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本日の予定 

■故青木清会員 追悼例会 

♬ロータリーソング♬ 我らの生業 

 

 

 

 

 

 

 

世界大会ということで、会長幹事他多くの会員が出かけております。 

夕べ遅くに、江口会長から電話があり、「明日の例会、よろしく頼むね。」とのことでし

た。その一言の為に、国際電話をかけてきました。 

元気で、皆さんお過ごしの様で、何よりでございます。 

また、帰られてからのお話を、楽しみにしたいと思います。 

そして、先週の地区大会、参加、ご協力大変ありがとうございました。 

その際に、表彰を受けております。これは、江口会長に帰国後発表頂くこととしたいと思います。 

本日は、クラブ協議会がありますので、一度例会を閉じて、引き続き、クラブ協議会開会となりま

すので、このままお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【月初めのお祝い】 

進 行：田口精二親睦活動委員長 

該当者：江口紀久江会員、久野茂会員 

山崎清司会員、小森谷久美会員 

小林好子会員、岡村裕太会員 

 

  

例 会 風 景 

司会進行 海老沼堯 SAA／小倉副 SAA一時代理 福田優子ソングリーダー 開会の点鐘 海老沼堯前々会長 

君が代、奉仕の理想、バースディソング 
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【ロータリー米山記念奨学金贈呈】 

ロータリー米山記念奨学生 

ダリナ オブホワ さん（ロシア連邦） 

筑波大学 4年：生物専攻 

研究テーマ：分子生物（タンパク質分解） 

ダリナさんと呼んでください。 

 

 

◆報告事項 

1．地区大会、欠席なされた方は、大会プ

ログラム冊子を入口テーブルの上に

備えてありますので、お持ちくださ

い。 

2．次週 6月 13日（火）は、国際大会参

加のため休会となり、例会はござい

ません。翌週の 6月 20日（火）は、

本例会場に於いて、故青木清会員追

悼例会の開催となります。 

3．水戸 RC、水戸西 RCより、クラブ週

報を拝受いたしましたので、回覧い

たしております。 

4．ロータリーの友、ガバナー月信、観光

パンフレット KOGA及び 7月のプロ

グラム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。 

5．古河 2 高より、出前授業に対する感

想文が届いておりますので、回覧い

たします。尚、後日メーリングリスト

にて、配信致します。  

ダリナさん挨拶 

先週の土曜、日曜日、米山奨学生の研修旅行がありました。 

静岡県の米山梅吉記念館へ行ってきました。 

それがすごく面白かった。奨学金の面接の前に、米山梅吉さんの人生について、読んだこともある 

のですが、記念館へ行って凄く勉強になりました。 

本当に、粘り強さを持った人です。15歳の時、東京へ 3日間歩いてやってきた。現在では、とても 

イメージできません。自分の夢を実現するために、行動した。本当に素晴らしいです。その後、会 

社の中で、成長も凄く早かった。10年間の間に偉い人まで行くのは、素晴らしいと思いました。 

米山梅吉さんのお墓に行ってきました。夜の宴会も、楽しかった。参加者は、46名だったから、ガ 

バナーエレクト、ガバナーノミニーも参加してくださいました。いろんな人と知り合い、自分の国 

の話しをしたり、短い時間でしたが、一杯お話をしました。宴会の後で、花火にも行きました。海の 

近くでの花火は、初めてだったから、きれいだと思いました。 

日曜日は、9時ごろ静岡を出て、ロープウエイに行く予定でしたが、満員のため、行けませんでし 

た。9月には、稲荷神社に行く予定です。すごく楽しみにしています。12月の忘年会は、ロシアのダ 

ンスを準備したいと思います。 

直前幹事 土方信太郎 
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▮ 地区大会実行委員 大高滋委員 

本来なら、柿沼利明第 4 部会長が、皆様にお礼の言葉を申し上げるべきところですが、代理

の代理の代理ということで、柿沼第 4 部会長、石川委員、坂田副実行委員長がお休みという

ことで、私、代読ということで、皆様方にメールにて、配信されておりますが、 

国際ロータリー第 2820地区 2016‐2017年度 ガバナー白戸仲久、地区幹事田島清太郎様から、国際ロー

タリー第 2820地区古河東ロータリークラブ会長 江口達司、幹事須永 恵子、副実行委員長 柿沼利明宛、

国際ロータリー第 2820地区 2016-2017年度地区大会の御礼と題し、 

以上です。 

また、柿沼さんから、 

代読でした。 

▮ 次年度会計 小森谷久美 次期会計 

本日から、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いており

ます。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 

▮ 親睦活動委員会 田口精委員長 

第 1800 回例会、6 月 27 日（火）さよならパーティ、会員のみならずご家族の方も多くの皆

さんで参加、盛大に開催致したいと思います。よろしくご参加の程、お願いいたします。 

  

拝啓 青葉の候、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 

厚く御礼申し上げます。 さて、この度の 2016-2017年度地区大会の開催に際しましては、会長 江口 

達司様、幹事 須永恵子様、副実行委員長 柿沼利明様をはじめとする古河東ロータリークラブの皆様 

に多大なご支援ご協力を賜り誠にありがとうございました。おかげさまで、地区大会を無事に終了す 

ることが出来ました。これもひとえに皆様方の温かいご支援の賜物と、深く感謝申し上げます。今後 

とも、変わらぬご指導・ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。 

末筆となりましたが、皆様の益々のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。 

まずは略儀ながら、書面をもちまして御礼申し上げます。 

敬具 

会員各位宛、お世話になります。27．28日の地区大会は大変お世話になりました。 

 皆様方のお力により古河東ロータリークラブ担当の１日目の昼食・晩餐会と 2日目の大懇親会は無事 

終了することが出来ました。 

またまた皆々様より暖かい友情を頂いた次第です。大変ありがとうございました。 

 心残りなのは、1日目の刀根荘兵衛氏の指導者育成セミナ－と 2日目のアグネスチャンさんの講演 

を大部分の方が拝聴出来ない方がいました。大変申し訳ないと思っております。 

 これからもロ－タリ－の感動を求めて精進して参りますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしく 

お願い申し上げます。 

 柿沼利明 
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▮ 青少年奉仕委員会 武澤郁夫委員長 

5 月 26 日（金）、快活 CLUB 古河鴻巣店於いて、古河地区ローターアクトクラブ、ダーツ例

会に、三ヶ尻会員と武澤の 2名で参加してきました。 

全国のアクト例会でも、ダーツ例会が多いのには、びっくりしました。 

ダーツの始まりを調べてみると、4、5百年前、戦争中、疲れ切った兵士たちの息抜きにワインやウイスキ

ーの樽などを的に行っていたそうです。 

現代社会でも、友達ができる、楽しさ、面白さで、ローターアクトクラブ会員増強という意味においても、

有効であると思いました。 

 

古河地区ローターアクトクラブ、2016-17年度最終例会は、6月 16日（金）19時 30分から古河市横山町

1-4-28「モッツバー」0280-33-7350で開催されます。 

 

▮ 直前幹事 土方信太郎直前幹事 

来る 6月 21日（水）18時から、やなぎや「遊水亭」に於いて、パスト会長、幹事会を開催致

します。本日主席確認表を回覧いたしておりますので、ご記入方お願いいたします。 

▮ 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 1798 回（6/13）例会出席率報告 1796 回（5/27,28）修正出席率報告（前々回） 

ロータリー米山記念奨学生 

ダリナ オブホワさん 

（ロシア連邦） 休会 

国際大会参加のため 

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 

③出席又は Make Up 会員数 51 名 

④出席率 100.0％ 
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三ヶ尻智昭会員 

先日の地区大会、参加された皆様お疲れ様でした。 

昨年は、40度の熱を出してしまい、参加できませんでしたので、私にとっては、初めて

の参加となりました。 

何もわからないまま、参加して、一番感じたことは、古河東ロータリークラブの結束力

の強さ、というものを感じております。 

土方さんから、「会食は、乾杯の後で」というお願いカードを手渡され、中には、協力いただけない方も

いらっしゃいましたが、皆さんで協力してやり抜けたことは、大きな成果であると思います。 

今後も、協力し合って、より強力なものになることと思います。よろしくお願いします。 

 

岡村裕太会員 

私は、28日（日）に参加させていただきました。 

私は、お詫びというか反省というか、集合場所を間違えてしまいまして、集合時間 30分

前に、下大野の市役所本庁舎に行ってしまいました。 

 当然、時間になっても誰にも会えず、久野さんに電話して初めて、長谷町の古河庁舎集

合と分かり、結局、直接会場に参りました。 

反省として、肝心なことは、メモをする。正確に、不安だったら確認する。ということを勉強させてい

ただきました。 

地区大会への参加は、2回目ですが、今回は、大懇親会会場への案内用矢印を持って誘導する係でした。 

感じたこととして、柿沼さんと石川さんの指導で、皆さんが、テキパキ動く仕草、それによって、会場

へ、スムーズに誘導できた。これは、素晴らしいことです。 

それから、大高さんの司会も素晴らしかったです。それを支えた松本さんのプッシュもあったそうで、

古河東クラブらしい良さであると思います。 

打ち上げのビール、美味しかったです。 

 

小森谷久美会員 

私は今年度地区委員を仰せつかりましたので、地区大会は 5 月 27 日、28 日の 2 日間参

加しました。 

1 日目の会長・幹事・地区委員長会議、RI 会長代理歓迎晩さん会には初めて参加しまし

た。各種表彰の際には、古河東に対する会員増強表彰、職業奉仕の表彰などを拝見いたし

ました。とても感動しました。時間の都合もあるかもしれませんが、こういう表彰はクラ

ブのみなさんの前ならよかったのにと思っていました。 

RI 会長代理歓迎晩さん会は古河東のみなさんが、綿密に打ち合わせし、リハーサルを行った本番です。

私はソングを担当いたしました。古河東のみなさんがお忙しく動かれているなかで、私は晩餐会に参加し、

最後のソング「手に手つないで」までは時間がありましたので、申し訳ないと思いながら、美味しい食事

とお酒でエネルギーを蓄え、ソングに望みました。ほんの 2～3 分のお役目でしたが、会場は盛り上がっ

たのではないかと思います。 

今回の地区大会でも、古河東の団結力が充分発揮された大会だったと思います。2日目の懇親会会場で、

他のクラブの方から、「古河東はまとまっているね」というお言葉をいただきました。 

  

クラブ協議会「地区大会に参加して」 
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田口精二会員 

私は、28日（日）に参加させていただきました。駐車場係ということで、式典には、ほん

の僅か顔を出しただけでした。森さんに指導いただき、事前に 2 回ほど下見を致しました。

誘導方法や大型バス、マイクロバス、乗用車に対する案内方法など、市の職員の方とのやり

とりなども、勉強させていただきました。森さんは、実に綿密に、きちんと最後まで、妥協は

せず、とことん検討する。これが本来あるべき姿なのだと思いました。森さんでなければ、出来なかった

と思います。当日は、実に、手順良く誘導でき、細かく段取りをしたおかげで、スムーズに役割を果たせ

たのだと思います。ロータリーでは、経験したことのないことを経験させて頂ける。良い勉強の場である

と思いました。 

森さんありがとうございました。 

 

小林好子会員 

地区大会ですが、私未だ 3年経っておりません。私は、28日（日）に参加させていただ

きました。天気も抜群に良く、気持ちも晴れ晴れと、手伝う気持ちも元気よく、柿沼さん

が、隅から隅まで、綿密な計画を立てて、役割分担もしっかり割り振られ、皆さんの行動

が、天気も良く、まとまりの良い古河東の、仲間があるからゆえに、互いに確認しながら、

楽しくできたと思います。古河東の団結力、とっても勉強になった地区大会でありました。これから、い

ろんな人たちに教えていただいて、自分も、一歩前に進みたいと思います。 

 

 

 

お名前 メッセージ 

  
池田三郎 よろしくお願いします 

  
板橋孝司 地区大会、皆様ご苦労様でした。 

6月 20日の例会、都合により古河飲食店組合研修のため、欠席させて頂きます。 

  
海老沼堯 地区大会、お疲れ様でした。 

本日は、クラブ協議会です。よろしくお願いいたします。 

  
大高滋 世界大会に行かれている 12名の方をイメージしています。 

地区大会、大変お疲れ様でした。感想をお聞かせ下さい。 

  
岡村裕太 地区大会、お疲れ様でした。 

  
小林好子 本日も、よろしくお願いします。 

  
小森谷久美 地区大会、大変お疲れ様でした。 

あっという間に 6月、白戸年度も、まとめの次期ですね。 

月信 6月号、是非読んで下さい。あと、1号あります。 

  
佐谷道浩 ダリナさん、ようこそ。本日発表の皆様、宜しくお願いします。 

  
杉岡榮治 卓話、宜しくお願いします。 

  
武澤郁夫 入会 3年未満会員の方、「地区大会に参加して」卓話ありがとうございます 

スマイル副委員長 星野龍肇 
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田口精二 地区大会に参加して、大変勉強になりました。駐車場係でしたが、裏方として、森さんにいろ

いろ教えていただき、良い経験をさせて頂きました 

  
白戸里美 自宅も、ロータリーも人気なく、少し寂しいですね。 

こんな時こそ、自分のやるべき事を進めたいと思っています。 

  
福江眞隆 先日の地区大会、大変ご苦労様でした。勉強になりました。 

  
福田優子 地区大会、皆様、大変お世話になりました。柿沼様、感動をありがとうございました 

  
星野龍肇 皆様、地区大会、お疲れ様でした。 

  
松井実 地区大会、お疲れ様でした。卓話ありがとうございます。 

  
三ヶ尻智昭 よろしくお願いします。 

  
三田浩市 国際大会に参加された皆様、ご苦労様です。帰りましたら、アトランタの楽しい思い出話を聞

かせてください。楽しみにしています。 

  
森敏夫 地区大会、大変ご苦労さんでした。 

 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 

￥39,000 ￥2,603,000 ￥2,000,000 130.15％ 

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] 


