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一年は早いもので今年も年次総会の月になりました。 

寒さも増々厳しくなってきますが、寒さを感じるこの時期になると昔の仕事での寒さ

を思い出します。それは新聞配達です。 

寒くなる 11 月から始める人は珍しいと言われ、車の免許も持

っていない頃でしたので、昔の重い自転車です。朝の三時に起き、

一番電車が来る頃に配達が終わります。もちろん晴れた日ばかりでは無く、雨、

雪の日もです。今は濡れないよう袋に入ってとじられていますが、昔はなんと

か濡れないようポストに入れる作業でした。余るはずがないので、届いていな

い家から電話が来るとまた行かなくてはなりません。 

寒い雨、雪も大変ですが一番厳しいのは風です。 

一番怖いのは冬の風鈴です。夏の風鈴は気持ちの良いものですが、まだ暗い冷たい風の中の風鈴の

音はお化け屋敷の中に入っていったかのようでゾクっとします。私はこの体験から配達員さんを考え、

ポスト近くの電灯はつけておきます。冬、風鈴は必ずしまいます。 

皆さんも出しっぱなしはありません…よね！？ 

 

 

司会進行 石川久副 SAA 点鐘 江口紀久江 会長 大高滋 ソングリーダー 武澤郁夫 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■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） 

♬ロータリーソング♬ それでこそロータリー 

2019.12.10 

第 1928 回例会 
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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 

第 1927回例会 2019年 12月 3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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【月初めのお祝い】 

進 行：須田純一親睦活動委員長 

該当者：桑原正信会員、占部鉄夫会員 

松井実会員、佐谷道浩会員 

白戸輝子会員、佐藤孝子会員 

小林静子さん（事務局） 

12月にお誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。 

 

▮ 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 麦とろ「静」 

会費 3,000円 

また、2020年 2月 2日（日）の IMには全員出席のご協力をお願いします。 

▮ 雑誌委員会 武澤郁夫 委員長 

［ロータリーの友 12月号］ 

今月も小山幸子さんの短歌が入選しました（縦組 22頁）。 

～ 枝豆と冷奴と烏賊と一杯の冷酒の父の夏の夕暮れ ～ 

昔のお父さんのほのぼのとした夏の情景が目に浮かぶようで、味わい深いですね。 

▮ 職業奉仕委員会 白戸里美 委員長 

［古河三中「地域の方と語る会」］ 

11月 29日（金）13時〜古河三中「地域の方と語る会」に 8名の講師と参加。 

対象は中学一年生。4クラスの生徒が生活班（男女 6名）に分かれて、聞いてみたい講師のと

ころを 30分づつ、2人の講師の話を聞くスタイル。 

不動産、美容、看護師、造園、広告、珠算塾、医療介護、着物講師と魅力ある職業のプロの講義を聞くこ

とができて、非常に有意義だったと一学年主任の先生よりお礼が有りました。全教室を回れた職業奉仕委

員長の私が一番おいしい思いをしたと確信しています。お忙しい中、講師を快く引き受けて下さった皆様、

ご協力ありがとうございました。 
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▮ ロータリー米山記念奨学会委員会 福田優子 委員長 

［特別寄附送金のご報告］ 

皆様のご協力により、11月中に米山特別寄附金の送金が無事完了しました。たくさんのご寄

付をありがとうございました。 

▮ 青少年奉仕委員会 齊藤愛 副委員長 

本日の週報に、［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］記

事が掲載されております。因みに、優勝は衛星クラブ島田義広議長の「ダンボー」でした。 

楽しい時間を過ごすことができました。 

▮ プログラム委員会 高橋采子委員長 

1月の例会プログラム、後記のとおり理事会にて承認されましたことを報告いたします。 

プリントをメールボックスに配布いたしましたのでご覧ください。 

▮ 国際ロータリー第 2820地区諮問委員会 山崎清司パストガバナー 

［第 48回ロータリー研究会に参加して］ 

日本のロータリーで最大のイベント「第 48回ロータリー研究会」が神戸で開催され参加しま

した。この研究会には毎年 RI 会長、TRF 管理委員長その他日本の元・現 RI 理事も参加し最

近のロータリーの方針や情報が提供されます。その中で私が特に重要と感じたふたつの情報

を報告いたします。 

1）ローターアクトについて 

ローターアクターは現在 18 歳以上 30 歳までという年齢制限があります。これが来年 7 月 1日から撤

廃され 18歳以上でしたら特に年齢制限を問われることがなくなりました。しかし年齢制限は特に設け

ていませんが若い成人としてあります。 

これはローターアクトを常設プログラムからクラブとしたことを意味します。今後これを地区や提唱

クラブがどのように対処するかの問題が発生します。12 月 9 日、諮問委員会が開催されますので何ら
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かの方向性が示されるものと理解します。後日報告いたします。 

2）米山記念奨学会とロータリーの業務委託関係について 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会については「地区・ガバナー・世話クラブ・カウンセラー」に

奨学生の選考や世話等の業務を委託しています。この関係は外部委託になり、明確な位置づけが必要と

の指摘を内閣府から受けました。これを受けて米山記念奨学会は、「業務委託に係る覚書」を、米山記

念奨学会と地区ガバナー・ガバナーエレクトと 3名の連名署名、地区ガバナー・ガバナーエレクトと世

話クラブの会長・会長エレクトの 4名の連名署名にてそれぞれ作成することが条件となりました。 

これは、米山奨学期間は 4 月から翌年 3 月までの 1 年間、ロータリーは 7 月から 6 月までの 1 年間と

いう年度の違いからくるものです。 

▮ 青少年奉仕委員会 小山幸子 委員長（メール報告） 

［古河地区ローターアクトクラブ例会報告］ 

①.日時 令和元年 12月 3日（火）午後 7時 30分〜点鐘 

②.場所 ルピナス古河西口店 2階 

③.講師 高矢 輝 

④.出席者 古河東 RC：小山幸子青少年奉仕委員長 

下館ローターアクト：池田遼太幹事 

古河地区 RAC：翁長優妃、並木 稜、高矢輝 

⑤.内容 DIY例会〜ヒカルの楽しいミサンガ教室 

新入会員の高矢さんが、資料を準備されたり教え方もとても熱心に、翁長さん、池田さん、並木さんと

共にとても真摯に取り組まれ素晴らしい教室となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

  

第 1927 回例会（12/3） 第 1925 回例会（11/21）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 37 名 出席又は Make Up 会員数 52 名 

出席率 72.55％ 出席率 100.0％ 
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◆ 報告 

① 財団 NEWS12月号・地区財団 NEWS11月号を転送 

② 12月のロータリーレート 1ドル=108円 

③国際奉仕セミナー（12/14）プログラム 

◆ 回覧 

① ロータリーの友委員会からの「2018-2019年度の事業報告書」 

◆ 配布 

① 12 月号ロータリーの友・月信 

◆ 第 6回理事会承認事項 

① 11月の会計報告 

② ガバナー公式訪問決算書 

③ ウィンターフェスティバル協賛金（30,000円）と予算書 

④ 花桃ウォーク協賛金（30,000円） 

⑤ 大野宗晴会員退会届 

⑥ 小山南合同例会参加費（ロータリアン 10,000円・家族、奨学生等 5,000 円・子供 3,000 円）奨学生

ダリナさん・RA3名分の会費クラブ支払 

⑦ 2019-2020年度青少年短期派遣生壮行会（江口会長・高橋カウンセラー登録） 

⑧ 1月のプログラム 

⑨ 社会奉仕委員会プラネタリウム（3月 22日開催） 

⑩ IM予算書・DL11名決定 

 

 

１．議長（現会長江口紀久江会長） 

只今より、古河東ロータリークラブ定款第 8条第 2節、並びに当クラブ細則第 3条第１節、

同 5条第 1節に基づき 2019－2020年度クラブ年次総会を開催いたします。 

尚、本日は現会員（53）名中（37）名の出席があり、細則第 5条第 3節の会員数の 3分の

1すなわち（18）名以上の出席があり、定数を充たしておりますので、これよりクラブ年次

総会を進行させていただきます。 

先ず前年度決算報告並びに今年度中間決算報告を申し上げます。 

前年度会計、今年度幹事の松本幸子会員お願いいたします。 

 

２．松本幸子幹事 

本年度クラブ現況報告書 19ページ、 

一般会計予算書中、収入の部、前期繰越金の金額 1,357,757とあるを 1,459,639に、その下

の欄、合計の金額 11,480,757とあるを 11,582,639に、支出の部、予備費の金額 487,989と

あるを 589,871 に、その下の欄、小計の金額 11,480,757 とあるを 11,582,639 に、最下段

合計の金額 11,480,757とあるを 11,582,639に修正方お願いいたします。 

これは、報告書作成時の決算でありましたため、最終決算においてこの金額になりましたことを報告申

し上げます。  

幹事 松本幸子 

 

2 0 1 9 － 2 0 2 0 年度  クラブ年次総会 
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続きまして、今期中間決算報告ですが、7月から 10月までとなります、スマイル収入について、818,500

円になっております。これに国際奉仕補助金の 280,800円を加算いたしまして 1,099,300円となります。 

スマイル支出は、国際奉仕資金の 196,880 円、社会奉仕資金 873,220 円（3 月 22 日のプラネタリウム

の予算を含む。）、青少年奉仕資金が 50,000 円、職業奉仕資金は現在 0 円、その他 350,000 円（ゴルフ

同好会 100,000円、すみれ会 200,000円、将棋愛好会へ 50000円）です。合計 1,470,100円の支出とな

っております。 以上です。 

 

３．それでは、2019－2020年度指名委員長の古谷弘之パスト会長に、2022－2023年度会長ノミニーの発表

をお願い致します。 

 

４．古谷弘之指名委員長 

去る、11月 12日第 5回定例理事会において今年度「指名委員会委員長」を委嘱されました

古谷弘之です。 

今年度の指名委員会の委員は、パスト会長の三田浩市君、佐谷道浩君、海老沼堯君、現会長

の江口紀久江君、そして私、古谷弘之を含む総勢 5 名で構成されておりますことを、はじ

めに申し上げます。 

さて、過日 11月 19 日（火）に今年度指名委員会 5 名により、2022－2023 年度クラブ会長ノミニー指

名の件に関して、慎重且つ厳正なる審査を致しましたので、結果をお知らせいたします。 

2022－2023年度クラブ会長ノミニーに「 小森谷久美君」を指名、推薦しますので宜しくお願い致しま

す。 以上です。 

 

５．議長 

只今、指名委員長の「古谷弘之君」より 2022－2023 年度クラブ会長ノミニーに「小森谷久美君」を指

名、推薦する旨の発表がありました。皆さん、如何でしょうか？ 

ご賛同いただける方は拍手の程お願い申し上げます。（会員全員による拍手あり） 

 

６．議長 

ありがとうございました。全員のご賛同が得られたものと確信いたしましたので 2022－

2023年度クラブ会長ノミニーに「小森谷久美君」にお願いする事となりました。それでは

「小森谷久美君」にご挨拶をいただきたいと思います、宜しくお願い致します。 

（会長ノミニー挨拶） 

 

 

７．議長 

ありがとうございました。続きまして「石川久会長エレクト」より次年度、2020－2021年度理事・役員

の方々のお名前の発表をお願い致します。 

 

８．石川久会長エレクト 

それでは次年度、2020－2021年度の理事・役員を発表させて頂きます。 

役員として次の 7名です  
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理事として次の 5名です 
 

 

 

 

 

 

 

 

合わせて 12名です。 

以上、ご審議の程お願い申し上げます。 

９．議長 

ただいま、石川久会長エレクトより、次年度、2020－2021年度の理事役員の発表がありました。 

ご承認いただける方は、拍手のほどお願い申し上げます。（会員全員による拍手あり） 

10．議長 

ありがとうございました。理事・役員となられた方々は大変でしょうが、2020－2021 年度もあと半年

後ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

尚、本日のクラブ年次総会の議題は、皆様のご協力によりつつがなく進行して参りましてありがとうご

ざいました。 

また、何か他の案件がございましたら、協議したいと思いますので挙手をもってご発言ください。 

（挙手する者なし） 

無いようですので、これをもちまして 2019－2020年度年次総会を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会長 石川 久 

直前会長 江口紀久江君 

会長エレクト（兼 会員組織委員会委員長） 須永恵子君 

副会長（兼 奉仕プロジェクト委員会委員長） 小森谷久美君 

幹事 岡村裕太君 

会場監督 三田圭子君 

会計（副幹事） 田口精二君 

職業奉仕委員長 須田純一君 

社会奉仕委員長 井上 学君 

国際奉仕委員長 山腰すい君 

青少年奉仕委員長 海老沼堯君 

直前幹事（クラブ管理運営委員会委員長） 松本幸子君 
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お名前 メッセージ 

事務局 小林静子様 誕生祝いをいただきましてありがとうございます。 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

今年も最後 12 月に入りました。本日年次総会です。宜しくお願いいたします。 

山﨑清司 PDG ①月初めのお祝い 誕生日の方々おめでとうございます。 

②クラブ年次総会開催よろしくお願いいたします。 

小倉郁雄 早いもので今年一年の締めくくりの年次総会を迎えました。 

会長、幹事さん宜しくお願いします。 

又、先日の忘年コンペのご参加の皆さん、好天に恵まれ又夜の食事とお酒もとてもおいしかっ

たですね。私も今年のベスグロを記録しましたが惜しくも第 3 位に終わりました 

久野茂 本年最後のクラブゴルフコンペ精一杯「ガンバリ」ました。渋野プロと同じ、準優勝でした。本

当は「くやしい」ですね．．．。 

メンバーにめぐまれまして．．．かな？来年は「上」をめざして精進いたします。 

佐藤孝子 お誕生日のお祝いありがとうございます。 

元気で楽しく仕事が出来、ロータリークラブに出席出来ることは幸せです。 

須田純一 先日は、ゴルフ楽しかったですね。まだまだ練習がたりないのを実感しました。 

白戸里美 先月 29 日古河三中「地域の方と語る会」の講師を務めてくださった８名の方々、ありがとうご

ざいました。 

福江眞隆 忘年ゴルフ、楽しませていただきました。来年３月 22 日、プラネタリウムをやります。 

お楽しみに！！ 

福富好一 今日はお帰り（帰社祭）ですね。11 月 27 日（水）古河中央 RC ガバナー公式訪問無事終了し

ました。第４分区５クラブの公式訪問全て終わりほっとしておりますが、令和２年２月２日（日）

IM が控えていますので皆様よろしくお願いします。 

松井実 新役員の皆様、いよいよあと半年で本番ですね。現役員の皆様、有終の美を飾り上げましょう。 

小山様、歌壇ご入選おめでとうございます。 

大高滋・齊藤愛・板橋孝司・柿沼利明 

小山幸子・坂田信夫・佐谷道浩・杉岡榮治 

須永恵子・高橋采子・田口精二・武澤郁夫 

白戸輝子・福田優子・古谷弘之・三田圭子 

大橋みち子・小森谷久美 

お誕生日の皆様おめでとうございます。 

クラブ年次総会宜しくお願いします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

30 名 ￥61,000 ￥918,500 ￥2,200,000 41.75% 

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 

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 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 

第 1932 回 

1 月 7 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 7 回理事会 例会場 11 時～ 

月初めのお祝い 

会員卓話「新年の抱負」江口紀久江会長／松本幸子幹事 

第 1933 回 

1 月 14 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会「会員増強について」 

海老沼堯会員増強委員長 

第 1934 回 

1 月 21 日（火)↓

1 月 19 日（日） 

とねミドリ館 
ウィンターフェスティバル（古河市国際交流協会主催）参加 

10 時 30 分 点鐘 

第 1935 回 

1 月 28 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「インターシティミーティングに備えて」 

福富好一ガバナー補佐／杉岡榮治実行委員長 

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」 

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：https://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)] 


