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本日の予定 

■国際ロータリー第 2820 地区 地区大会 

27 日（土）オークラフロンティアホテルつくば 

28 日（日）ノバホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間もありませんが、地区大会ということで、白戸ガバナーの花形イベントであります。 

柿沼部会長も、連日、夜中まで、練りに練って準備作業を進めておられます。細やかで、

繊細な作業に頭が下がります。そして束ね役といいますか、坂田元地区幹事が目を凝らし

ておられます。山崎パストガバナーには、全体的なことについての助言を頂戴したりと、

何をおいても、最後の大イベントでありますので、クラブの力を一つに、地区大会成功に

導きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際大会参加者への餞別金贈呈】 

 

 

 

 

 

  

例 会 風 景 

司会進行 海老沼堯 SAA 岡村裕太ソングリーダー 開会の点鐘 江口達司会長 

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 

2017.5.27,28 

第 1796 回例会 

46 

5月の強調月間『青少年奉仕月間』 

2016－2017年度会長 江口達司 
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◆第 12回理事会 承認事項報告 

1．5月の会計報告承認の件。 

2．秦野名水 RCとの合同例会決算報告承認の件。 

3．6月のプログラム中、故青木清会員、追悼例会詳細の件。 

4．江口・須永年度さよならパーティ、米山奨学生参加に伴う予算変更承認の件。 

◆報告事項 

1．マイロータリー、スキルと感心公開設定につき、50％を超えるご協力を戴き、RI 会長賞要件を達成い

たしました。ご協力ありがとうございました。 

2．米山寄付金傾向 2017-4月他データが届きまして、メールにて配信致しましたが、印刷物にて、ご入用

の方は、入口テーブルの上に用意してありますので、お持ちください。 

3．5月 18 日（木）川越東武ホテルに於ける秦野名水ロータリークラブとの合同例会、参加の皆様ありが

とうございました。その際に頂戴いたしました、秦野名水 RCからの桜茶をお配りしてございます。味

わって召し上がり下さい。 

4．地区大会時宿泊なさる方は、宿泊確認書をメールにて配信致しておりますので、プリントしてホテルフ

ロントに提示し、チェックイン願います。 

5．5月 30日（火）は、地区大会に移動例会となり、例会はございません。 

6．古河商工会議所広報誌「アクティヴ」5月号が届いておりますので、回覧いたしております。 

7．次年度用ロータリー手帳を各自のメールボックスに配布致しましたので、お持ちください。 

8．6月 6日（火）の例会、国際大会参加のため、会長幹事留守となりますが、宜しく開催の程お願い致し

ます。 

9．『ひろくんに、心臓移植を』の募金について、礼状が届いております。文面の中に、5 月末の渡航準備

を致しておりましたら、多くの移植を待つ子供達の中で、ドナーの心臓が、適合したということで、手

術も済み ICUから、一般病棟に移りました。ということです。良かったですね。 

▮ 次期プログラム委員会 三田浩市 次期委員長 

本日の被選理事会において、7月のプログラムが、後記のとおり承認されましたので、報告い

たします。 

▮ 地区大会実行委員 坂田信夫委員 

いよいよ、27日、28日、地区大会が開催されます。昨日、第 6回の実行委員会会議が行われ、

99%の準備完了といったところです。 

当クラブにおきましては、27日の大晩餐会、28日の懇親会ですね。600名から 700名の参加

があると思います。 

これを、柿沼部会長の下で、決められたことを、担当が決まっておりますが、もれなく参加くださいます

ようお願いいたします。 

▮ 地区大会実行委員 土方信太郎委員 

懇親会、会食コントロール係、配置図は、お配りいたしておりますが、12時ホール入口集合

でお願い致します。  

幹事 須永恵子 
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▮ 地区大会実行委員会 柿沼利明第 4部会長 

先ず 1 日目ですが、会長幹事、地区委員さんは、早めに出発していただき、配車をお願い致

しました方は、宜しくお願いいたします。直接行かれる方は、時間に間に合いますようお願

いいたします。私たちも、追いかけ出発いたします。 

お昼を食べましたら、会長幹事、地区員さんは、会議に入ります。 

その間、何もせず、2 時間ほどは晩餐会の準備に要しますが、途中で抜けることも可能です。演奏者の出

迎え接待などがありますが、松本さんと福田さんにお願い致しております。 

晩餐会終了後ですが、私たちスタッフは、それまでお食事は、お預けです。9 時ごろの食事となりますこ

とをお許し願います。 

2日目は、朝、バスの乗車確認は、古谷さんお願いいたします。 

アグネスチャンさんのお話がありますが、準備の時間と重なりますので、役割に徹して頂きたいと思いま

す。帰りにつきましては、バスが込み合い入り乱れますので、対応を宜しくお願いいたします。 

▮ 地区大会実行委員 佐藤孝子 受付担当委員 

晩餐会の受付ですが、265名の参加者ということで、席札をテーブルに、お座席表も配布袋の

中に同封いたしますが、中には、お気付きにならずお問い合わせを受けることもあろうかと

思います。 

植木さん、大橋さん、土方さん、福田さん、福富さん、松本さん、三ヶ尻さん、山腰さん、そしてガバナ

ー事務所の小林さんと柳さんとで受付を担当いたします。 

私たち女性たちは、松本さんの車で、3時までに到着予定です。予定表の集合時間は、5時、登録開始は、

6時 30分です。この間、準備、打ち合わせを致したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

▮ 地区大会送迎バス搭乗者確認委員 古谷弘之委員 

28日のバス乗車名簿を発表いたします。 

行きが、古河市役所古河庁舎駐車場午前 7時集合出発 

石川さん、板橋さん、大高さん、池田さん、植木さん、大橋さん、岡村さん、小倉さん、木塚

さん、久野さん、小林好子さん、武澤さん、豊田さん、白戸里美さん、白戸輝子さん、福田さん、福富さ

ん、古谷さん、星野さん、松井さん、松本幸子さん、三ヶ尻さん、三田浩市さん、以上。 

帰りが、江口達司さん、海老沼さん、桑原さん、小森谷さん、佐藤さん、須永さん、高橋さん、の 7名プ

ラスとなります。 

▮ 職業奉仕委員会 大橋みち子委員長 

5月 12日（金）、古河 2高への出前講座へ行ってまいりました。お蔭様で、出前講座今年度す

べて無事完了いたしました。講師を務めて頂いた皆様、ありがとうございました。 

▮ 親睦活動委員会 田口精二委員長 

ただいま、第 1800 回例会、6 月 27 日（火）さよならパーティの出欠確認表を回覧いたして

おります。 

会員のみならずご家族の方も多くの皆さんで参加くださいますようお願いいたします。 

ご記入方お願い致します。 
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▮ 青少年奉仕委員会 武澤郁夫委員長 

5月 14日（日）、三国橋下に於いて、今年度第 1回、わたらせ水辺の楽校が開催され、参加し

てきました。 

約 80名の小学生が参加しまして、自然体験イベントで、植物に関するイベントとして、植物

観察、魚に関するイベントとして、今回は、メダカを瓶に入れ、アクアリュウムを作り、子供さんたちに

配布して、メダカを育てて、秋にはどのような大きさになるかと、実体験を積んでもらうという、そうい

う趣旨で、行われました。また、橋の下をきれいにしようということで、清掃作業も一緒に体験いたしま

した。 

子供達は、帰りに、植物

観察で使用した、よも

ぎをもじって、よもぎ

饅頭と草餅を受け取

り、瓶に入れたメダカ

と共に持ち帰り、楽し

い一日を過ごしてまい

りました。次回からは、

三ヶ尻新委員長にお願

いいたしますので、宜

しくお願いいたしま

す。 

▮ 次年度幹事 大高滋 次期幹事 

新旧委員長引継ぎ会開催のお知らせです。 

5月 30日（火）午後 6時から、ホテル山水に於いて、新旧委員長引継ぎ会を開催致します。 

出欠のご回答が未だの方は、早めにお願いいたします。 

▮ 次年度会計 小森谷久美 次期会計 

いよいよ 6月に入りますと、会費 9万円、周年事業積立金 1万円、計 10万円をお預かりさせ

ていただきます。6月 6日、6月 20日にて全会員分お預かりできればと考えておりますので、

よろしくご協力をお願いいたします 

▮ 出席委員会 小林好子委員長 

◆6 月度出席予定表の回覧時に、ご記入方よろしくお願いいたします。ご記入後は小林までお

戻しください。 

◆委員会等開催致しました際には、別紙委員会開催報告書のご提出をお願い致します。また、

ゴルフ同好会、将棋同好会、いちご会等開催致しました際にも、開催報告書のご提出をお願

いいたします。 

  

お客様 1795 回（5/23）例会出席率報告 1793 回（5/9）修正出席率報告（前々回） 

 ①名誉会員を除く会員数 52 名 ①名誉会員を除く会員数 52 名 

②出席計算に用いた会員数 51 名 ②出席計算に用いた会員数 51 名 

③出席又は Make Up 会員数 38 名 ③出席又は Make Up 会員数 37 名 

④出席率 74.51％ ④出席率 72.54％ 
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土方信太郎クラブ管理運営委員長 

出席委員会は、小林好子委員長が、元気よく毎回発表してくださったので、私自身元気

になりました。 

親睦活動委員会は、田口精二委員長が、色々と考えながら、こなしていただき、プログ

ラム委員会の森敏夫委員長は、手際が良く、3か月、4か月も先までくみ上げ、常に先を読

んでいたように印象があります。クラブ会報・IT委員会松本幸子委員長は、不安そうにスタートしました

が、結局、1 年間なんとか完成させてしまいましたね。感心いたします。雑誌委員会植木静子委員長、年

度スタート間もなく、小山さんの短歌が、ロータリーの友に掲載され、植木さんが紹介していましたが、

その後も数回掲載され最近は、最初に、小山さんの短歌を探すようになりました。友好クラブ委員会海老

沼堯委員長、先日の合同例会の開催ということで、何も言うことはございません。1 年間お世話になりま

した。 

 

小林好子出席委員長 

私、古河東クラブに入会して、まだ、2年半ほどなのです。 

皆様の顔と名前がなかなかわからなくて、親睦を兼ねた食事会とかゴルフ大会とか、そ

ういうかたちで、参加して、顔と名前が、ようやく一致してきて、徐々に覚えられように

なってきました。 

1年間ありがとうございました。 

 

田口精二親睦活動委員長 

当初は、どうしたものかと悩んでおりましたが、今となっては、親睦活動委員長を務め

てよかったと思っております。 

それは、クラブの動きが、良く分かったことです。例会の仕組み、進め方、どうしたら、

みなさんに心地よくこの例会場へ来て頂けるか、そのようなことを色々と勉強させていた

だきました。 

特に、お茶くみの勉強が、私は、この年になって、普通は、やらないと思います。 

でもここに来てからは、初心者ですので、皆様にお茶を入れるのも、どのようにしたら手際よくこなせ

るか、あとは、委員会の女性の皆さんが、夏は、始めは、ぬるい方が良いのでは、冬は少し暖かめが良い

などと、そのような配慮が必要なこと、勉強させていただきました。やはり、おもてなしというのは、そ

のような所にあるものなのかと思います、 

そういう意味で、委員会の皆様には、お世話になりました。 

それと色々な公式行事、ガバナー公式訪問、納涼祭、新年会、さよならパーティ、を含めた、懇親会の

担当もさせて頂きました。 

進行が、ぶっつけ本番というところもありましたが、事前打ち合わせがないことも必要かなと思います。

打ち合わせ通りに進行することも必要でしょうが、臨機応変に対応することも勉強させていただき、ロー

タリーの好きな部分でもあります。この後、さよならパーティがありますので、 

全力で親睦委員会、取り組んで参りますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

  

「1年を振り返って」 
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森敏夫プログラム委員長 

委員長は、私、森敏夫、副委員長に池田三郎会員、委員に柿沼利明会員であります。 

年回 50数回例会の内、決まったプログラムが 20回ぐらいですので、残りの 30数回を計

画すれば良いのではと簡単に考えておりましたが、いざ計画となると月間テーマに沿って

又外部卓話者の人選、会員卓話者の人選と大変苦労致しました。 

当初の計画で申し上げましたが、出席率向上、退会防止にも繋がる重要性を認識し会長幹事、SAA、各

委員会と連絡、情報を密にし、計画をたてさせていただきました。 

特に外部卓話者につきましては会員の方のお世話になり人選をすることが出来ました。 

又会員卓話については、パスト会長に「パスト会長の一言」のテーマのもとお願いいたしましたところ、

快くお引き受けいただきましたが、例会数に限りがありましたので、全員に参加して頂けなかったことを

非常に反省しております。 

夜の例会も月１回はと思っておりましたが、なかなかうまく計画する事が出来ませんでしたが、次年度

は古河東ゆきはなロータリー衛星クラブも発足いたしましたので、また違った形での例会の計画もできる

のではないかと、思っております。 

会員の皆様に、満足のゆく例会プログラムを計画する事が出来ませんでしたが、会員の皆様のお力添え

で、一年を乗り切ることが出来感謝しております。 

大変有難うございました。 

 

松本幸子クラブ会報・IT委員長 

今年度、福富さん、松井さんのご協力をいただきまして、委員長を務めさせていただき

ました。 

この 1年の中で、一番重たいなぁと感じたことが、2週ありました。 

それは、2月 14日と、2月 21日でした。松井さんから、前もって、研修があるので、例

会を欠席する旨話があり、例会を休むことはないと思っていた私には、突然重い石を持たされた思いにな

りました。 

14 日の日は、古河警察署の田中署長さんの卓話を戴き、8 割メモを取りつつ、IC レコーダーに録音し、

その音声から、文字起こし作業を、2 日ほどかけて完成させましたが、文節の採用、不採用の判断が、不

安でした。 

そして、その他の資料と共に、松井さんにメールにて送信し、完了です。 

21日の日も、沢山の方のお話がありましたが、週報用原稿をお持ちになった方は、少なかったので、原

稿作りに苦労致しました。 

次年度は、福田優子さんにバトンタッチ致しますが、わたしもお手伝いとして委員会に残ります。 

この 1年でできなかったことを次の 1年で勉強したいと思います。 

 

海老沼堯友好クラブ委員長 

先週、友好クラブ委員長としてのお話は、済んでいるものと理解しておりました。 

18日（木）の秦野名水ロータリークラブとの合同例会に参加くださいまして、ありがと

うございました。非常に楽しい例会になりました。今回は、かなり前から日程が決まって

おりました関係で、秦野名水クラブさんが、どうしても夕方 6 時に戻らなくてはならない

ということで、川越を選定させていただきました。昨年は、秦野の桜を、今年は、小江戸川越の街並み見

学、来年も機会がありましたら、是非ご参加願います。 
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お名前 メッセージ 

  
山崎清司 各委員長様、1年間御苦労様でした。今後共よろしく！ 

  
江口達司会長 

須永恵子幹事 

江口・須永年度最終理事会が本日終了致しました。大変、お世話になり、ありがとうござい

ました。本日は、会員卓話「1年を振り返って」よろしくお願い致します。 

  
板橋孝司 先日の合同例会大変御世話になりました。又 5/27～5/28の地区大会不本意ですが、都合により

欠席となります。宜しく御願い致します。 

  
植木静子 宜しく御願い致します。 

  
江口紀久江 各委員長、卓話宜しく御願い致します。 

  
海老沼堯 秦野名水との合同例会では大変御世話になりました。 

各委員長様、「1年を振り返って」御願いします。 

  
大橋みち子 土方信太郎クラブ管理運営委員長、はじめ各委員長卓話楽しみにしております。 

  
小倉郁雄 各委員長の皆さん、卓話宜しく御願いします。 

  
岡村裕太 夏にはなっていませんよね？体調管理に気を付けてましょう。 

各委員長様、よろしくお願い致します。 

  
  
柿沼利明 一年を振り返って各委員長、大変ご苦労様でした。よろしくお願い致します。 

  
木塚恵子 皆様のお仲間に入れて頂き今日で 1年になります。引き続きよろしくお願い致します。 

私のロータリアンのデビューは昨年の地区大会でした。委員長の皆様 1 年間ありがとうござい

ました。 

  
久野茂 江口、須永年度、最終理事会 1年間ご苦労様でした。1つお願いです。衛生クラブ第 2、第 4火

曜日例会にぜひ「メイク」をしてスマイル投函をよろしくお願いします。次年度より「一人前」

のクラブとしてスタートをしたいと思っています。重ねてお願いします。 

  
小林好子 1年間、出席委員長をやらせて頂きありがとうございます。今後もよろしくお願い致します。 

  
小森谷久美 RI会長賞 2年連続受賞おめでとうございます。次回はいよいよ地区大会ですね。古河東の団結

力で成功する様頑張りましょう。 

  
小山幸子 各委員長さんの卓話楽しみにしております。 

  
坂田信夫 一年を振り返って各委員長さん卓話よろしく。 

  
佐藤孝子 一年を振り返って委員長の皆様、卓話よろしくお願い致します。 

本年度の R1会長賞決定おめでとうございます。 

  
佐谷道浩 今年 80 歳になる母やおばを連れて 5/20～5/22 に宮崎旅行をしてきました。温泉と焼酎を楽し

みました。 

  
杉岡榮治 「1年を振り返って」各委員長様ご苦労様でした。 

  
鈴木操 土方さん、小林さん、田口さん、森さん、松本さん、植木さん、海老沼さん、1年間お疲れ様で

した。本日は宜しく御願いいたします。 

田口精二 「一年を振り返って」委員長さんよろしくお願い致します。 

スマイル委員長 小山幸子 
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武澤郁夫 「一年を振り返って」各委員長さん、卓話もありがとうございます。 

  
福江眞隆 暑いですね。 

各委員長様、卓話宜しく御願いします。 

  
福田優子 おかげ様で 5月 15日に野木神社様にて娘が無事結婚式をあげていただくことができました。 

皆様に感謝の気持ちで一杯です。 

  
古谷弘之 各委員長様よろしくお願いします。 

  
星野龍肇 先週の移動例会、海老沼友好クラブ委員長お世話になりました。又、各委員長様卓話よろしく

お願いします。 

  
松井実 各委員長様、一年間お疲れ様でした。本日は卓話ありがとうございます。 

マイロータリーの登録作業多くの会員の皆様のご協力によりスキルと関心の公開 50％を超え

ました。ありがとうございます。 

  
松本幸子 本日卓話の皆様宜しく御願いします。 

  
三ヶ尻智昭 宜しく御願い致します。 

  
森敏夫 各委員長さん 1年間御苦労様でした。 

 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1797 回例会 

6 月 6 日（火） 
古河商工会議所 

◆クラブ協議会「地区大会に参加して」 

入会 3 年未満会員 

第 1798 回例会 

6 月 13 日（火） 
 ◆休会（国際大会参加のため） 

第 1799 回例会 

6 月 20 日（火） 
古河商工会議所 ◆故青木清会員 追悼例会 

第 1800 回例会 

6 月 27 日（火） 
ホテル 山水 ◆江口・須永年度 さよならパーティ 

地区行事他 白戸仲久地区ガバナーテーマ「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを」 

6 月 10～14 日（土～水） 国際大会 米国 アトランタ 

 

◆例会を欠席する時は前日までに幹事又はＳＡＡまでご連絡ください。 

幹 事：須永恵子 e-mail sunaga-bs@s3.dion.ne.jp 0280-48-0639 / FAX 0280-48-5070 

S A A：海老沼堯 e-mail nogijinja@yahoo.co.jp 0280-55-0208 / FAX 0280-55-0208 

◆原稿の送信先は、e-mail nemunoki3956@ybb.ne.jp 又は FAX0280-84-3929 （松本）までお願いします。 

 

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥64,000 ￥2,564,000 ￥2,000,000 128.20％ 

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（ PM12:30～13:30） 例会場：古河商工会議所3F（ 古河市鴻巣1189-4 電話0280-48-6000 FAX0280-48-6006） 

文 責：古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会 [松本・松井・福富] 
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古河東ロータリークラブ 

佐谷道浩年度スローガン 

「実践を通じた自己実現」 

2017 年度～2018 年度 

7 月例会プログラム     プログラム委員長 三田浩市 

出席率向上月間 

第
一
週 

第 1801 回 7 月 4 日（火） 備 考 

月初めのお祝い 

表敬訪問 岩﨑清特別代表 

新年度所信表明 

佐谷道浩 会長／大高滋 幹事 

第 1 回理事会 

例会場 11 時～ 

めざそう 100%出席 

第
二
週 

第 1802 回 7 月 11 日（火） 備 考 

第 4 分区ガバナー補佐来訪 

会員卓話「新年度の抱負」五大奉仕委員会 

古谷クラブ奉仕委員長／土方国際奉仕委員長／石川職業奉仕委員長 

三ヶ尻青少年奉仕委員長／大橋社会奉仕委員長 

 

第
三
週 

第 1803 回 7 月 18 日（火） 備 考 

会員卓話「新年度の抱負」各委員会 

白戸里美ロータリー財団委員長／高橋会員増強委員長 

森ロータリー米山記念奨学会委員長／福江広報委員長 

古谷会員組織委員長／江口紀久江奉仕プロジェクト委員長 

 

第
四
週 

第 1804 回 7 月 25 日（火） 備 考 

会員卓話「新年度の抱負」各委員会 

柿沼会員選考・職業分類委員長／小山出席委員長／小林親睦活動委員長 

海老沼ロータリー情報委員長／須永クラブ管理運営委員長 

 

保延輝文 地区ガバナー 【スローガン】 未来へチャレンジ 

地
区
行
事
等 

6 月 18 日   (日)  会員増強・運営セミナー 石岡プラザホテル 

7 月 08 日（土）ロータリー財団研究会 

 

7 月 09 日（日）職業奉仕研究会 

 

7 月 15 日（土）青少年奉仕研究会 

 

7 月 17 日（月）クラブ奉仕研究会 

 

7 月 29 日（土）社会奉仕研究会 

 

7 月 30 日（日）国際奉仕研究会 

 

2017-18年度 イアンＨ．Ｓ．ライズリーRI会長テーマ「ロータリー：変化をもたらす」 

 


