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令和元年の今年も残すところわずかとなり、江口松本年度

も半年が過ぎようとしています。これもひとえに理事役員各

委員長はじめ、会員皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。 

残りの半年も皆様のお力添えのもと 

「つながる親睦 広がる奉仕」をモットーに進んで参ります。 

 

 

 

 

 

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 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■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 

♬ロータリーソング 君が代、奉仕の理想、バースディソング 

2020.1.7 

第 1932 回例会 

 

22 

1 月の強調月間『職業奉仕月間』 

2019-20年度会長 江口紀久江 

第 1930回例会 2019年 12月 24日（火）12時 30分 例会場 

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 
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【米山功労者表彰】 

第 11回 桑原正信会員 

第 10回 板橋孝司会員、福富好一会員 

第 8回 古谷弘之会員 

第 5回 加藤奨一会員、須永恵子会員 

第 2回 大高滋会員、三田圭子会員 

松本幸子会員 

第 1回 岡村裕太会員、白戸里美会員 

 

【米山功労クラブ表彰】 

第 53回 古河東ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

▮ 国際奉仕委員会 須永恵子 委員長 

［地区国際奉仕セミナー報告］ 

2019年 12月 14日（土）に地区国際奉仕セミナーに出席してきましたので、いくつかご報告い

たします。 

①危機管理（セクハラ・パワハラ）。ロータリー活動においてはもとより、個人で国内・海外で奉仕活動を

した場合に、何かあれば地区に報告すると、3日以内であれば対応可能。 

②国際交流。友好地区である 3350地区（バンコク）、3810地区（マニラ）の担当者からの説明。地区補助

金を使った教材支援で来年 2 月に訪問するネパールと、ブータンを含む 3292 地区との間で友好地区協

定を新たに結ぶ方向。 

③「この指とまれ」プロジェクトの支援金目録贈呈式。各提唱クラブからの報告。 

提唱クラブ 支援先 内容 賛助クラブ数 金額 

しもだて柴水 RC フィリピン ペンシルプロジェクト 16 クラブ 215,000 円 

大子 RC タイ タイ東北、農村部の小学校への浄水機支援 24 クラブ 385,000 円 

結城 RC  中古ランドセル、ハサミ等支援 13 クラブ 155,000 円 

日立 RC ネパール 教材費支援 18 クラブ 315,000 円 

玉造 RC ミャンマー 
ハウジングプロジェクト 

「学習ができる本」「読み聞かせ」 
10 クラブ 150,000 円 

総額 36 クラブ 1,220,000 円 

④国際交流奨学生申請中。 

⑤国際奉仕委員長から、財団奨学金による奨学生（財団と国際奉仕）、国際フェローシップ（財団）、地区

補助金奨学生（各クラブ）、2820地区国際交流奨学生（国際奉仕）といった奨学生制度の条件や種類、

内容、担当について説明。  
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▮ 地区米山記念奨学会学友 高橋采子 委員長 

［忘年会のご報告］ 

2019 年 12 月 20 日～21 日に五浦観光ホテルにて米山記念奨学会の忘年会を開催し、有意義

な時間を過ごしました。 

また、別途配布した資料のとおり、ケニアからの留学生であるキプロプ・エリウドさんによるアフリカの

子どもたちに運動靴を贈る運動が紹介されました。 

アフリカには裸足で運動をしている子どもたちがいます。そのことにより怪我をしたり感染症にかかった

りしてしまうことを防ぐため、余っていたり、小さくなって履けなくなった運動靴などがあれば、ぜひご

協力をお願いします（私のところにお持ちいただければ、サポートリーダーに送ることもできます）。 

［青少年交換短期留学のお礼］ 

孫娘（高橋利香子さん）が 12月 22日に短期留学のためタイに出発しました。楽しい時を過ごしているよ

うです。ありがとうございます。 

▮ 青少年奉仕委員会 小山幸子 委員長 

［古河地区ローターアクトクラブ 1月例会のご案内］ 

12月 17日の小山南 RCとの合同クリスマスパーティーでは、3名のアクト会員がスーツを着

て出席してくれました。とても頼もしかったです。 

さて、アクト 1月例会のご案内です。 

第 1例会「会員卓話」古河地区 RAC会員 並木涼さん 

日時 2020年 1月 7日（火）午後 7時 30分点鐘 

場所 ルピナス古河店 

第 2例会（未定）※おってご案内させていただきます。 

▮ 会計 岡村裕太 会計 

［江口年度後期クラブ年会費及び周年事業積立金の集金をしています］ 

会費 9 万円と周年事業積立金１万円の合計 10 万円（40 歳未満会員は会費 6 万円と同積立金

1万円の合計 7万円）となります。 

振込みでも受け付けます。おってメーリングリストにて口座をご案内します。 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1930 回例会（12/24） 第 1928 回例会（12/10）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 51 名 

出席又は Make Up 会員数 41 名 出席又は Make Up 会員数 36 名 

出席率 78.85％ 出席率 70.59％ 
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◆ 回覧 

古河商工会議所報「アクティヴ」 

◆メールボックス 

2019年手続要覧 

◆衛星クラブ 1月例会案内がメールにて届いています。 

1／19（日）ウィンターフェスティバル開催案内が古河市国際交流協会より届きました。 

 

江口紀久江会長 

令和元年の今年も残すところわずかとなり、江口松本年度も半年が過ぎようとしていま

す。これもひとえに理事役員各委員長はじめ、会員皆様のご協力の賜物と感謝申し上げま

す。 

各委員会も計画のもと、活動結果を残せていること、その中で今年度スローガンにあります「つな

げる親睦」が、若手の会員の活躍を含め、手ごたえとして感じることは大変喜ばしいと感じておりま

す。 

最大のイベントでありましたガバナー公式訪問、台風の影響と当日の雨とで残念ながら見学には至

りませんでしたが、初めての試みとして、理事役員会議を、渡良瀬遊水地を見ながらリラックスした

雰囲気の中で執り行いました。 

クラブ協議会では、会員増強委員会はクラブ独自の会員増強パンフを、会報 IT委員会は週報を、ま

た国際奉仕委員会は 2月のネパールへの奉仕活動で用いられる実物を示し、具体的に説明くださいま

した。 

懇親会ではすみれ会・親睦委員会による出し物も工夫が凝らされ、ガバナーご一行も楽しくご参加

いただき、喜んでいただきました。 

今年の流行語大賞にもありますように、“ONE TEAM”当クラブの強い力・団結力を出せた感動の

公式訪問となったと思いました。 

また、来年早々には、福富ガバナー補佐・杉岡実行委員長を中心とし、地区でも初めて RLI（Rotary 

Leadership Institute）のメソッドを採り入れる IM がございます。これもまた“ONE TEAM”を軸と

し、成功に導きたいものです。 

残りの半年も、皆様のお力添えのもと「つながる親睦 広がる奉仕」をモットーに、役を務めて参

ります。 

 

松本幸子幹事 

① 社会奉仕委員会（福江委員長） 

8／31―9／1 障害者（児）とその家族への支援で房総鴨川へ福江・井上・大高・松本 

・衛星海老沼・松本（敬称略）の 6名が同行し交流事業をしました。少しの時間でも障

害者（児）の家族が安息できたと喜んでいただきました。 

10／13 は古河総合病院の病院祭りに協賛しプラネタリウムを行う予定でしたが台風の影響にてプ

ラネタリウムは 3／22に延期になりました。福江委員長の例会場とは違った病院長としての姿を拝

幹事 松本幸子 

 

「クラブ活動中間報告」 



―5― 

 

見することができました。 

11／2―11／3 のよかんべ祭りでは絵手紙展の支援活動を行いました。衛星クラブとアクトが綿あ

めを担当してくれたので助かりました。ポリオ募金も定着し募金額も増えてうれしい限りです。社

会奉仕の事業は前半に主に行われますので福江委員長は忙しかったと思いますが、委員の皆様の協

力体制が良く順調であったと思います。 

② 職業奉仕委員会（白戸里美委員長） 

10／7は古河一高にて 7名のゲストティチャーによる道徳講和が実施されました。 

11／27は職場見学で古河の富田製作所さんと小山の西堀酒造さん（小山南 RC会員）を訪問しまし

た。どちらも素晴らしい会社で参加いただいた方は有意義な時間を過ごしていただけたと思います。

見学後に夕食会前の試飲を楽しみにしていた方が多く、また、お土産でいただいたお酒は会場の静

さんにて飲み干したそうです。 

11／29は古河三中にて出前卓話「地域の方と語る会」に 8名の方に卓話をしていただきました。お

忙しい中ご協力いただいた会員さんに感謝申し上げます。 

③ 国際奉仕委員会（須永委員長） 

今年度、財団補助金制度を利用した事業計画に、国際奉仕委員会がネパールへの（学用品・スポー

ツ用品）支援活動として申請いたしました。今年度スタート前から委員会メンバーによる準備が進

められ 2／5 羽田空港から 13 名でネパールに向かいます。現在現地での購入資金 50 万円の送金も

無事届いたとの連絡をいただいており、こちらから持って行くスポーツ用品も準備が整っておりま

す。2／6現地の学校での贈呈式が無事に迎えられるよう引き続き宜しくお願い致します。 

④ 青少年奉仕委員会（小山委員長） 

委員長には水辺の楽校にご参加いただいております。また、RA の例会には委員会のメンバーさん

が積極的に出席くださり盛り上げていただいています。今年度は衛星クラブとの合同企画が多くあ

りました。ハロウィンパーティーは盛況で、当日小山委員長不在のため齊藤愛会員が頑張っており

ました。また、会員増強の勉強会も実施されました。 

⑤ 親睦委員会（須田委員長） 

親睦委員会の皆さまには例会の準備から行事、活動に多大なる協力を頂いております。 

8／24 の納涼例会での「気配斬り」は好評で 10／22 の公式訪問時にも懇親会にて導入しました。

とにかく裏方仕事が多く目立つことがない委員会ですが大変重要な役割を担っており常に感謝い

たしております。 

 

本年度は最初に各委員長にお願いし委員会を開いていただきました。自分がどの委員会に属してい

るのか把握していただき全員で協力し奉仕活動をしていただこうとの会長の考えがありました。スロ

ーガンである『つなげる親睦、広がる奉仕』を念頭においた奉仕活動を実施していただいた前半戦で

はないかと思います。 

後半は、ホストを務める IM が 2 月 2 日（日）に実施されます。現在杉岡実行委員長を中心に着々

と準備が進められております。RLI を試みる企画ですので全会員の力を集結し是非成功させたいと考

えております。後半も引き続きご協力をお願い申し上げます。 
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お名前 メッセージ 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

メリークリスマス 今日はイブですがイブより Loveが欲しいです！ 

今年最後の例会です。残りの半期も宜しくお願い致します。 

健康に気をつけよいお年をお迎えください。 

山﨑清司 PDG 会長・幹事 クラブ活動中間報告御苦労様です。宜しくお願いいたします。 

久野茂 早いもんだね！もう半年。江口会長、松本幹事、御苦労様。大過なくご立派でした！ 

過日「米山」の忘年会に、高橋様の運転手？として参加してきました。 

福富好一 江口会長・松本幹事 折り返し地点ですね。昨日第 3 回ガバナー補佐会議があり、各分区

の半期報告がありました。各分区とも増強はそれなりに成果を挙げているようです。 

第 4 分区は 7 名でした。 

白戸輝子 本日はクリスマスイブ、私のあまり嬉しくない誕生日でもあります。 

江口会長、松本幹事さん、折り返し点に来ましたネ。本当に御苦労様です。 

あと半年宜しくお願いいたします。 

星野龍肇 江口会長、松本幹事、後半もワンチームで宜しくお願いします。今年も残り 1 週間。 

おかげさまで、一病息災で 1 年間過ごすことが出来ました。感謝とメリークリスマスです。 

松井実 山崎清司パストガバナー様、クリスマス合同例会のお写真提供ありがとうございました。

週報の 90％の写真がパストガバナーの作品となりました。江口会長、松本幹事、半年間の

ダッシュお疲れさまでした。後半はのんびりと行きましょう。 

石川久・大高滋・齊藤忠・森敏夫 

板橋孝司・海老沼堯・小倉郁雄・柿沼利明 

桑原正信・小山幸子・坂田信夫・佐谷道浩 

佐藤孝子・杉岡榮治・須田純一・須永恵子 

高橋采子・田口精二・武澤郁夫・福江眞隆 

福田優子・古谷弘之・三田圭子 

大橋みち子・小森谷久美  

今年最後の例会となりましたが、１年間大変お世話になりました。 

来年も宜しくお願いいたします。 

会長幹事によるクラブ活動中間報告を楽しみに拝聴します。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

33 名 ￥67,000 ￥1,042,500 ￥2,200,000 47.39% 

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 

2020 年 

1 月 7 日（火） 

午後 7 時 30 分点鐘 

ルピナス古河店 2F 「会員卓話」古河地区 RAC会員 並木涼さん 

 

 

 

 

◆ 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 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」 

2 月 2 日（日） 第 4 分区 IM はなももプラザ・ホテル山水 

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)] 


