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令和 2年、明けましておめでとうございます。 

江口・松本年度も残り半年となりました。 

引き続き宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

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 武澤郁夫 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日の予定 

■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 

♬ロータリーソング それでこそロータリー 

2020.1.14 

第 1933 回例会 
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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 1932回例会 2020年 1月 7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の紹介】 

2022－23年度第 2580地区ガバナーデジグネート 嶋村文男様 

［山崎 PDGからのご紹介］ 

嶋村文男さんは 22-23年度 2580地区のガバナーに指名 

されました。2580地区は東京ロータリークラブをはじめ 

伝統的で重厚なクラブがひしめいています。嶋村さんの 

在籍する東京東江戸川 RCは会員 28名ほどのクラブで 

す。ここから嶋村さんが指名されたことは、普段からロータリーに対する情熱と行動力 

が評価されたたまものです。「行動するロータリアンたれ。奉仕の感動は現場にあり」 

という私のテーマと一線上にある哲学で日々行動しています。私は彼を注目して数年見てきましたが、 

まさに毎日がロータリー、職業がロータリーという男です。今後の活躍を大いに期待しております。 

なお 2580地区は 70クラブ会員数 3,000人、6分区に分かれています。ガバナー補佐は 13名います。 

クラブ数の多い分区には 2～3名のガバナー補佐がいます。 

［嶋村様からのご挨拶］ 

山崎さんからお声がけいただき、本日はメーキャップさせていただきます。古河東 RC 

の明るい雰囲気の中、楽しく参加させていただいています。また、久野さんとはモンゴ 

ルの関係でご縁があります。 

これまで、インドの NIDに参加するなど、ポリオ撲滅・根絶の活動に力を注いできまし 

た。昨年は前年比でポリオの発症数が増加してしまいましたが、これまで行政も入れな 

かった地域にロータリーが入れるようになり、新たに患者が発見されたことがその大き 

な理由です。この地域でもワクチンの投与ができたので、また発症数は減っていくと思います。私の 

ガバナー年度での達成は難しいかもしれませんが、3年間のポリオフリーの第 1歩になれるよう、活 

動していきたいと思います。 

 

【RLI修了証の伝達授与】 

福富好一第 4分区ガバナー補佐、江口紀久江会長、松本幸子幹事 

 

 

【月初めのお祝い】 

進行 鶴岡学親睦活動副委員長 

須永恵子会員、田口精一会員 

星野龍肇会員、杉岡榮治会員 

三田圭子会員、石川久会員 

福田優子会員、小山幸子会員 

白戸里美会員、齊藤愛会員 

～1月生まれの会員の皆さん、おめでとうございます～ 

 

【古河市国際交流協会への協賛金贈呈】 

山腰すい会員へ委託 
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▮ IM実行委員会 杉岡榮治 委員長 

［第 4回 IM実行委員会（正副委員長会議）開催のお知らせ］ 

本番前最後の正副委員長会議となります。メールでも別途お知らせします。 

日時 2020年 1月 14日（火）午後７時 

場所 喜楽飯店 

会費 3,000円 

▮ プログラム委員会 高橋采子 委員長 

［2月のプログラムについて］ 

本日理事会で承認された 2 月のプログラムをレターケースに配布いたしましたので、ご確認

ください。2 月 4 日（火）のクラブ協議会では、入会 3 年未満の会員から 2 月 2 日（日）の

IMの感想をいただきます。 

▮ 久野茂会員より 

［モンゴルからのお便りなど］ 

今年も新モンゴル学園のジャンチブさんから年賀状が届きました。 

なお、本日お越しの嶋村さんは、モンゴルに医療機器を贈呈した際に大変お世話になりまし

た。例会場の演台くらいの大きさの医療機器が空輸できず困っていたのですが、嶋村さんの

ご尽力により、ナホトカを経由して陸路でモンゴルに運ぶことができ、無事贈呈式を迎えられたという思

い出があります。感謝しています。 

▮ 雑誌委員会 武澤郁夫 委員長 

［ロータリーの友１月号］ 

今月も小山幸子会員の作品が入選しておりますが、今回は俳句です。 

～座布団に秋がふわりと座りをり～ 

夏が終わり、涼しくなってくると、座布団が恋しくなる。ほのぼのとした情景が浮かぶようです。 

▮ ロータリー財団委員会 大橋みち子 委員長 

［送金完了のお知らせ］ 

今年度も、財団特別寄付及びポリオ根絶活動基金に皆様からの寄附金を送金することができ

ました。ご協力ありがとうございました。 

▮ 国際奉仕委員会 須永恵子 委員長 

［ネパールの子どもたちへの文房具等の贈呈式説明会］ 

日時 2020年 1月 13日（月・祝）正午 

場所 ホテル山水 
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▮ 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 1月第 1例会報告］ 

日 時 令和 2年 1月 7日(火)  午後 7時 30分点鐘 

場 所 ルピナス古河西口店 2階 

出席者 ＜古河東 RC＞江口紀久江会長、坂田信夫代表世話人、石川久副会長、須永恵子国際奉仕委員長 

佐谷道浩パスト会長、齊藤愛青少年副委員長、小山幸子青少年委員長 

＜アクト＞翁長優妃会長、鈴木稜幹事、並木涼会員、高矢輝会員 

内 容 並木涼さん初卓話 

並木さんの自己紹介と、ボランティア活動で子どもたちと行っているという絵合わせゲーム、連

想ゲームを指導していただき、参加者全員大盛り上がりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1932 回例会（1/7） 第 1930 回例会（12/24）前々回 

名誉会員を除く会員数 51 名 名誉会員を除く会員数 53 名 

出席計算に用いた会員数 49 名 出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 35 名 出席又は Make Up 会員数 42 名 

出席率 71.43％ 出席率 80.77％ 
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◆ 回覧 

水戸 RC・水戸西 RC週報 

◆メールボックス 

4／18－4／19地区大会のお知らせ（プログラム） 

1月号ガバナー月信・ロータリーの友 

◆メール 

バギオだより 76号 

職業奉仕月間のお知らせ 

地区財団ニュース 12月号 

1月のロータリーレート 1ドル=110円 

 

江口紀久江会長 

江口・松本年度も残り半年となりました。 

スタートから皆様のご協力により、半期の中での公式訪問含め、各委員会活動も活発に

行われました。今年後期も皆様のご協力をいただきながら務めていく所存であります。 

まず来月に開催されます IM、福富ガバナー補佐、杉岡実行委員長のもと準備を重ねております。ご

存知の通り、地区で初めての試みとして、IM の中で RLI 方式を取り入れます。昨年度から導入され

た、共にロータリーを学ぶ機会を、参加する全会員で共有しようとするものであります。この共有は、

それぞれが歩んできたロータリーでの道筋を、ロータリアンとして見つめなおす、知りなおす、原点

回帰であると思います。これは、答えを問う、求めるものではありません。各自の経験や今迄のこと

をいったん抜きにして、新たな気持ちで、素直に今思う・感じる・考えることをトークしていただけ

たら、IMの一番の成功といえるのではないでしょうか。 

また、IM後すぐに、国際奉仕委員会によるネパールへの奉仕活動が控えております。海外だけに当

てはまるものではありませんが、やはり海外に出ての奉仕活動は、特に自分の足を使い、自分の目で

見て感じる奉仕として、大きな達成感を味わえることだと思います。 

今年の漢字一文字は「共」としたいと思います。ここに挙げたことに限らず、「共」に活動し、協力

する、「共有」することを大切にする残り半期にしたいと思います。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

松本幸子幹事 

新年おめでとうございます。昨年に引き続きご指導、ご協力を宜しくお願い致します。 

1 月からの各奉仕委員会の活動予定ですが、国際奉仕委員会はウィンターフェスティバ

ルとネパール支援事業です。社会奉仕委員会はプラネタリウムと里山事業です。また、2

月 2日の IМも目前に控えておりますので、全会員のご協力をお願い致します。 

さて、昨年 12 月 23 日に第 1 回被選理事会が開かれ、『石川・岡村年度』がスタートしました。ロ

ータリーの活動は 7月から始まり 6月のさよならパーティーにてバトンタッチされますが、実際は第

1回の被選理事会からがスタートだと私は思っています。  

幹事 松本幸子 

 

「新年の抱負」 
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江口年度の始まりを思い起こすと、半年間の準備期間があったにも拘らず、7 月にスタートすると

初歩的なところで躓くことが多々あり落ち込んだことが脳裏を過りました。上手くバトンを渡すに

は・・・と考えたとき、重なる 1月から 6月までの期間を使って、本年度の各委員長が次年度の各委

員長へ少しずつ引継ぎを開始していただくことが重要では・・・次年度の各委員長は“まだ半年ある”

ではなく“半年を共に活動する”という意識で例会に出席いただけたら・・・上手く渡せるのではな

いかと思いました。 

そこで、私の今年の漢字一文字は『継』とさせていただきたいと思います。 

残り半年を、本年度・次年度の各委員長と共に協力し、日本男子リレーチームに負けないバトンタ

ッチができるよう、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

お名前 メッセージ 

RID2580 

東京東江戸川 RC 

嶋村文男様 

あけましておめでとうございます。本日の初例会、おめでとうございます。 

日頃よりお世話になっている山崎清司パストガバナーのご縁でメーキャップさせていただき

ます。宜しくお願いいたします。 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

新年おめでとうございます。残り半期、江口・松本年度宜しくお願いいたします。 

2580 地区東江戸川 RC ガバナーデジグネート嶋村文男様ようこそおいで下さいました。 

山﨑清司 PDG あけましておめでとうございます。会長、幹事の「新年の抱負」宜しくお願いいたします。

また誕生月の皆様おめでとうございます。 

嶋村文男ガバナー補佐様ようこそおいでくださいました。 

高橋采子 あけましておめでとうございます。本年もよろしくご指導の程、お願い申し上げます。 

年末年始かけ足で中国広州に行ってきましたが数年前の中国とは、うって変わって街中清潔

で現金は一切使わず、全てがキャッシュレス決済変わり様に驚かされました。 

福江眞隆 新年おめでとうございます。 

古河総合病院も今年 15 周年。私も古河の地へ来て、15 年になりました。 

これからも宜しくお願いいたします。 

石川久・大高滋・久野茂・鈴木操・松井実 

森敏夫・板橋孝司・小倉郁雄・岡村裕太 

柿沼利明・小林好子・小山幸子・坂田信夫 

佐谷道浩・杉岡榮治・須永恵子・田口精二 

武澤郁夫・白戸里美・白戸輝子・福田優子 

福富好一・星野龍肇・三田浩市・三田圭子 

山腰すい・大橋みち子・小森谷久美 

あけましておめでとうございます。 

嶋村様、ようこそおいでくださいました。 

会長、幹事の「新年の抱負」宜しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

34 名 ￥69,000 ￥1,111,500 ￥2,200,000 50.52% 

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 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 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 

第 1936 回 

2 月 2 日（日） 

はなももプラザ 

ホテル山水 

第 2820 地区 第 4 分区 ＩＭ ホスト 

はなももプラザ 

13：00 受付 13：30 点鐘～17：00 第 1 部終了 

ホテル山水 17：30 懇親会開会～19：00 閉会  

第 1937 回 

2 月 4 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 8 回理事会 例会場 11 時～ 

月初めのお祝い 

クラブ協議会 

卓話「第 4 分区 IM を終えて」入会 3 年未満会員  

第 1938 回 

2 月 18 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話 平和「杉原千畝の決断」 

山崎清司パストガバナー  

第 1939 回 

2 月 25 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「ネパール貧困児童支援事業の報告」 

国際奉仕委員会 須永恵子委員長 

すみれ会新年会 19：00～  

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 

ホテルクリスタルパレス 

ひたちなか市文化会館 

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)] 


