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会員の皆様、元気でお過ごしでしょうか。 

先月末に緊急事態宣言が解除されました。 

密にならぬような例会方式もと考えましたが、第 2 波を誰もが心配中にあるがゆえ、

今月年度末日迄、休会という選択に至りました。 

残念でなりません。賛否両論おありだとは思いますが、ご理解頂けたら幸いです。 

 

 

 

◆ 松本幸子幹事 

［第 10回定例理事会］ 

第 10回定例理事会にて承認されました議案を改めてご報告いたします。 

・ 会計報告（岡村会計より） 

・ 6月例会について 

休会とする。さよならパーティー等は石川年度において考えてもらう。 

・ 4病院への感謝状・マスク贈呈式 

・ 2020-2021委員会編成表により委員長引継ぎについて 

各委員長同士で引継ぎを行う（6月の定例理事会までに） 

・ 奨学生 王さんの 5・6月分の奨学金について 

振込にて送金。王さんに口座確認済み 

・ 近藤会員の 5月末退会について 

会長宛てに理由書付きで退会届が提出されました。 

・ クラブ定款・細則の変更について 

メール添付で会員に配信済 

［マスク贈呈式］ 

古河総合病院、友愛記念病院に続き、6月 4日には

古河赤十字病院にマスクをお贈りしました。 

近藤先生より近況報告を受けました。江口会長の労

いの言葉をとても喜んで下さいました。 

栗田動物病院にも過日マスクをお届けしておりま

す。  
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今年度はこのまま例会の開催なく終わることとなりましたが、年度終わりの例会では、例年、各委

員長や会長幹事が 1年を振り返る卓話を行っています。本号から数回にわたり、皆様からのご寄稿を

掲載します。 

 

◆ 白戸里美 職業奉仕委員長 

今年度、職業奉仕委員長を務めさせて頂きました白戸里美です。 

年間活動として 4つの活動を報告させて頂きます。 

（1）古河二高において夏休み職場体験依頼→4事業所にて 9名が体験。 

（2）古河三中において夏休み職場体験学習依頼→5事業所にて 18名が体験。 

11月「地域の方と語る会」実施に伴う会員派遣の依頼→8名の会員派遣。 

（3）古河一高において「ゲストティーチャーによる講話」の講師派遣依頼→7名の講師派遣。 

（4）「午後からゆっくり〜Afternoon職場見学」の企画、実施 

古河市 株式会社富田製作所 

小山市 西堀酒造株式会社見学（20名参加） 

訪問後、会員の皆さんから嬉しい感想をたくさん頂けたことが、何よりでした。嬉しくてそれらのメー

ルを何度も読み返しました。 

今、富田製作所さんは大型プレス機を使い、昨年の出雲大社鳥居受注に続き、今は鹿島神宮大鳥居作成

に取りかかっているとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西堀酒造さんは 5／31までの限定でしたが「家飲みセット第 2弾」発売！変わらず精力的にご奉仕され

ている現在の二社をご報告し、今年度の職業奉仕委員会の活動報告とさせて頂きます。ありがとうござい

ました。  

リレー卓話「今年度を顧みて」第 1回 
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◆ 福江眞隆 社会奉仕委員長 

2019-20年度は、波乱続きの年度でした。社会奉仕委員会では以下の計画を立てました。 

・ 最初の行事は、2019／8／19 午前、小堤小児童クラブ、絵手紙体験教室でした。白戸里美前委員長

に参加していただき成功裏に行いました。 

・ 次に、8／31~9／1 房総、鴨川シーワールド、旅行同伴でした。 

松本幸子幹事、大高滋会員、井上学会員、ゆきはなロータリークラブの海老沼敏亨前議長、松本竜次

幹事、福江の 6名が参加して障がい者の皆さんとその保護者さまたち総勢、35人で成田、房総、鴨川

シーワールドを満喫してきました。障がい者の保護者さまたちの苦労、悩み、お子様に対する深い愛

情に触れ、人と人とのつながりの大切さを改めて実感しました。 

・ 第 3番目の計画は、10／13 古河総合病院 病院祭に協賛してのプラネタリウム、場所は古河市福祉の

森会館でしたが、前日の台風でプラネタリウムは中止となりました。急遽院内で行った病院祭りには、

古河東の多くの参加をいただきました。 

中止になったプラネタリウムを何とか実施したいと、2020/3/22 改めて古河市福祉の森会館で計画い

たしましたが、新型コロナウイルスの影響で、やむなく中止となってしまいました。最も心残りなイ

ベントとなりました。 

・ 第 4 番目の計画は、11／2~11／3 古河公方公園、よかんべまつり、絵手紙展開催で、天候にも恵ま

れ多くの参加をいただきました。 

・ 第 5番目の計画として、2020／4／21 里山保全プロジェクトの一環として、山崎清司ポストガバナ

ー、江口紀久江会長、松本幸子幹事、福江で参加して、谷ウツギの苗、100本を「こが里山を守る会」、

理事長の蒔田睦郎様に贈呈いたしました。 

・ 2020／6月頃 使用済み切手、社会福祉協議会へ寄付を予定しています。 

波乱の年度でしたが、古河東ロータリークラブの絆に感謝する 1年だったと思います。 

来年度は井上学新委員長に、今年実行できなかったプロジェクトも託して委員長の仕事を終えたいと思

います。1年間どうもありがとうございました。 
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◆ 小山幸子 青少年奉仕委員長 

青少年奉仕委員、奉仕させていただきまして有難うございました。 

・ 初めに 2820地区の青少年奉仕委員の参集がありました。 

委員長さんの中には、この委員長を少なくとも三年はやらせてほしいとの発表がありました。 

世界への青少年への熱き思いを語っておりました。 

流石、世界ロータリーだと感じ入りました。 

その入り口をクラブへ持ち帰り、ローターアクトに対する熱き思いを知ることとなりました。 

クラブ総出で育成にあたっておられ驚きました。 

昼に晩に忙しい仕事を持ちながら、なんとか未来へつなげて行きたいとの思いがありました。 

二人でスタートしたアクトも四人になり入会をしていただいた青年たちも、とても立派で将来の 

楽しみを見ました。 

・ もう一つには、古河市へのお手伝い、水辺の楽校への参加 

こちらも、我がクラブの真摯な参加状態を知りました。 

私、初めてのどじょうすくいへのお手伝いには、江口会長、山崎パストガバナーにおいで頂き、とても

嬉しくおもいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして卒業 あっという間の 9ヶ月でした。 

それはとても充実していました。 

巷の青年たちも、この会に多くのご縁があれば良いのに 

良い世の中に繋がるのではとおもいます。 

ありがとうございました。 

 

～風となり 光となりて 青年が 未来への道 開きおりたり～ 
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～☆～つれづれなるままに～☆～ 

山崎清司 PDG 

◆パオ（ゲルに同じ、遊牧民の移動式住居） 

 

2001年、地区の WCS事業で、干ばつと飢えに苦しむ中国・内モンゴル自治

区のパオに小麦粉を届けた。配達終了後、グワさんのパオに１泊した。毛布

にくるまって寝たが、テントを突き抜けた冷気が直撃し眠れない。深夜、ト

イレのため外に出た。満点の星が空を埋め尽くし、チカチカと輝いている。

きしみあってその音が聞こえてくるようだ。星明りは静寂な草原を地平線の

かなたまで照らし、幻想的な世界を創造している。天体ショーに酔いしれた。 

 

◆ひばり 

三密回避で渡良瀬遊水地を歩く。春の渡良瀬は生気にあふれる。鳥も花も

木々も生命の復活を喜ぶ。足元にある小さな山野草を追いながらアシ原に踏

み込む。「ピーチク・パーチク」空高くさえずるのはひばりだ。空を仰ぐとと

てつもなく高いところに停空しているので黒い点にしか見えない。しかしそ

の鳴き声は地上にまで大きく降ってくる。ボクがあの高さから大声を出した

ら下にいる人に聞こえるだろうか。自然は我々に活力と気力を与える。 

 

 

◆起点 

渡良瀬川堤防を歩く。渡良瀬川の水源は、日光市と群馬県沼田市との境にあ

る皇海山（すかいさん）。古河市と加須市の境界で利根川に合流し 107Kmの

旅は終わる。終わるということは「終点」である。ところが終わりは「起点」

と呼ぶ。これが全く分からないので、渡良瀬川河川事務所に電話した。曰は

く「終わりが起点です」。「では終点はどこ？」「起点です」という。こうなる

とまったくわからない。こんなことで悩んでも仕方ないのでやめた。 

 

 

◆三ツ星レストラン 

コロナ禍で外出自粛、三密回避で例会は長期休会になり、外食する機会がな

くなった。よって毎日「女房食」となる。料理はけっして上手とは言えない

が、毎日台所でせっせと作っては、目の前まで運んでくれる。よって「まず

い」とか「味がどうだ」とか決して言はない。文句の一つでもいえば「じゃ

あ、あんた作れば」と切り返される。ところが不思議なことに 50 年食べ続

けたが飽きないのだ。家庭の食卓こそ究極の三ツ星レストランである。 

 

 

  

会 員 か ら の お た よ り 
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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」 

2019-2020年度 第 2820地区 中村澄夫ガバナースローガン「人、学びて更なる奉仕」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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 

◆ 6 月例会は全て休止です。 

◆ いちご会 by Zoom Meetings 

2020 年 6 月 17 日（水）午後 7 時 30 分（40 分間）Zoom にて（接続先は ML をご参照ください） 

対象会員：入会 5 年以内の会員に限らず，衛星クラブを含む全ての会員 

これまでの古河東 RC の様々な活動について，山崎 PDG のお話を伺います。 

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 

6 月９日（火） 

午後７時30分 

Zoomにて 

（接続先はMLをご参照ください。

前回までのものと同じです） 

「石川久古河東 RC 次年度会長卓話」 

6 月 23 日（火） 

午後7時 30 分 

Zoomにて 

（同上） 
「近況報告と島田議長の挨拶」 

古河地区ローターアクトクラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

◆ 6 月例会は全て休止です。 

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)] 


