、ロータリー財団、米山奨学会への寄付も皆様に十分にしていただきましてありがとうござい

ました。 

 

以上の目標達成の他に、本年度は大きなプログラムが３つありました。 

① 9月 29日 ガバナー公式訪問 

② 2月 6日 IMの開催 

久野茂ガバナー補佐輩出クラブといたしまして、IM をホストクラブとして開催いたしました。準備

から当日まで会員一致団結で進めていただき、お陰様で大成功の裡に納めることができました。久野

米山のお声掛けでジャンチブ様に講演をしていただき、それがご縁でソウル国際大会出席の後、モン

ゴルへ足を延ばし、新モンゴル学園へ学用品を贈る予定が急展開して、腎臓のエコー機を贈ることと

なり、古河病院の福江院長（クラブ会員）より提供していただき、モンゴル国立ウランバードル第一

病院へ贈呈することができました。年度も押し詰まっての大きなプログラムを達成することができ

ました。 

③ 4月 9日 地区研修協議会 

白戸ガバナーエレクト年度に際し、コ・ホストクラブとして、地区研修協議会を担当いたしました。

会場が古河中央運動公園体育館とその他３カ所に分かれておりましたので、皆様には裏方の重労働

をしていただきました。本当にご苦労様でございました。 

 

以上の外、 

親睦委員会の皆様には、毎例会の準備から後片付け、納涼祭、ガバナー公式訪問、新年会、サヨナラパ

ーティーと息つく暇もない程お世話になりました。 

プログラムは、変化に富んだ楽しい例会でした。 

クラブ会報 IT委員会は、毎週の例会のニュースが世界の方々の目に触れたりします。時々訂正版を出し

ていただきカバーしていただきました。 

雑誌委員会から発表される一言は、ガバナー月信やロータリーの友を読んでいただく機会となりました。 

本年度のスマイルの目標は 200万円でしたが、250万円と目標をはるかに超える額となり、奉仕活動の

潤沢な資金となりました。 

皆様に支えられ助けていただきました一年間、無事に江口・須永年度に襷を繋ぐことができます。ご支

援、ご協力本当にありがとうございました。 
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古河 RC 

会長 長澤清輝様 

お世話になります。 

一年間、お蔭様で無事務めることが出来ました。 

  
古河 RC 

幹事 野村久男様 

古河クラブ会員に不幸がありまして、会長と一緒に出席できません。ニコニコボックス

に投入とさせていただきます。 

  
佐藤孝子会長 

土方信太郎幹事 

古河 RC長澤清輝会長、ようこそいらっしゃいました。 

本年度は、クラブ会員の皆様のご支援、ご協力のお蔭で、会長、幹事の大役を無事に務

めることが出来ました。一年間大変お世話になりました。 

  
池田三郎 本年度、定例会場における最終例会です。宜しくお願い致します。 

  
久野 茂 過日、岩井 RCへ柿沼セクレタリーと共に訪問してまいりました。辛口とは思いましたが、本気

になって増強に「力」を・・・とお願いしてきました。 

衛星クラブについて、報告します。 

  
坂田信夫 佐藤会長、土方幹事、一年間ご苦労様でした。 

  
杉岡榮治 佐藤会長、土方幹事、素晴らしい一年をありがとうございました。 

  
松井 実 佐藤会長、土方幹事、一年間お疲れ様でした。 

  
高橋采子 佐藤会長、土方幹事、一年間お疲れ様でした。 

充分なサポートができず、申し訳ございませんでした。 

  
鈴木 操 佐藤会長、土方幹事、一年間ご苦労様でした。 

  
三田浩市 佐藤会長、土方幹事、一年間お疲れ様でした。 

一年を振り返って、数々の思い出を聞かせてください。楽しみです。 

  
江口達司 

江口紀久江 
佐藤会長、土方幹事、もう、残すところ、僅かですが、一年間ご苦労様でした。 

  
佐谷道浩 佐藤会長、土方幹事、親子ペア(？) 一年間お疲れ様でした。 

卓話宜しくお願い致します。 

  
須永恵子 佐藤会長、土方幹事、一年間大変お疲れ様でした。卓話宜しくお願い致します。 

  
戸叶伊津子 佐藤会長、土方幹事、一年間お疲れ様でした。 

  
星野龍肇 佐藤会長、土方幹事、卓話宜しくお願いします。 

  
武澤郁夫 佐藤会長、土方幹事、一年間有難うございました。 

  
石川 久 佐藤会長、土方幹事、一年間有難うございました。 

  
山腰すい 佐藤孝子会長、一年間実績多い事業、お疲れ様でした。土方信太郎幹事、お世話になりました。 

  
福江眞隆 佐藤会長、土方幹事、一年間本当にお疲れ様でした。 

あとは、さよならパーティーで、ハジけるだけですね！ 

小森谷久美 佐藤会長、土方幹事、一年間大変お世話になりました。卓話楽しみです。 

  
大高 滋 佐藤会長、土方幹事、一年間大変ご苦労様でした。 

大橋みち子 佐藤孝子会長、土方信太郎幹事、一年間のご活躍、大変お疲れ様でした。 

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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小山幸子 佐藤会長、土方幹事、ありがとうございました。卓話楽しみにしております。 

  
田口精二 佐藤会長、土方幹事、一年間ありがとうございました。卓話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 佐藤会長様、土方幹事様、一年間お世話になり、有難うございました。 

  
岡村裕太 会長、幹事、お疲れ様でした。卓話、宜しくお願いします。 

 

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥62,000 ￥2,509,000 ￥2,000,000 125.45％ 

 

これより江口達司会長、須永恵子幹事年度 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1749 回例会 

7 月 5 日(火) 
古河商工会議所 

◆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 

◆月初めのお祝い 

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] 


