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～皆様のご協力に感謝申し上げます～ 

ガバナー公式訪問では早朝、雨の中、多くの会員の皆様に最後までご出席頂き有り難

うございました。 

台風の影響残る中、又、当日の雨とで遊水地見学が出来ませんでしたが、見晴らしの

良い道の駅での会議、協議会では、会員増強・IT・国際奉仕委員会はガバナーに見て頂け

るように用意し説明の中お渡しする事が出来ました。 

懇親会では、すみれ会と親睦委員会での出し物にガバナー達も参加し、楽しく笑い、当クラブの親

睦の深さを感じて頂けたと嬉しく思います。 

この日に向けて準備して頂いた親睦はじめ、会員皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

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 武澤郁夫 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■移動例会「Afternoon 職場見学」職業奉仕委員会 

古河市（富田製作所）／小山市（西堀酒造） 

13 時 30 分 お食事処「静」出発 

2019.11.21 

第 1925 回例会 
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11 月の強調月間『ロータリー財団月間』 

2019-20年度会長 江口紀久江 

第 1924回例会 2019年 11月 12日（火）12時 30分 例会場 

君が代、奉仕の理想、バースデイソング 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】 

地区ロータリー財団委員会 補助金委員 木村直行様 

地区ロータリー財団委員会 資金推進・ファンドレイジング委員 

熊木善一様 

 

 

 

【月初めのお祝い】 

進 行：鶴岡学 親睦活動副委員長 

該当者：大高滋会員、大野宗晴会員 

大橋みち子会員、大野裕子会員 

 

 

▮ 国際奉仕委員会 須永恵子 委員長 

［短期交換留学生に関するご報告］ 

第 3350地区（バンコク）との短期交換留学（2019年 12月 22日～29日）に当地区から 6名

が派遣されますが、当クラブの高橋采子会員のお孫さんが選ばれました。大変喜ばしいこと

です。 

▮ IM実行委員会 杉岡榮治 委員長 

［第 3回 IM実行委員会開催のお知らせ］ 

準備状況の報告等をお願いしますので、正副委員長及び関係者はお集まりください。 

日時 12月 3日（火）午後 7時 

場所 麦とろ「静」 

会費 3,000円 

▮ ロータリー財団委員会 山崎清司 委員 

［財団寄附金をお願いします］ 

［茨城ロータリーEクラブ設立のお知らせ］ 

11 月 9 日、異文化交流と国際親善を目的に米山学友を中心とした茨城ロータリーE クラブが

設立され、関係者約 60名が参加して認証伝達式が水戸で行われました。当クラブから

は久野茂会員、高橋采子会員そして私と 3名が参加しました。司会は当クラブがお世話

しました路星さんでした。Eクラブはネットを通じて例会を行うという新しいスタイル

のロータリークラブです。私たちもネットを通して Make upできます。すでに当 Eク

ラブは台風被災者に手袋 300双、土のう袋 2400枚寄付しました。茨城ロータリーEク

ラブは月 2回の例会を予定している。登録料は 1000円、カードで決済します。 

特別代表は高橋賢吾パストガバナー。スパンサークラブは、水戸西ロータリークラブと

水海道ロータリークラブが共同スポンサークラブとなっております。 
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▮ 古河市国際交流協会 生活支援部会 山腰すい 部会長 

［第 5回「外国人のための生活支援のあり方」研修会のご報告］ 

日時 2019年 11月 10日（日）午後 1時 30分～午後 3時 

講師 佐谷道浩様、齊藤愛様、白鳥俊昭様、板垣真吾様 

（弁護士、茨城県弁護士会外国人の人権救済委員会） 

報告 古河市には本年 10 月末の時点で 3,771 名の外国人がお

ります。当部会では、日本語指導、防災訓練、文化交流

等を行っていますが、その中でぶつかる様々な問題点に

関し、このような機会を設けて勉強しています。今回は

特に「法テラス」「改正入管法」について学びました。

今後の活動に役立ててまいります。 

 

▮ 職業奉仕委員会 白戸里美 委員長 

［11月 21日（木）移動例会・Afternoon職場見学］ 

集合時間／場所 午後 1時 30分に「静」 

・詳細はレターケースに入れた案内をご覧ください。 

・当日は古河東の緑のジャンパーを着用してください。 

・富田製作所さんからのご要望で、参加予定者の氏名及び勤務先の情報を提供させていただきたく予定で

す。何卒ご了承ください。 

▮ 将棋愛好会 三田浩市 会長 

［将棋大会日程変更のお知らせ］ 

次回大会の日時を 11月 18日（月）午後 6時（場所：喜楽飯店）に変更します。 

また、7月～11月期の表彰式を行います。ふるってご参加ください。 

▮ ロータリー情報委員会 佐谷道浩 委員長 

［いちご会］ 

日時／場所 ···· 2019年 11月 13日（水）午後 7時～ 喜楽飯店 

テーマ ·········· RLI（講師）小森谷久美会員 

［メーリングリスト変更について］ 

現在使用しているシステムが 12 月 2 日に廃止されることに伴い、新しいメーリングリストの使用に関す

るご連絡を差し上げています。Freemlと Googlegroupsの両方に送っていますので、同じ内容のメールが

2通届いているかと思います。「そんなメールは来ていない」という方はお声がけください。 

▮ ロータリー米山記念奨学委員会 福田優子 委員長 

［引き続き米山特別寄付金をお願いします］ 

お一人あたり 2万円以上をお願いします。 

まだお預かりできていない方は個別にご連絡させていただきます。 
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▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

第 1924 回例会（11/12） 第 1922 回例会（10/29）前々回 

名誉会員を除く会員数 53 名 

休会 
出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 38 名 

出席率 73.08％ 

◆第 5回定例理事会承認事項 

［1］10月の会計報告 

［2］国際奉仕セミナー開催（12月 14日）水戸三の丸ホテル 

登録費 6,000円 参加者／須永国際奉仕委員長 

［3］2020年 2月 2日 IM登録費（1名／7,000円）会員数 64名 

［4］2019年手続き要項 注文（1冊／10ドル）80冊購入 

［5］短期交換派遣（2019／12／22から 12／29）高橋里加子さん（高橋会員お孫さん） 

［6］古河三中職業についての講師依頼（11月 29日）講師 7名から 10名 

［7］12月のプログラム 

◆回覧 

［1］水戸 RC・水戸西 RC週報 

［2］古河商工会議所報 アクティヴ 

［3］古河よかんべ祭り実行委員会 委員長新井様より第 20回よかんべまつり参加お礼の書面 

◆配布 

ガバナーから戴いた日本のロータリー100周年記念バッチ 

◆確認事項 

1月 19日ウィンターフェスティバル 

2月 4日通常例会・理事会 

 

地区ロータリー財団委員会 補助金委員 

木村直行様 

 

ロータリー財団は 1917年のアーチ．C．クランフの提唱により創設されました。我々ロ

ータリアンが社会に奉仕するための財源を我々自身の手で集めるためです。そしてロータ

リー財団の標語「世界で良いことをしよう」を実践するために、ロータリー財団には集めた式を利用

するための 2つの代表的な補助金があります。 

ひとつは地区補助金（DG）、もう一つはグローバル補助金（GG）です。 

DG はクラブの皆様で比較的自由に使える補助金です。ロータリーには 6 つの重点支援分野（疾病

予防と治療、母子の健康、水と衛生、平和構築と紛争予防、地域社会の経済発展、基本的教育と識字

幹事 松本幸子 

 

「財団卓話」 
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率向上）がありますが、地区補助金はこの重点分野に制約されずに使えます。2820地区の地区補助金

参加率は全国トップクラスです。 

一方、GG は国際的で大規模なプロジェクトに利用できる補助金で、重点分野に関連する内容であ

る必要があります。GGは VTT（職業研修チーム）、奨学金にも利用されます。GGも当地区では積極

的に利用されています。「我々が拠出した寄付金を我々の手で奉仕に役立てる」当地区はこれを実践し

ていると言えます。 

GG は保健分野に多く利用されています。国連のデータによれば、保健や教育の水準が 1 人当たり

GDP と高い相関関係にあることが証明されています。すなわち保健や教育の向上がひいては経済的

な豊かさにつながるということです。 

また、GG が紛争解決に目覚ましい貢献をした例もあります。元国連難民高等弁務官の緒方貞子さ

んや現在国連・軍縮担当事務次長の中満泉さんは、GG の奨学金を利用して学んでいます。この 2 人

はボスニアヘルツェゴビナの和平に大きな尽力をしています。なお、当地区には GG の奨学金の他、

新井義三・喜美子奨学金基金という冠名基金があります。これは 6つの重点分野に限定しない奨学金

で、現在 7万ドル程度が利用可能です。 

平和の分野ではロータリー平和フェローシッププログラムという人材育成プログラムもあります。

平和と紛争解決に国際的に活躍する人材を育てることにも、ロータリー財団は貢献しています。 

ロータリー財団のもう一つの重要なプログラムとして「ポリオプラス」があります。1980年にロー

タリーが初めて提唱してから 38 年。当時はほぼ全世界に蔓延していたポリオが、現在の発生は 2 か

国のみとなっており、撲滅まであと少しです。疫病の撲滅により保健の予算が別のものに振り向けら

れれば、家庭・地域社会・国家経済はより強固になり発展していくことが可能になります。ポリオプ

ラスは重要なプログラムなのです。 

このように世界で良いことをするために役立っている我々の財団資金ですが、利用するには一定の

手続きが必要です。皆様が身近で利用して下さっている DGは、申請年度と実施年度の 2年がかりの

プロジェクトになります。地区で一括して申請や報告を行いますので、各クラブの足並みが揃うよう、

申請から報告までの期限をしっかりと守ってクラブ一体となってプロジェクトを実施していただき

たいと思います。 

グローバル補助金は昨年度から事前調査が義務付けられています。国際奉仕委員会と十分に調整の

上、ご利用いただきたいと思います。 

さて、我々の拠出する寄付金は、財団にてしっかりと運用されたのち、3 年後に我々の手で使える

資金として戻ってきます。ちなみに 3年前に当地区

で集まった 30 万 4千ドルの年次寄付金は、本年度

35 万ドル以上の利用可能額となっています。積極

的に「寄付を！」とお考えならば、ポール・ハリス・

ソサエティー（PHS）のメンバーになっていただく

ことも一法です。 

当年度の目標寄付額は会員一人当たり・年次寄付

130 ドル以上、ポリオ 20 ドル以上、合計 150 ドル

以上となっています。確実に世界で良いことに繋が

っているロータリー財団の寄付とプログラムに、是

非参加してください。  
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名前 メッセージ 

地区財団委員 古河 RC 

熊木善一様・木村直行様 

地区財団委員会から卓話するため出向してまいりました。 

宜しくお願いいたします。 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

地区ロータリー財団委員会補助金委員木村直行様、資金推進ファンドレイジング委員熊木善一

様 卓話お世話になります。 

山崎清司 PDG ロータリー財団卓話木村直行委員、ご苦労さまです。 

杉岡榮治 ロータリー財団出前卓話木村直行様、熊木善一様よろしくお願いします。 

古河市の物件における包括管理業務プロポーザル審査の結果、管理業者として認定されました。 

久野茂 ロータリー財団の出前卓話、木村委員・熊木委員ご両名様、ありがとうございます。 

地区での活躍、ご苦労様！土浦市の市長選、元米山で活躍された安藤様が当選。 

おめでとうございました。 

小森谷久美 元会員で、古河で有名な写真家・鈴木路雄さんの写真展「こがの懐かし昭和写真展」が坂長で

今日から 11 月 21 日まで開催されています。 

鈴木路雄パパは、相変わらずお元気そうでしたよ。 

小倉郁雄 「喜寿のお祝い」の集まりが三河で開催され、60 年振りの再会を果たしてきましたが、50 人く

らい集まった中で、分かったのは 5 人くらいで、あと 9 割近くの人は、もう全くわかりません

でした。地区財団の木村直行様、本日は卓話宜しくお願いします。 

福富好一 木村様、熊木様、ご指導宜しくお願いします。 

昨日 11 月 10 日、坂東市ハーフマラソン（岩井 RC）のとん汁サービスのお手伝いを江口会長、

松本幹事、柿沼さんと参加してきました。 

福江眞隆 よかんべ、ありがとうございました。大成功でした！ 

石川久・海老沼堯 

柿沼利明・桑原正信 

小林好子・小山幸子 

坂田信夫・佐谷道浩 

佐藤孝子・高橋采子 

田口精二・武澤郁夫 

白戸輝子・福田優子 

星野龍肇・松井実 

三田圭子・山腰すい 

地区財団委員木村様，熊木様ようこそ，卓話宜しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

29 名 ￥68,000 ￥804,500 ￥2,200,000 36.57% 

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 0280-32-6191／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。 

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

11 月 26 日（火） 

19：30～点鍾 

美容室ルピナス  

古河西口店２F 
大道芸ワークショップ （大道芸人）イタコマコト氏 

古河東ロータリークラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

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 

第 1927 回 

12 月 3 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 第 6 回理事会／月初めのお祝い／クラブ年次総会 

第 1928 回 

12 月 10 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「疾病予防について」 

福江眞隆会員（古河総合病院院長）  

第 1929 回 

12 月 17 日（火） 

小山グランドホテル 

栃木県小山市神鳥谷 202 

移動例会「小山南 RC とのクリスマス合同例会」18 時 30 分点鐘 

小山グランドホテル（TEL：0285-24-5111） 

第 1930 回 

12 月 24 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「クラブ活動中間報告」 

江口紀久江会長／松本幸子幹事 

第 1931 回 

12 月 31 日（火） 
 休会 

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」 

11 月 30 日（土） RLI 練習会（3）  

12 月 14 日（土） 地区国際奉仕セミナー 「水戸三の丸ホテル」 

12 月 21 日（土） 米山学友会 忘年会  

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)] 


