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2／2 IM開催にあたり、本日は、福富ガバナー補佐、杉岡実行委員長による最終確認伝

達となります。ガバナー公式訪問に次ぐ今年度最大のイベントです。実行委員会が中心

となり準備を重ねて来ましたが、皆様を迎える当クラブとしましておもてなしの心を持

ち全会員で最善を尽くしたいと思います。 

先日山崎パストから教えて頂きましたが、IMインター

シティミーティングとは「インターシティ」近郊（分区）でのミーテ

ィング交流との事です。 

この様な時こそ身近な分区内の他クラブの方々と親睦を深められ

る良い機会です。 

初のこころみの RLIも多くの方の意見を聞ける場です。 

金・銀・銅で言えば、「話す」事より「聞く」事が「金」だと言われ

ます。まずは聞いて学ぶという姿勢で臨みたいと思います。 

 

 

 

司会進行 森敏夫 SAA 点鐘 江口紀久江 会長 須永恵子 ソングリーダー 武澤郁夫 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の予定 

■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 

2020.2.2 

第 1936 回例会 
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2 月の強調月間『平和と紛争予防／紛争解決月間』 

2019-20 年度会長 江口紀久江 

第 1935 回例会 2020 年 1 月 28 日（火）12 時 30 分 例会場 

君が代 奉仕の理想 オーディオ担当 
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【ポールハリスフェロー認証状及び認証ピン伝達式】 

ポールハリスフェロー認証状及び認証ピン 

大高滋会員、白戸輝子会員、大橋みち子会員、小山幸子会員 

田口精二会員 

マルチプルポールハリスフェロー認証ピン（2 回目） 

武澤郁夫会員、佐藤孝子会員、山室和徳会員、三田浩市会員 

佐谷道浩会員、鈴木操会員、星野龍肇会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 国際奉仕委員会 須永恵子 委員長 

1 月 19 日（日）、古河市国際交流協会主催のウィンターフェスティバル会場に於いての、古河

英語カルタ大会におきましては、皆様のご協力により、昨年同様、大盛況に終えることができ

ました。 

大変、ありがとうございました。 

なお、ウィンターフェスティバルの記事が茨城新聞に掲載されており、山腰会員がご持参くださいまして、

ただいま回覧させていただいておりますので、ご覧ください。 

▮ ロータリー米山記念奨学会委員会 福田優子 委員長 

先日寄付を送金致しました金員の領収書と控除申告用証明書が届きましたので、皆様のメー

リングボックスにお配りいたしました。 

ロータリー財団寄付についても入っております。 

お持ち帰りの程お願いいたします。ありがとうございました。 

▮ すみれ会 佐藤孝子 会員 

［すみれ会新年会開催案内］ 

会員の皆様のメールボックスに配布してありますが、2 月 25 日(火)麦とろ「静」に於いてす

みれ会新年会を開催いたします。 

出欠のご回答を 2 月 18 日までに私宛お知らせ願います。 
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▮ ロータリー財団委員会 大橋みち子 委員長 

1 月 18 日（土）水戸プラザホテルに於いて、ロータリー財団補助金サポートセミナーが開催

され、須永恵子国際奉仕委員長、白戸里美地区社会奉仕委員、私とで出席してまいりました。 

午前中は、ロータリーと 6 つの重点分野（平和と紛争予防／紛争解決・疾病予防と治療・水と

衛生・母子の健康・基本的教育と識字率向上・経済と地域社会の発展）、地区補助金の活動報告、グローバ

ル補助金の現状報告、奨学金の活用、シェアシステムの中村年度の現状についてなどお話を伺いました。 

特に、プロジェクト実施管理について、補助金を利用するときの申請手続き、報告について、前年度の実

施報告が全クラブから提出されないと補助金の振り込みができないこと。 

各クラブのプロジェクト報告最終期限は、5 月末日、正式には、プロジェクト終了後 1 か月以内に提出を

求められております。期限内、正確な報告を強く求められました。 

午後からは、2つのクラブの補助金活用についての事例発表がありました。 

地域とのつながりを作ることを主とし、ロータリークラブの公共イメージの向上を図り、共同団体を巻き

込むという活動しているというクラブがありました。 

また、自然環境を保全している事業などもお話がありました。 

共感もし勉強になりました。 

 

▮ 出席委員会 白戸輝子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 回覧 

古河商工会議所報 アクティヴ 

◆ 配布 

財団寄付、米山寄付領収書及び控除申告用証明書 

◆お知らせ 

①（Rotary Leadership Institute）ロータリー・リーダーシップ研究会パート 3、皆さんにメーリングリス

トにてお知らせいたしましたが、3 月 1 日（日）です。 

会長幹事そして会長エレクトの石川さん、よろしくお願い致します。 

その他にご参加下さる方は、私宛申し出で下さい。 

②後期地区分担金及び後期 RI への人頭分担金振込手続きを岡村裕太会計にお願いいたしました。 

  

第 1935 回例会（1/28） 第 1933 回例会（1/14）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 51 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 49 名 

出席又は Make Up 会員数 38 名 出席又は Make Up 会員数 36 名 

出席率 77.55％ 出席率 73.47％ 

幹事 松本幸子 
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福富好一ガバナー補佐 

第 4 分区 IM、いよいよ日曜日に開催されます。 

IM について申し上げますと、用語便覧 2008 には、従来の IGF も厳密には IM の中の一

会合であるが、最近広義の IM の名称で開催される。近隣都市数クラブが集まって開か

れるロータリーの会合。討論の主な内容は、4 大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリー

の特徴やプログラムなどを検討する。クラブ会員､全員参加のこの会合の目的は、会員相

互の親睦と知識を広めることであって、さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の

理想を勉強するために開催される。決議や決定はない。IMへの出席はメークアップとな

る。とあり、ロータリーの友には、インターシティミーティング。グループ、分区単位

で、ガバナー補佐が主催して開かれることが多いようです。テーマはロータリーのこと、

そして一般社会のことで、そのときに話題になっていること、考えなければならない問

題点など、多岐にわたります。形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。この会

合では、知識を広め深めるとともに、グループ、分区内の会員の親睦も重要な目的です

から、懇親会も併せて開催されます。とあります。 

開催の詳細は、杉岡榮治実行委員長にお任せいたします。 

 

杉岡榮治実行委員長 

いよいよ迫ってまいりました。振り返ってみますと、第 1 回目の実行委員会が、昨年の

9 月 24 日でした。回を重ね 1 月 14 日に第 4 回目の実行委員会、正副委員長はじめ、関

係者の皆さんには、時間を使っていただいて、熱心に審議いただき、本日に至っており

ます。 

今回の IM のターゲットは、「ロータリーの今を学び、明日のロータリーにつなげよう」

と福富ガバナー補佐が定めました。地区ガバナーのスローガンも「人、学びて更なる奉

仕」とあり、現在地区で力を入れている RLI（Rotary Leadership Institute）方式を取り

入れ参加者全員でロータリーについて学ぶ機会を設けました。これは、言いっぱなし、

聞きっぱなし、で行いますので、ぜひ本音でお話いただければと思います。 

詳細については、各担当委員会から、説明いたします。 

 

総務委員会 松井実委員長 

お手元の委員会組織表をご覧いただき、これに従いまして、行動をいただきたいと思い

ます。 

次のページにプログラムがございます。その次に DL の紹介、続いて各グループ編成表、

会場案内図と綴ってあります。 

開会閉会式典は、多目的ホール、RLI は、グループごとに、会場へ移動し、終了後多目

的ホールに戻るといった具合です。 

具体的に、当日午前 9 時にはなももプラザに集合いただき、9 時 30 分作業開始となりま

す。 

  

「インターシティミーティングに備えて」 
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会場の椅子整列作業、椅子を運び、テーブルを運ぶといった作業になります。できる限

り多くの会員さんの参加をお待ちいたします。 

駐車場につきましては、はなももプラザには、ご来賓の方々中心にて、第 2 駐車場には、

境クラブのマイクロバスを予定致しております、第 3 として、三省堂耳鼻科さんの駐車

場、第 4 として山水駐車場、等なるべく会員さんは、遠方へご駐車くださいますようお

願いいたします。 

詳細の作業手順は、当日ご説明申し上げたいと思います。 

 

会場設営委員会 森敏夫委員長 

当委員会のメンバー、岡村さん、井上さん、武澤さん、田口さん、古谷さん、そして私

の 6 名と衛星クラブメンバーから 5 名、都合 11 名にて主に行動いたしますが、先ず、

式典会場に 150 名分の椅子を備え付け、グループごとの 5 会場の整備もありますことも

あり、多くの皆さんのご協力が必要です。 

始めの 6 名が中心となって、指揮をとらせていただき、皆様にご協力をいただきたいと

思います。 

式典会場は、11時ごろまでに作業を終わらせ、リハーサルを行いたいと思います。 

次に、駐車場については、午後 9 時ごろまでは、駐車可能でありますので、当日、司会

の大高さんから、アナウンスいただきたいと思います。 

設営終了後、駐車場の係は、衛星クラブにお願い致しております。 

 

懇親会 柿沼利明委員長 

懇親会、ご来賓含め 163 名の参加者です。 

RLI の始まるころから、私と小林事務局は、準備に入ります。RLI前半終了後、三田浩市

会員には、山水に移動いただきます。RLI 後半終了後、武澤さん、須田さん、小林好子

さんも山水に移動いただきます。 

他の方々は、各会場の後片付けをお願いいたしたいと思います。 

お食事は、前後することがありますが、ご容赦願います。 

アトラクションですが、始まりましたら全員ご着座いただきます。 

お帰りの際のお見送りまでよろしくご協力の程お願い致します。 

 

登録受付 松本幸子委員長 

RLI グループの人数確認ということで、A-1 の岡村裕太さん、B-1の須永恵子さん、C-1

の井上学さん、D-1 の小山幸子さん、E-1 の福田優子さん、A-2 の田口精二さん、B-2 の

鶴岡学さん、C-2 の三田圭子さん、D-2 の大高滋さん、E-2 の海老沼堯さん、表に書いて

あるメンバーが来ているか否かご確認をいただき、松本絵理香が巡回いたしますので、

お知らせ願います。 
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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 

福富ガバナー補佐、杉岡実行委員長、実行委員会の皆様、ＩＭに備えて、最終確認よろしくお願

い致します。皆さんで協力致しましょう。 

山﨑清司 PDG 2020-21 年度 RI 会長テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」に決定しました。 

石川久・次期会長がどんな扉を開けるのか、いくつ扉をあけるのか、そしてその奥には何がある

のか楽しみですね。 

石川久 本日も宜しくお願いします。昨日誕生日でした。33 歳よりはだいぶ年上ですが「まだ、57 歳」

の気持ちで頑張ります。(幕内優勝 幕尻 徳勝龍 33 歳) 

板橋孝司 本日は、IM に備えて、福富さん、杉岡さん、よろしくお願いします。 

また、本日、昨年 12 月に開催された提灯竿もみまつりと古河の街おこしのカレー麵で、森さん

(喜楽飯店)、と私(やなぎや)がＢＳ7 チャンネル午後 8 時から放映されます。見てください。 

久野茂 過日(1 月 24 日火曜日)「喜楽大飯店」に於いて、令和 2 年初将棋大会が開催されました。 

「私」め、精一杯「ガンバリ」ましたが、全敗の汚名を喫しました。 

これからの精進を誓います。会員の皆様、ご入会をお勧めいたします。楽しいですよ。 

須永恵子 19 日のウィンターフェスティバルにおきましては、皆様のご協力により、昨年同様、大盛況に

終えることができました。大変、ありがとうございました。 

本日の会員卓話、よろしくお願い致します。 

白戸里美、 

福富好一 

雪にならなくてよかったです。 

白戸輝子 先日ウィンターフェスティバルお世話になりました。今更ですが、初めて英語カルタに携わり、

子供たちの楽しそうに、頑張る姿に、改めて良い企画だと思いました。 

本日の卓話、福富ガバナー補佐、杉岡実行委員長、「ＩＭに備えて」お願いします。 

福江眞隆 NBA の大スター選手だったコービー・ブライアントが、事故死してしまいました。 

ご冥福をお祈りします。 

福田優子 今日は、雪が降らずによかったです。先日の義父の葬儀では、クラブの皆様には、大変お世話に

なりました。これからも、皆様のあたたかいご指導をお願いします。 

山腰すい ウィンターフェスティバルご協賛ありがとうございました。 

おかげさまで、600 名を超えることができ、大盛況でした。 

英語カルタ大会、こども教室の皆、とても楽しかったと喜んでいました。 

大高滋・松井実・柿沼利明・海老沼堯 

小倉郁雄・小林好子・小山幸子・佐藤孝子 

杉岡榮治・須田純一・武澤郁夫・星野龍肇 

三田圭子・大橋みち子・小森谷久美 

IM に備えての福富ガバナー補佐、杉岡実行委員長、卓話宜しくお

願い致します。ＩＭ頑張りましょう。 

本日、提灯竿もみまつりと古河の街おこしのカレー麵で、森さん(喜

楽飯店)、と板橋さん(やなぎや)が BS7 チャンネル午後 8 時から放

映されます。皆さんで見ましょう。 

人数 合計 累計 目標額 達成率 

28 名 ￥60,000 ￥1,224,500 ￥2,200,000 55.66% 

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 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 11 日（火） 
 法定休会（建国記念の日） 

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」 

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)] 


