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本日は、古河地区ローターアクト今年度会長の翁長さんに所信表明卓話を頂く事

となっております。青少年奉仕委員長、地区ローターアクト委員を経験させて頂い

た中で、アクトの重要性についてお話しさせて頂きます。ロータリー会員として私

達は、ロータリアンとして将来を担う青少年への支援が大切です。 

30歳迄というハードルがありますが、全てのアクター達を見て来て、発想力、活

動力、ロータリアンと変わらない思いの中、まさにロータリー小型版です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彼らの著しく成長する姿を見ると、衛星へ、ロータリーへとつながるのも納得です。 

私たちが、提唱クラブとして 1番力を入れて来られたのも、クラブ会員、アクター、皆様

のご協力とご理解があっての事です。 

ロータリアンとして居る意味、意義を、多くの若者にもわかち合ってほしいとの思いをこ

めて、更に増強に努めたいものです。 

  

本日の予定 

■お客様卓話「インドネシア伝統的集落保存協力について」 

筑波大学大学院 上北恭史教授 

♬ロータリーソング♬ 四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 
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9 月の強調月間『基本的教育と識字率向上月間、ロータリーの友月間』 

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 井上学 ソングリーダー 須田純一 親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お客様及びご来訪ロータリアン】 

古河地区ローターアクトクラブ会長 翁長優妃 様 

 

 

▮ 職業奉仕委員会 白戸里美 委員長 

8月に 2高の生徒さんに、各職場で、職業体験をしていただきました。 

これに対しましてのお礼状が届いております。 

10月 7日(月)には、古河 1高へ 7名の講師の方々に講話をお願いしてございます。 

よろしくお願い致します。 

▮ 社会奉仕委員会 福江眞隆 委員長 

［移動例会のご案内］ 

健康まつり（古河総合病院祭） 

「見上げてごらん ☆昼の星☆」～すべての人に夢と希望を～ 

日時 2019年 10月 13日（日）午前 10時 45分集合（途中参加可能、昼食あり） 

会場 プラネタリウム会場（古河市福祉の森会館 ホール） 

病院まつり会場（古河総合病院駐車場） 

内容 入場案内、誘導等（古河東 RCのＴシャツ、ジャンパー等着用） 

イベントの内容や例会の詳細は別途レターケースに配布した案内文書をご確認ください。 

▮ クラブ会報・IT委員会 齊藤愛 委員長 

［第 1回クラブ会報・IT委員会開催］ 

日時 2019年 9月 17日（火）午後 6時 30分より 会場 喜楽飯店 

議題 週報のレイアウトをお願いしている遠藤陽子様を交えて、週報編集体制並びに 

Facebook（SNS）及びメーリングリスト運用に関し打ち合わせ 

  

第 1916回例会 2019年 9月 17日（火）12時 30分 例会場 

我らの生業 オーディオ担当 
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▮ ゴルフ同好会 齊藤愛会員 

［年会費を集めます］ 

遅くなりましたが、次週（9 月 24 日）例会よりゴルフ同好会の今年度半期分の会費（10,000 円）を集め

ますので、ご協力をお願いします。 

▮ すみれ会 高橋采子 会長 

［第 3回すみれ会総会のご案内］－会長幹事の激励会を兼ねて－ 

日時 2019年 10月１日（火）午後 6時 30分 

会場 麦とろ「静」 

出欠連絡 9月 25日までにグループライン又は FAX0280-22-5959まで 

▮ 出席委員会 鈴木操 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

［1］第 15回日韓親善会議（9/28）、会場変更のお知らせが届いております。 

出席なさる山崎清司パストガバナー、福富好一ガバナー補佐には、私から連絡しておきま

す。(ウェスティンホテル仙台で開催) 

［2］ロータリーリーダーシップ研究会パート 2、10 月 20 日（日）8 時 30 分登録、9 時開会、福富好一ガ

バナー補佐、江口紀久江会長、私、とで参加いたします。(水戸智学館中等教育学校にて開催) 

まだ空席がありますので、ご参加希望の方は、私宛申し出で下さい。 

［3］池田正純ガバナーエレクト事務所開設の案内が届いております。 

〒300-1207 牛久市ひたち野東 5-3-2 池田ビル 2階 202号室 

尚、2020年 7月 1日からガバナー事務所へ移行予定 

［4］ロータリー米山記念奨学会福田優子委員長から、本日欠席ですが、米山特別寄付金を 10 月は、移動例

会等があり、都合で次回 9月 24日（火）例会から、お預かり致したいとのことですので、2万円以上に

てよろしくご協力方、お願い致します。 

［5］10月 13日（日）、14日（体育の日）ライラセミナーについて、高橋采子会員とご家族様、衛星クラブ

島田義広議長が、参加して頂けることとなりました。助かりました。感謝です。 

［6］財団の出前卓話、11月 12日（火）の例会時に確定致しました。 

  

第 1916 回例会（9/17） 第 1914 回例会（9/3）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 40 名 

出席率 75.00％ 出席率 76.92％ 

幹事 松本幸子 
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古河地区ローターアクトクラブ会長 翁長優妃様 

2019-2020年度 クラブターゲット 

D.I.Y. for smile ～笑顔の為に DIY～ 

 

◆クラブターゲットの意味・理由など 

『DIYとは「Do it yourself」の略語で、自身で何かを作ったり、修理・装飾したりなど、「自分ででき

ることは自分でやろう」という理念のもとに行う諸活動のことです。DIYという言葉、概念は「（他人

任せにせず）自身でやる」という考え方を、広く生活の基本態度にしようとする精神を指しているこ

ともあります。これらは、「DＩY ethic（倫理）」「DIY精神」とも言い、むやみに営利企業の活動には

頼らず、“人々、（人・グループ）”が自主的に行う活動を推奨しています。』 

“D.I.Y ＋ 笑顔” 

自身が笑顔でいれば、周りもつられて笑顔になれる。 

周りを笑顔で溢れさせる為に、自分でできることは何か考え行動し、地域社会の人と人とのつなが

りを大切にする活動を心掛けたいと思います。 

◆具体的な施策 

・地域のイベントヘの参加 

地域社会とのつながりを深めることを目的として、大きなイベントヘの参加だけではなく、地域活

性の為に行われる小規模なイベントにもアクトとして参加する。（坂長さんなど） 

・公共イメージ向上を目指して 

過去二回行われた DIY～映え例会～を参考にして、例会内で RC や RAC のロゴをモチーフに使用

して物づくりを行う。インスタグラムやフェイスブックなどの SNS を利用し、アクト活動のイメ

ージをつたえる。 

・時間と場所を選ばず、一年間を通して行える、奉仕活動に取り組む（切手回収ボランティアなど） 

 

会員卓話「日本文化と着物について」 

佐藤孝子パスト会長 

猛暑の夏も十五夜のお月見の頃より朝夕めっきり涼しくなりました。 

本日は即位礼正殿の儀の衣装についてお話しさせていただきます。 

天皇のご即位は令和元年 5月 1日。即位正殿の儀が行われるのは 10月 22日です。 

皇居正殿には松の間、竹の間、梅の間があります。松の間は重要な儀式の行われる所で、新年祝賀

信任式・認証官任命式・勲章親授・歌会始等に使用されます。私がいただきました黄綬褒章は、皇居

豊明殿でした。 

即位礼正殿の儀は天皇陛下の御即位を国内外に宣言してお祝いする儀式です。天皇陛下は高御座

（たかみくら）、皇后陛下は御帳台（みちょうない）にお昇りになります。 

天皇陛下の衣裳は黄櫨（こうろ）染（せん）の袍（ほう）で盛夏の太陽の輝きを表しています。内

より白の下着、単を着け、紅の大口袴の上に表（うえ）の袴（はかま）を穿き、下襲（したかさね）

を着け後ろから裾（きょ）を着けてその紐を前で結びます。袍を着けて石帯（せきたい）を着けます。

檜（ひ）扇（おうぎ）を帖（たとう）紙に挟んで懐に納め笏（しゃく）を持ちます。履物は襪（しょ

うず）に浅（あさ）靴（ぐつ）、冠は立纓（りゅうえい）です。  

お客様卓話「所信表明」 
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皇后陛下は十二単で別名唐（から）衣（ぎぬ）裳装束、女房装束とも言います。十二単は沢山着重

ねるという意味です。内より白羽二重二枚重ねの内着に緋の袴を穿きます。次に単（ひとえ）を着け、

五（いつつ）衣（ぎぬ）、打（うち）衣（ぎぬ）、表（うわ）着（ぎ）を重ねて唐（から）衣（ぎぬ）

を着け、裳（も）を後から着けて紐を前で結びます。帖紙を懐に納め檜扇を手に持ちます。この衣裳

は最後に着ける裳の紐一本で全体を束ねています。内着の次に着ける単は衣裳の中で身幅も身丈も大

きく出来ていて、この上に五衣などの上衣を乗せて裾を引くような形になります。裳は衣裳の中で唯

一の染物です。髪は大垂（おおすべら）髪（かし）です。 

皇太子の衣裳は、黄丹（おうたん）袍で昇る朝日の鮮やかな色を表しています。 

装束の着付の方法を衣紋道と言い、お服上げ（着付）をする人を衣紋者と言います。 

装束は平安時代から今に受け継がれたもので、衣紋道には高倉流と山科流があります。着装方法が

煩雑で、十二単は全部着装しますと 16～17 ㎏もあり、身動きも難しくお手洗いにも行けません。製

作費、着装その他膨大な費用もかかります。このような事を鑑み明治 11年に皇室の和装は即位の礼、

結婚の儀、宮中祭礼に着用し、正装は洋服とすることと法律で定められました。 

そして一般庶民の男子は羽二重の羽織袴、女子は黒留袖と定め現在に至っています。 

明治 5年（1872年）太政官布告 339号 

 

 

 

 

 

名前 メッセージ 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

古河地区ローターアクト翁長会長所信表明、佐藤孝子パスト会長卓話宜しくお願いいた

します。 

佐藤孝子 本日は卓話させていただきます。宜しくお願いいたします。 

石川久・大髙滋 

久野茂・鈴木操 

松井実・森敏夫 

海老沼堯・小倉郁雄 

岡村裕太・小林好子 

小山幸子・坂田信夫 

杉岡榮治・須田純一 

高橋采子・田口精二 

武澤郁夫・白戸里美 

福江眞隆・星野龍肇 

三田圭子・小森谷久美 

翁長会長、佐藤孝子Ｐ会長、卓話宜しくお願いします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

25 名 ￥50,000 ￥574,500 ￥2,200,000 26.11% 

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。 

古河地区ローターアクトクラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

9 月 29 日（日） ホテル山水 米山奨学生の着物体験（着付けお手伝い） 

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

9 月 24 日（火） 

19：30 点鐘 

イタリア厨房 

ペントーラ 

古河市坂間 73-1 

国際料理を愉しむ♪ 

申し込み：9 月 10 日（火）までに幹事 松本宛 

古河東ロータリークラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1918 回 

10 月 1 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 4 回理事会 例会場 11 時～  

月初めのお祝い 

絵手紙体験例会 古河絵手紙の会の皆様 

第 1919 回 

10 月 8 日（火）↓ 

10 月 13 日（日） 

プラネタリウム 

古河福祉の森 

移動例会 古河総合病院 病院祭り 

プラネタリウム 古河福祉の森 

第 1920 回 

10 月 15 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会 ガバナー公式訪問に備えて 

第 2820 地区第 4 分区ガバナー補佐 福富好一様 

第 1921 回 

10 月 22 日（火） 
ホテル山水 

ガバナー公式訪問 第 2820 地区ガバナー 中村澄夫様ご来訪 

第 2820 地区第 4 分区ガバナー補佐 福富好一様 

第 1922 回 

10 月 29 日（火） 
 休会（第 5 週につき） 

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」 

10 月 22 日（日） 中村澄夫地区ガバナー公式訪問 ホテル山水 

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)] 


