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「心に残るおいしい思い出・記憶」～あの時、あの場所で食べたなつかしい味～ 

7月 18日読売新聞紙上に「おいしい記憶」作文コンテスト受賞作品が発表されておりまし

た。 

［1］33歳男性「チャーハンおかずに飯を食う」ボケをかましてくれる母親の弁当 

題目のように白飯とチャーハンや、「お湯はだれかにもらって」

のメモにふりかけではなくお茶漬けがかかっていたり、具・酢飯・海苔で手巻き寿

司用になっていたり……。学生の頃は笑われ恥ずかしい思いをしたけれど、開けた

ら笑ってしまう弁当は今、コンビニでも買えない自分だけの弁当。 

［2］60歳女性「母だけのひつまぶし」 

丑の日に食べる鰻。母は蒲焼 2本の頭を落とし尻尾を切り、身を子供達に食べさせ、自分はみじん切り

にした尻尾をこれがひつまぶしと言うのだと食べていた。交換して食べたいと言

ったら、「あなたもお母さんになったら食べられるかもね」……。実際、息子 2人

を育てる母親になり子供へはしっかり食べさせたいと思った時、蘇った思い出。

それは母親の愛情だった。 

 

おいしさの中にも色々な旨味、苦みもあります。でも、どんなにおいしいものでも 

親の味にかなうものは無いのかもしれませんね！！  

本日の予定 

■月初めのお祝い 

■会員卓話「新年度の抱負」地区委員 

山崎清司 諮問委員／クラブ奉仕委員会担当カウンセラー 

佐谷道浩 地区クラブ奉仕委員会 クラブサポート委員 

須永恵子 青少年奉仕委員会 インターアクト委員 

白戸里美 奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕委員 

小森谷久美 RLI ロータリーリーダーシップ委員会委員 

高橋采子 米山記念奨学会 米山学友委員長 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング 
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8 月の強調月間『会員増強・新クラブ結成推進月間』 

2019-20年度会長 江口紀久江 
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司会進行 森敏夫 SAA 点鐘 江口紀久江 会長 大高滋 ソングリーダー 鶴岡学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【森敏夫 SAAから】 

お弁当のロスをなくすようにと、月間の例会出席予定表を回覧ご記入いただいておりますが、例会出席記

録押印用紙の前に立てかけておきますので、変更がありましたら、ご記入願います。 

▮ 青少年奉仕委員会 小山幸子 委員長 

［古河地区ローターアクトクラブ 第 2例会開催報告］ 

第 279回アクト例会報告 

日 時 令和元年 7月 16日（火）午後 7時 30分〜 

場 所 ラウンドワン さいたま・栗橋店 

参加者 ＜古河地区ローターアクトクラブ＞翁長優妃、鈴木稜 

＜下館 RAC＞池田遼太様 

＜茨城県北 RAC＞椎名佳祐様 

＜水戸 RAC＞大竹麻子様 

＜OG＞松本絵理香様 

＜オブザーバー参加＞並木涼様 

並木ひかる様 

＜古河東 RC＞森敏夫 SＡA 

松本幸子幹事 

＜古河東ゆきはな RSC＞島田義広議長、海老沼敏亨元議長 

内 容 チーム対抗でボウリング大会が行われました。 

優勝は、松本絵理香様、松本幸子幹事、大竹麻子様、森敏夫 SAAチームでした。 

池田さん、椎名佳祐様、大竹麻子様、遠方よりおいでいただき、素晴らしい未来の絆を感じまし

た。ありがとうございました。 

松本幸子幹事さんと森敏夫 SAAさんが参加してくださいました。 

その感動を森敏夫 SAAさんからお聞きしたいと思います。 

「毎年、年に一度のボウリングができるのが楽しみで、行ってまいりました。12名の参加

があり、4人 1組で、3チームの対抗戦になりましたが、幸いグループ優勝をすることが

できました。北茨城市からもアクトのメンバーが参加され、若いパワーをいただいた気

が致します。」  

第 1908回例会 2019年 7月 23日（火）12時 30分 例会場 

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング オーディオ担当 
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［わたらせ水辺の楽校、出席報告］ 

7月 20日（土）、わたらせ水辺の楽校、私は、初めて参加させていただきました。8時 30分集合というこ

とで、山崎清司パストガバナー、江口紀久江会長とご一緒させていただき、安心して参加できました。生

徒さんだけでも 100名、ご家族もお出でですので、かなりの人数でした。ドジョウをつかんだり、楽しい

経験を致しました。 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 報告事項 

［1］古河商工会議所よりアクティヴが届いております。回覧いたしております。 

［2］地区インターアクトより、古着の回収について、本日をもって例会上でのお預かりは終

了となります。 

今後は、ルピナスに於いてお受けいたしますので、宜しくお願い致します。 

 

須田純一親睦活動委員長 

昨夜「親睦」をググってみましたら、「互いに親しみ合うこと。仲良くすること。」だそ

うです。 

どうしたら、私もみんなと仲良くできるのかを考えてみました。 

こんなことを考えるのは、小学生以来、いや、妻を誘ったとき以来考えていません。 

その時の事を考えると、先ずは、食事に！と考えたら、それで江口会長が今年度は、「夜の例会を増

やそう」と提案してくださったのか！ 

江口会長深いな！そっと僕の背中を押してくださったのか！参考にしたいと思います。 

今回、親睦活動委員長に任命されてから、何度か三ヶ尻直前委員長に指導を受けました。 

1年間、本当に頑張ったんだなぁ！と実感しました。今後もご指導宜しくお願い致します。 

このように始めから直前委員長の三ヶ尻さんや江口会長、髙橋采子さまや皆様の協力の下、親睦活

動委員長として、本年度がスタートしました。私は、沢山の人の前で話すことが苦手です。これから

も皆様にはご迷惑をお掛けしてしまうことと思います。 

今までは、仕事の忙しさを言い訳に「自分の事」しか考えていない自分でしたが、親睦にかかわり

「奉仕」の事も少しずつ考えて行けたらと思います。 

また先日、板橋様から親睦活動委員長は大変だけど、「ロータリーは、親睦に始まり親睦で終わるん

だ。」と伺いました。深いお言葉ありがとうございました。  

第 1908 回例会（7/23） 第 1906 回例会（7/9）前々回 

名誉会員を除く会員数 53 名 名誉会員を除く会員数 53 名 

出席計算に用いた会員数 52 名 出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 39 名 出席又は Make Up 会員数 37 名 

出席率 75.00％ 出席率 71.15％ 

幹事 松本幸子 

 

「新年度の抱負」各委員長リレースピーチ ② 
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最後に、未熟な私ですが、皆様のお力をお借りして「江口・松本年度の親睦は楽しかった。」そう思

ってもらえる、そんな 1年になれたら、僕も嬉しいです。1年間、よろしくお願いします。 

 

高橋采子プログラム委員長 

RI会長テーマ 「ロータリーは世界をつなぐ」 

中村澄夫ガバナーの地区スローガン 「人、学びて更なる奉仕」 

江口・松本年度のクラブスローガン 「つなげる親睦 広がる奉仕」 

例会のプログラムは、「楽しい例会創り」に大きな影響があると存じます。 

「楽しい例会創り」は、出席率向上、会員増強にも繋がり、クラブの活性化になると思います。 

会長・監事、各委員会委員長と連絡を密にし、上記のテーマ、スローガンに沿った会員が楽しめる

例会の構成になるよう心がけます。 

会員卓話を重視し、異業種の生業に耳を傾けることにより、学んで奉仕に繋げることができます。 

外部卓話者もお呼びして、卓話を頂き、別の世界のお話で、より一層の見識を高めることができます。 

 

武澤郁夫雑誌委員長 

委員会報告がありますので、始めに報告させていただきます。 

ロータリーの友 7月号、またまた小山幸子さんの作品が掲載されております。 

今回は、ロータリー俳壇、ロータリー歌壇の両方に掲載です。 

ロータリー俳壇には『ははそ葉の母の手のひら蕗のとう』、 

ロータリー歌壇には『早朝の厨にやくはほわほわと かおり漂う厚焼き玉子』 

何とも言えないやさしさや雰囲気を感じます。小山さんおめでとうございます。 

抱負に移りますが、雑誌委員会は、ロータリーの友誌を中心に活動してまいります。 

私自身じっくり読んだことがありませんでしたので、今年 1年は、家族と共に読んでゆきたいと思

います。 

ロータリーの友は、ロータリーの知識、情報については、1 番の情報誌ですので、みなさんへのご

紹介は、じっくりと 2週目或は 3週目に致したいと考えております。 

これからも、小山さんの作品は、たびたび掲載されますでしょうから、自分なりに感想を込め発表

いたしてまいります。 

 

三田圭子スマイル委員長 

お気づきでしょうか？今年度のスマイル投函用紙、少し変えさせていただきました。 

直前委員長の杉岡さんがロータリーに関係する方々を掲載くださいましたので、私なり

にすごく勉強になりましたので、私も参考にさせて頂き、日本人で、ロータリーにゆかり

のある方々をロータリー人名百科に載っている 6名を月が変わるごとに掲載してまいりますので、ご

覧ください。 

江口・松本年度のスローガンでもあります「つなげる親睦 広がる奉仕」も掲げてございます。 

今年度の目標金額は、昨年同様、220万円とさせていただきます。 

皆様の嬉しかったこと、楽しかったこと、メッセージに込めてご投函願います。 

一生懸命、発表させて頂きます。副委員長に小倉郁雄会員、委員に三ヶ尻智昭会員がいらっしゃい

ますので、3人でニコニコとお待ちしておりますので、どうぞご協力よろしくお願い致します。  
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岡村裕太会計 

なれない作業が多いので、松本幸子直前会計にいろいろご指導頂きながら、ミスのない

ように努め上げたいと思います。 

 

 

大橋みち子ロータリー財団委員長 

ロータリー財団委員会のメンバーは、副委員長に大高滋元幹事、委員に山崎清司パスト

ガバナーと大変心強いお二方と 3名で構成されています。 

ロータリー財団は、皆様の財団への深いご理解と温かいご支援による「寄付」を資金とし、

あらゆるプロジェクトを通して国際ロータリーの活動を支援する目的達成の為の重要な事業です。 

年次資金は、シェアシステムと呼ばれる仕組みを通して 3年後に地区補助金、グローバル補助金

として生まれ変わり、多岐にわたり有効に活用されております。また、ポリオ根絶運動は、世界

に先駆けて活動を始め、全力を注いで参りました。発症は、99.9％パ減少しました。ロータリー

財団プログラムへの参加を要請します。 

この使命を達成するために世界各地で実施されるプロジェクトに補助金を提供したり、人材の派

遣や育成に力を注いでいます。 

補助金の原資は皆様の寄付です。このような財団の活動を支援するためにクラブの委員会はクラ

ブ会員の方々に活動内容を紹介し理解をえて財団のプログラムへの参加を要請します。 

またポリオ撲滅は国際ロータリー（RI）の最大の目標です。 

この撲滅運動は RI の特別プログラムであり撲滅の証明が達成されるまで、ほかのすべてのプロ

グラム以上に優先されるとあります。 

ビル・ゲイツ財団はポリオ撲滅のために寄付額の 2倍を上乗せします。 

つまり＄20寄付するとその 2倍の＄40をビル・ゲイツ財団が上乗せしますので＄60がポリオ撲

滅のための資金になります。 

以下年度目標 

年次基金     130＄以上 

ポリオプラス基金 20＄以上 

合計 150＄以上（会員一人当たり） 

ベネファクター  1,000＄（クラブ 1名以上） 

会員の皆様の 100％寄付が目標です。ご協力の程よろしくお願い致します。 

※ 今年度は、国際奉仕委員会の新規事業として、地区補助金を活用し「ネパールのこどもたちへの学

用品・スポーツ用品の贈呈」を予定しております。ご協力の程宜しくお願い致します。 

11月には、寄付を募りますので、宜しくお願い致します。 

 

福田優子ロータリー米山記念奨学会委員長 

副委員長に小林好子会員、委員に久野茂会員の 3名で構成されております。 

ロータリー米山記念奨学会の目的は、将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活

躍する優秀な留学生を奨学することを目的としています。 

優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性はもちろんのこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケ

ーション能力」への意欲や能力に優れている点が含まれます。  
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ロータリー米山記念奨学生は、ロータリークラブを通して日本の文化、習慣に触れ、社会貢献の意

識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献する人となることが期待されま

す。 

古河東ロータリークラブとしては、今年度は、普通寄付 5千円（会費より支払）、特別寄付 2万円以

上を目標にご寄付をおねがいいたします。 

また、特別寄付金は、既にご存じの通り、所得税（個人）法人税（法人）の税制優遇が受けられ相

続税も非課税になります。 

尚、江口松本年度の予定ですが、10 月が米山月間となっておりますので、10 月に予定させて頂き

たいと存じます。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

山腰すい広報委員長 

副委員長に三田浩市会員、委員に加藤奨一会員、この 3名で構成されています。 

広報委員会の事業方針として最も大切なこと、それは、ロータリー活動と方針を多くの皆

さんに知っていただくことです。それにはどうしたらよいか。色々な方法があると思いま

すが、分かりやすく言いますと、昨年度の活動、絵手紙展、古河英語カルタ、そして山川邸での活動が挙

げられます。そういったものが、ケーブルテレビで繰り返し放映され、そして茨城新聞で写真に、誰さん

が載っていたよとか、色々な話題が、皆さんの話から、聞き取ることができます。このように、各メディ

アに記事、写真の投稿、そういったものに力を入れて、皆さんの活動を、多くの人に、ロータリーの存在

を、広く知らせてゆきたいと思います。 

 

坂田信夫古河地区ローターアクトクラブ代表世話人 

昨年は、会員数が 4名でした。1名が卒会、1名が退会ということで、7月 1日は、2名

で新年度を迎えております。この 2名、翁長優妃さん、鈴木稜さん、立派な年間計画を立

て、しっかりやっております。なんとかして、私たちロータリアンが、支えとなって、後

ろから支援するということで、世話人制度が作られたものと思います。私たちのクラブも、多くの会

員が出席し、内容のある例会を行っております。また、衛星クラブとの合同例会を多く開催するなど、

互いに補って活動なされることと思います。 

何といっても増強です。最低でも 6名は欲しいところです。 

2007年（平成 19年）1月 20日創立、13年目にはいっております。応援よろしくお願い致します。 

 

久野茂古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ代表世話人 

先月、鹿島臨海令和ロータリー衛星クラブ、6 月 21 日お披露目がございまして、山崎

清司パストガバナー、海老沼敏之初代議長、森博一直前議長とご一緒に参加してまいりま

した。 

私たちの衛星クラブは、最初の出発点、考え方として、二世を入会させようと、10名でスタートし

ました。準備作業は、7月に始まり 12月に創立を迎えました。3年経ちます。会員の増強についても、

既に数名の候補が上がっております。子弟に限らず増強に励んでゆきたいと思います。 
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お名前 メッセージ 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

そろそろ梅雨明けですかね？ 

各委員長、新年度の抱負宜しくお願い致します。 

山崎清司 PDG 「わたらせ水辺の楽校」に体験入学しました。奉仕活動は体験することで体に染み込みます。 

自分が現場に立たないと判断が片肺になります。楽しかったです。いい勉強になりました。 

江口会長・小山青少年奉仕委員長、お誘いいただきありがとうございました。 

各委員長リレースピーチ宜しくお願い致します。 

大高滋 各委員長リレースピーチ、新年度の抱負を大いに熱く語って下さい。 

大橋みち子 文月の例会も、今日で終わりですね。各委員長さん、新年度の抱負宜しくお願い致します。 

柿沼利明 各委員長様、思う存分活発な活動をご期待申し上げます。 

小森谷久美 学校は、夏休みに入りましたが、夏本番の雰囲気は、ありませんね！ 

新年度の抱負卓話よろしくお願い致します。 

杉岡榮治 21 日（日）地区の RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）にオブザーバー参加させていただ

き、勉強になりました。ありがとうございました。 

須田純一 新年度の抱負、頑張ります。 

福江眞隆 いよいよ梅雨明け！！暑いの嫌いだけど、夏は暑くないとね。わがまま言ってるね。 

どっちの言い分も正しかったりすることってありますね。 

福田優子 蒸し暑いので、皆様お身体を大切になさってください。 

福富好一 各委員長の皆さん、新年度の抱負宜しくお願いします。 

本日第 4 分区会長幹事会出席の皆様、宜しくお願いします。 

三田圭子 本日は、スマイル委員長として、ごあいさつさせていただきますので、宜しくお願い致します。 

森敏夫 各委員長さん、一年間、宜しくお願い致します。 

石川久・鈴木操・松井実・板橋孝司・海老沼堯 

岡村裕太・小倉郁雄・小林好子・小山幸子 

坂田信夫・佐藤孝子・高橋采子・田口精二 

武澤郁夫・白戸輝子・星野龍肇・三田浩市 

各委員長さん、新年度の抱負（企画）楽しみです。 

宜しくお願いします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

31 名 ￥63,000 ￥291,000 ￥2,200,000 13.23% 

スマイル委員長 三田圭子 
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2019-2020年度 RI マーク・ダニエル・マローニー会長 テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」 

2019-2020年度 古河東ロータリークラブ 江口紀久江 会長 クラブスローガン「つなげる親睦 広がる奉仕」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 例会を欠席する時は前日までに SAA までご連絡ください。  

SAA：森敏夫 e-mail mori2028@agate.plala.or.jp 090-4001-6939／FAX0280-30-7186 

◆ 原稿の送信先は e-mail megumi.saito@grace.ocn.ne.jp 又は FAX 0280-32-2450（齊藤）までお願いします。 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1911 回例会 

8 月 13 日（火） 
 法定休日（お盆休みの為） 

第 1912 回例会 

8 月 20 日（火）↓ 

8 月 24 日（土） 

お休み処「坂長」 

ロータリーディ 拡大納涼移動例会 

18 時 30 分 点鐘 

古河市中央町 3-1-39 TEL.0280-22-2781 

第 1913 回例会 

8 月 27 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ドイツ・ハンブルグ国際大会 参加報告」 

参加者代表 佐谷道浩 会員／松本幸子 幹事 

お弁当担当：やなぎや「遊水亭」 

地区行事他 中村澄夫地区ガバナー スローガン「人、学びて更なる奉仕」 

8 月 25 日（日） 地区会長幹事会 ひたちなか市・ホテルクリスタルパレス 

10 月 22 日（日） 中村澄夫地区ガバナー公式訪問  

2 月 2 日（日） 第 4 分区 IM  

4 月 18 日（土） 

4 月 19 日（日） 
地区大会  

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（12:30～13:30）例会場：古河商工会議所 3F（古河市鴻巣 1189-4 電話 0280-48-6000 FAX 0280-48-6006） 

文 責：古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会 [齊藤（愛）・松井・白戸(里)] 


