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＜11月 29日（金）職業奉仕委員会による出前卓話＞ 

古河第三中学校で行われる出前卓話「地域の方と語る会」の依頼をいただき、中学一

年生に対して、未来の生き方、働く大切さ・意欲を目的とし 8名の方が卓話致します。 

私もその一人として美容の仕事について話をさせて頂くにあたり、まずは興味を持っ

てもらう所から、身近な毎日の行為、正しいシャンプーの仕方を話そうと思っておりま

す。 

1、髪をよく濡らす（地肌迄） 

2、指先もしくは指腹を使い頭皮を動かすように頭皮を洗う 

※髪はお湯でも汚れは落ちる 

※髪をこすらない 

3、地肌から良く流す 

※シャンプー剤の残りはフケ・カユミの原因 

4、タオルドライをよくし濡れたままにしない 

※ブラシを入れる時は乾いてから 

 

 

司会進行 森敏夫 SAA 点鐘 江口紀久江 会長 板橋孝司 ソングリーダー 鶴岡学 親睦活動副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■月初めのお祝い 

■クラブ年次総会 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング 

2019.12.3 
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12 月の強調月間『疾病予防と治療月間』 

2019-20年度会長 江口紀久江 

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 

第 1926回例会 2019年 11月 26日（火）12時 30分 例会場 
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【お客様及びご来訪ロータリアン】 

茨城ロータリーEクラブ会長・米山学友会会長 徐 佳鋭 様 

古河市国際交流協会副会長 宮本京子 様(右写真) 

 

［第 13回ウィンターフェスティバル］ 

日頃から古河市国際交流協会の活動にご協力をいただきありがとうござ

います。 

令和 2年 1月 19日（日）午前 10時より、とねミドリ館においてウィンターフェスティバルを開催しま

す。この催しも 13 回目を迎えることとなり、古河市内や近隣にお住まいの 1,000 人近くの外国人の方が

参加してくださるようになりました。今回も、より多くの外国人の方々に楽しんでいただけるように頑張

っていきたいと思います。宜しくご協力の程お願いいたします。 

 

▮ 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］ 

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 お食事処 麦とろ「静」 

会費 3,000円 

▮ 青少年奉仕委員会 小山幸子 委員長 

［12月のローターアクトクラブ例会］ 

第 1例会「ミサンガ教室」 

日時 2019年 12月 3日 午後 7時 30分点鐘 

場所 ルピナス古河店 

第 2例会「クリスマスパーティー」（古河東 RC・小山南 RCとの合同例会） 

日時 2019年 12月 17日 午後 6時 30分 点鐘 

場所 小山グランドホテル 

▮ 職業奉仕委員会 白戸里美 委員長 

［古河三中出前卓話］ 

先日の Afternoon職場見学は大変お疲れさまでした。 

11月 29日の古河三中での出前卓話に 8名の皆様にご協力をお願いしております。 

当日は 13時に正門駐車場付近に集合してください。 

▮ 国際奉仕委員会 須永恵子 委員長 

［本日例会後に国際奉仕委員会を開催します］ 

ウィンターフェスティバルに向けた打ち合わせをお願いしたく、国際奉仕委員の方は、本日

（11月 26日）例会後にお集まりください。 
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▮ ロータリー財団委員会 大橋みち子 委員長 

［地区補助金歴史］ 

江口・松本年度の地区補助金は、来年 2 月ネパールの学校へ学校教材・スポーツ用品の贈

呈に使用されます。 

地区補助金は 2000年（吉岡昭文ガバナー年度）から開始されました。そのときは CAP（キャップ 地

域社会援助プログラム）と呼ばれ、1万ドル（100万円前後）が限度の試験的プログラムでした。 

当クラブは国内 CAP第一号としてこの資金をいただき、その補助金で「失明救済キャンペーン」を実施し

ました。これは古河の桃祭りのとき、見物客に早めに目の検査を受けるよう呼びかけるパンフの配布とポ

リオ根絶の募金活動を行いました。多くの人にお願いするためにぬいぐるみを着て啓発活動をしました。

このプログラムの動機は、フランク・デブリン RI会長の職業が眼鏡関係であり、眼に関するプロジェクト

の呼びかけと、森本毅郎アナウンサーが自分は緑内障と告白し、国民に目の早期検査を呼びかけるキャン

ペーンを行っていたからです 

2003 年（清水清ガバナー年度）からは DDF（地区財団活動資金）の 20%が地区補助金となり、250万

前後が使用可能になりました。しかしこれも使い切れず 2次募集までしてこれを消化しました。 

2013年（長谷川國男ガバナー年度）からは DDF（地区財団活動資金）の 50%までが地区補助金となり

大きな金額が地区やクラブで使用できるようになりました。 

地区補助金が地域で使用できるようになってから 20 年、当クラブはずっと地区補助金をいただき地域や

世界に貢献しています 

▮ ゴルフ同好会 齊藤愛 会計担当 

［引き続き前期会費を集めています］ 

今週末（12月 1日）の忘年ゴルフでは、皆様宜しくお願いいたします。 

また、今年度前期会費（10,000円）未納入の方は、お支払いのほどお願いいたします。 

▮ 将棋愛好会 三田浩市 会長 

［将棋大会表彰報告］ 

11月 18日の将棋大会において、7月～9月の成績により、表彰を行いました。 

優勝 三田浩市／準優勝 板橋孝司／第三位 久野茂／入賞 坂田信夫 柿沼利明 武澤郁夫 

（敬称略） 

▮ 青少年奉仕委員会 齊藤愛 副委員長（メール報告） 

［古河地区 RAC・古河東ゆきはな RSC合同「ハロウィン例会」のご報告］ 

1日時 令和元年 10月 27日（日）午後 6時 30分 点鐘 

2場所 お休み処 坂長「石蔵」 

3古河東 RCからの参加者（敬称略） 

江口紀久江、松本幸子、山崎清司、坂田信夫、佐谷道浩、石川久、齊藤愛 

4 報告 昨年に引き続き坂長の石蔵で、思い思いの「全力の仮装」に身を包んだ参加者たちが集い、親睦

を深めました。アクトOGや他地区のローターアクターも駆けつけており、強い絆を感じました。

美味しいケータリングとともに、ゲームや仮装コンテスト（優勝は衛星クラブ島田議長「ダンボ

ー」（集合写真左端のダンボール箱））など、アクト・衛星クラブの皆さん渾身の楽しい企画満載

で、あっという間の 2時間でした。  
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▮ ロータリー情報委員会 佐谷道浩 委員長（メール報告） 

本年度第 1回のいちご会が RLIとは何かをテーマに 11月 13日午後７時から喜楽飯店さんで開かれ、衛

星クラブからの 2 名を含めて 32 名の参加がありました。また、事務局の小林さんにも傍聴していただき

ました。 

地区 RLI 委員の小森谷久美会員を講師（DL)とし、参加会員を在籍年数に応じて二班に分け、実際のデ

ィスカッションを経験しました。来年の IM での RLI の実施を見据えつつ、改めてロータリーについて学

ぶ良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

  

第 1926 回例会（11/26） 第 1924 回例会（11/12）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 51 名 出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 44 名 出席又は Make Up 会員数 38 名 

出席率 86.27％ 出席率 73.08％ 



―5― 

 

◆ 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 

◆ 小山南ロータリークラブより、合同例会・クリスマス会の企画書（案）が届きました。 

12月 17日（火）18時 受付 18時 15分 点鐘 

※出欠に変更があったら幹事松本まで連絡ください。 

◆ 衛星クラブ・ローターアクトクラブの 12月例会案内をメール配信しました。 

◆ 地区米山記念奨学会、井田統括委員長からの≪米山奨学生面接官募集≫のメールを配信しました。 

応募者は 12／6前に幹事松本まで連絡ください。 

◆ 11月 10日 岩井ロータリークラブ豚汁サービスのお礼状が届きましたので、お手伝い戴いた会員にメー

ルしました。 

 

 

 

 

名前 メッセージ 

  
江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

米山学友会・茨城ロータリーＥクラブ会長 徐 佳鋭 様 

ようこそおいでいただきました。本日宜しくお願い致します。 

  
福田優子 徐様、卓話宜しくお願い致します。 

私事ですが、夕べ（11 月 25 日）娘に 2 番目の男の子が産まれました。 

安心して例会に出席できます。皆様もどうぞお体を大切にしてください。 

  
久野茂 徐会長、御苦労様です。 

過日水戸にて認証伝達式無事終了。お目出度うございました。本日はＥクラブ誕生の御苦労話、

楽しみです。米山奨学生に合格して、何年になりますか･･･ご活躍を誇りに思います。 

  
山腰すい 徐佳鋭会長、卓話宜しくお願いいたします。古河市国際交流協会主催のウィンターフェスティ

バルチラシをレターケースに入れておきました。宜しくお願いいたします。 

  
白戸里美 先日の Afternoon 職場見学では大変お世話になりまして、ありがとうございました！ 

  
福江眞隆 職場見学お疲れさまでした。なんだかスッキリしない天気ですが、お体に気をつけてください。 

12 月 10 日、卓話予定です。 

  
石川久，海老沼堯，大橋みち子，大高滋，岡

村裕太，小林好子，小森谷久美，小山幸子，

坂田信夫，鈴木操，杉岡榮治，須田純一，須

永恵子，高橋采子，武澤郁夫，白戸輝子，松

井実，三田圭子，三田浩市 

徐佳鋭様、ようこそいらっしゃいました。 

卓話を宜しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

26 名 ￥53,000 ￥857,500 ￥2,200,000 38.98% 

直前幹事 松本幸子 

 

スマイル委員長 三田圭子 
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茨城ロータリーEクラブ会長 徐佳鋭 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「Ｅクラブについて」 
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【前々回の記録】 

 

 

移動例会「Afternoon職場見学」職業奉仕委員会 担当 

◆株式会社富田製作所古河工場様（古河市丘里 11・厚板精密板金加工） 

◆西堀酒造株式会社様（栃木県小山市大字粟宮 1452・明治 5年（1872年）に創業酒蔵） 

 

天気晴れ。13時 30分に「静」さん集合出発。 

見学者 20名。先ずは丘里工業団地内、株式会社富田製作所に向かう。 

14時に到着し、2階会議室へ。30分ほど富田社長の会社創立からのお話、会社のプレス機を武器とした日

本各地のシンボル的建造物の作品の数々をご紹介頂く。 

→画面で東京スカイツリーの柱を制作し、納品するまでの様子を見せて頂く。 

→全員ヘルメットを着用し、工場内へ移動。→社長自ら工場内をご案内頂き、最後は 16,000トンの大迫力

のプレス機。夢に出てきそうな大迫力に圧倒された。 

→会議室に戻り質疑応答→闊達な時間となり、有意義な見学となった。 

 

次に小山市西堀酒造へ。明治 5年創業、国登録有形文化財指定蔵を持つ伝統ある酒蔵。 

→西堀社長（小山南 RC）が笑顔で出迎えて下さり見学スタート 

→現在仕込み中の酒を見せて頂く。（透明のタンクもあり変化が見やすいらしい） 

→見学後試飲、買い物 

 

二社見学後はバスをお借りした静さんに戻り、懇親夕食会。 

（西堀酒造さんから頂いたお酒はこの時間に全て美味しく飲み干してしまいました。） 

富田製作所さんの作品ひとつひとつにドラマがあり、人とのご縁があり今があるのだと実感しました。 

西堀酒造さんの先祖からの熱い想いを引き継ぎ今があるのだと実感しました。 

お忙しい中をご参加下さった会員の皆様、ありがとうございました。 

  

第 1925回例会 2019年 11月 21日（木） 
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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 

12 月 3 日（火) 

19：30 点鐘 
美容室ルピナス２F 「ミサンガ教室」 

12 月 17 日（火） 
小山グランドホテル 

栃木県小山市神鳥谷 202 

クリスマス例会（古河東 RC・小山南 RCと合同） 

午後 6時 15分点鐘 

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 

12 月 10 日（火） 

19：30 点鐘 
美容室ルピナス２F 須永会員による卓話「男の超掃除２（洗剤 10 選）」 

12 月 17 日（火） 
小山グランドホテル 

栃木県小山市神鳥谷 202 

クリスマス例会（古河東 RC・小山南 RCと合同） 

午後 6時 15分点鐘 

 

 

◆ 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 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 15 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」 

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)] 


