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絵手紙を書こう 

今この時代、携帯電話が普及し手紙を書くという事が

減って来てしまっています。1 年に 1 度の新年のあい

さつである年賀状ですら減っています。 

絵手紙は「絵」・「作品」ではなく「手紙」です。 

届ける人を想い、短文・言葉をそえて書いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

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 井上学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■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 

2019.10.13 
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10 月の強調月間『経済と地域社会の発展月間、米山月間』 

2019-20年度会長 江口紀久江 

第 1918回例会 2019年 10月 1日（火）12時 30分 例会場 

君が代、奉仕の理想、バースディソング オーディオ担当 
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【お客様及びご来訪ロータリアン】 

古河絵手紙の会会長八木美恵子様はじめ5名の先生方 

 

 

 

 

【月初めのお祝い】 

進行：鶴岡学 親睦活動副委員長 

武澤郁夫会員、鈴木操会員、須田純一会員 

 

 

 

 

▮ 雑誌委員会 武澤郁夫 委員長 

［ロータリーの友 10月号］ 

小山幸子さんの短歌が今月も入選しています（66頁）。 

『～お芋から作るコロッケうまかりき今も及ばず母そはの母に～』 

「ははそはの」とは、「母」の枕詞であり、斎藤茂吉が好きだった言葉でもあるそうです。 

小山さんのコロッケ、美味しいでしょうね。 

▮ 青少年奉仕委員会 小山幸子 委員長 

［RYLA研修］ 

2019年 10月 13日（日）～14日（月） 

当クラブからご参加の皆様、ご協力ありがとうございます。 

（参加予定者）山崎 PDG、須永さん、高橋さんとお孫さん、島田ゆきはな R衛星クラブ議長 

［古河地区ローターアクトクラブ 10月例会］ 

10月 8日（火）午後 7時 30分 美容室ルピナス 

「会員増強についての意見交換会」（ゆきはな R衛星クラブとの合同例会） 

10月 27日（日）午後 6時 30分 坂長 石蔵 

「ハロウィン例会」（ゆきはな R衛星クラブとの合同例会） 

▮ 社会奉仕委員会 福江眞隆 委員長 

［10月 13日移動例会（古河病院まつり）のご案内（再）］ 

日時 10月 13日（日）午前 10時 45分 福祉の森会館集合（途中参加可） 

プラネタリウム運営のお手伝いをお願いします。 

当日は古河東のジャンパーを着用してください。 

社会奉仕委員は集合時間より少し早めにお越しください。 

昼食は「静」さんでおとりください（時間指定なし）。 

※会員向けのプラネタリウムの入場整理券は 10月 1日例会において希望者に配布されました。  
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▮ 福富好一ガバナー補佐より 

［日韓親善会議出席報告］ 

9月 28日に仙台市で開かれた第 15回ロータリー日韓親善会議に、山崎清司 PDGと古河クラ

ブの植竹清治さんと共に出席して参りました。韓国から約 230 名、日本から約 460 名が参加

しました。内容は、地区大会の 2日目のようなイメージです。12時 30分から受付が始まり、14時 40分

過ぎに点鐘。17 時から晩餐会が開催されました。日韓の民間交流を深める機会になったことと思います。 

▮ プログラム委員会 高橋采子 委員長 

［11月のプログラム］本日レターケースに 11月のプログラムを配布いたしました。 

【移動】11月 2日（土）・3日（日）古河よかんべ祭り・絵手紙展 

【通常】11月 12日（火）財団出前卓話 

【移動】11月 21日（木）Afternoon 職場見学 

13時 30分食事処静集合→冨田製作所、西堀酒造を見学→食事処静に戻り夕食 

【通常】11月 26日（火）米山学友委員長 徐佳鋭会長卓話「Eクラブについて」 

▮ 岡村裕太会計から 

［会員の皆様へのお願い］ 

クラブからの出金が必要な場合は、行事ごとに、担当委員会の委員長において伝票と領収証

をとりまとめてから会計に提出してください。また、領収証だけお渡しいただくようなこと

もないようにしてください。 

伝票の記入方法等、ご不明な点があればいつでもおたずねください。 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

◆第 4 回定例理事会 承認事項報告 

［1］9 月分会計報告 

［2］ガバナー公式訪問予算書 

［3］古河総合病院、病院祭りプログラムと予算書 

［4］クラブメーリングリストの件、佐谷道浩管理者より、12月にて閉鎖される現在のリスト

をグーグルグループに移行する件及びメーリングリスト、フェイスブック管理者に小森谷久美直前幹

事を追加する件。 

［5］三ヶ尻智昭会員の業務多忙及び健康上の理由に依り 11月から休会届出の件 

［6］北九州豪雨の災害義援金について、1会員 1000 円、64名分支出の件。  

第 1918 回例会（10/1） 第 1916 回例会（9/17）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 34 名 出席又は Make Up 会員数 40 名 

出席率 65.38％ 出席率 76.92％ 

直前幹事 松本幸子 
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［7］2019－2020年度第 4分区 IM 実行委員会、組織表 

［8］11月のプログラム 

［9］11月 21日職場訪問の予算書 

［10］国際奉仕委員会、ネパール支援事業へのバランスボールとスラックレールの購入の件。 

［11］ローターアクトクラブ 10月の例会案内 

［12］2018-19年度ロータリー賞受賞通知拝受 

［13］メジャードナー午餐会、山崎清司パストガバナー参加登録の件（11月 17日神戸ポートピアホテル） 

［14］次回理事会 11月 12日（火） 

 

 

 

 

お名前 メッセージ 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

絵手紙体験例会、八木美恵子会長はじめ総勢 5 名の古河絵手紙の会会員の皆様、お忙しい中、

ありがとうございます。ご指導宜しくお願い致します。 

山崎清司 PDG 古谷小森谷年度のロータリー賞、受賞おめでとうございます。古河東 RC のスクラム力の結果

ですネ！また、今日は、絵手紙の先生方、よろしくご指導願います。 

板橋孝司 古河絵手紙の会の皆さん、お世話になります。また、今日は、10 月 1 日、消費税 10％、経済

効果はいかがか、日本の経済、新たな旅立ちです。 

海老沼堯 古河絵手紙の会の方々、本日は、ご指導お願いします。 

10 月生まれの方、今日は、良い日だそうですよ！ 

久野茂 今年も、絵手紙展において「傑作」を期待しています。 

下手でもよい、下手が良い・・と、上手が良いですね！！見るのが好き！！ 

高橋采子 すっかり秋めいてまいりましたが、まだ、暑いですね。 

今年も、絵手紙体験、八木先生宜しくお願いします。 

田口精二 絵手紙楽しみにしています。冷や汗をかきながら、書いてみます。 

武澤郁夫 月初めのお祝いプレゼントありがとうございます。1957 年生まれです。 

福富好一 今日、ほんとうに暑いです。28 日（土）仙台に於ける日韓親善会議に、山崎清司パストガバナ

ー、古河 RC 植竹清治さんと私で参加してきました。 

山腰すい 今日から消費税 10％！買いだめは、しませんでした。 

古河絵手紙の会の皆様、ご指導よろしくお願い致します。 

石川久・大高滋・鈴木操・松井実・小山幸子 

坂田信夫・佐谷道浩・杉岡榮治・須田純一 

白戸里美・白戸輝子・福江眞隆・三田圭子 

大橋みち子・小森谷久美・三ヶ尻智昭 

古河絵手紙の会の八木会長はじめ 5 名の皆様、御指導の程、宜し

くお願い致します。 

10 月お誕生日の方、おめでとうございます。 

人数 合計 累計 目標額 達成率 

27 名 ￥55,000 ￥678,500 ￥2,200,000 30.84% 

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」 

古河地区ローターアクトクラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

10 月 8 日（火） 

19：30 点鐘 

美容室ルピナス 

古河西口店２Ｆ 

「会員増強についての話し合い例会」 

（ゆきはなロータリー衛星クラブさんとの合同例会） 

10 月 27 日（日） 

18：30～点鍾 
お休み処「坂長」石蔵 

「🎃ハロウィン例会」 

（ゆきはなロータリー衛星クラブさんとの合同例会） 

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 

10 月 8 日（火） 

19：30 点鐘 

美容室ルピナス 

古河西口店２F 

「会員増強についての話し合い例会」 

（古河地区ローターアクトクラブさんとの合同例会） 

10 月 27 日（日） 

18：30～点鍾 
お休み処「坂長」石蔵 

「🎃ハロウィン例会」 

（古河地区ローターアクトクラブさんとの合同例会） 
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◆ 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。 

古河東ロータリークラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

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 

お弁当担当：やなぎや「遊水亭」 

第 1921 回 

10 月 22 日（火） 
ホテル山水 

移動例会 

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） 

第 1923 回 

11 月 5 日（火）↓ 

11 月 2,3 日（土,日） 

古河公方公園 

移動例会 

古河よかんべまつり 

「絵手紙展」主催 

第 1924 回 

11 月 12 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ お客様卓話 ロータリー財団「出前卓話」 

第 1925 回 

11 月 19 日（火）↓ 

11 月 21 日（木） 

富田製作所 

西堀酒造 

移動例会 職業奉仕委員会「Afternoon 職場見学」 

13 時お食事処「静」集合 

第 1926 回 

11 月 26 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

お客様卓話「Ｅクラブについて」 

2820 地区米山学友会 徐 佳鋭 会長 

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 

11 月 2 日（土） 地区米山委員会  

11 月 2 日（土） 地区親善野球大会  

11 月 16 日（土） ロータリー財団地域セミナー  

11 月 30 日（土） RLI 練習会（3）  

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)] 


