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本日の予定 

■江口・須永年度 さよならパーティ 

ホテル 山水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木清さまの、活躍、92 歳というご高齢でございましたが、何時もお出でになるたび

に、やさしい声で、人の心を和ませるというか、私たち会員も励まされておりました。私

たちのクラブにとっても、大変な財産を失ってしまいました。 

若奥様には、本日おいでいただきましてありがとうございます。色々なところでご活躍

の様子、後々には、私たちのクラブのメンバーにお迎えできればと思います。 

先日の世界大会には、12名の会員と令夫人他同行下さいました 20名、32名の大所帯で行ってま

いりました。 

旅行というものは、前を向いて行くものですが、山崎パストガバナーには、毎度のことながら、

常に後をお気遣いいただきながらになってしまい、ご迷惑をお掛け致しましたが、私どもにとって

は、楽しい 13日間の旅でございました。 

詳しくは、後日の報告をお楽しみいただき、現在の会員数が、62 名になりましたのも、青木会員

の会員増強への強い意志が引き継がれた結果でありましょう。 

ご冥福をお祈りし、会長の時間と致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例 会 風 景 

司会進行 海老沼堯 SAA 田口精二ソングリーダー 開会の点鐘 江口達司会長 
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6月の強調月間『ロータリー親睦活動月間』 

2016－2017年度会長 江口達司 
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◆第 13回緊急理事会及び被選理事会合同理事会承認事項報告 

1．豊田慧会員からの退会届受理の件。 

2．次年度現況報告書編集委員選任の件。 

3．2004 年、古河警察署駒羽根駐在所に掲げたる、古河、古河東、古河中央 3 クラブ合同支

援交通安全標語看板につき、駐在所廃止に伴う撤去の件。 

◆報告事項 

1．第 4 分区かわら版 6 月号、米山 5 月の寄付金傾向、をメーリングリストにて、配信致しましたが、印

刷物をご入用の方は、例会場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．水戸南クラブ、この指とまれ事業、タイへの中古自動車贈呈プロジェクト、現地に於ける贈呈式（7 月

7日～11日予定）ご参加のお願いが届いております。希望者は、幹事宛、申し出で願います。 

3．大子 RC から、この指とまれ事業、タイ東北農村部の小学校へ浄水器寄贈支援事業報告書と礼状が届い

ております。回覧いたしますので、ご覧ください。 

4．先ほどのスマイル報告にございました、白戸年度地区大会実行委員長、阿部孝行様から、地区大会協力

支援の礼状が届いております。 

地区大会では、大変お世話になりました。御礼にお伺いするところ、日程調整がつかず、本年度 

中のお伺いができないことになりました。改めまして、お詫びを申し上げ、地区大会のご協力に心 

より、御礼申し上げます。貴クラブ、山崎パスト、坂田顧問、実行委員会、柿沼部会長、実行委員 

会、様には、大変お世話になりました。また、江口会長を中心に、柿沼部会長の全面的な協力体制 

を組んで頂き、大会の花である歓迎晩餐会、大宴会を見事に実行いただきました。改めて古河東 RC 

の実力に敬意を表し感謝申し上げます。坂田顧問の強力な指導力、柿沼部会長の綿密な企画と演出 

は、この大会を盛り上げて頂きました。第 4分区の皆様の温かい友情は、私の良い思い出になりま 

した。今後とも、このご厚誼をお願いし、ご挨拶と致します。 

5．次週 6 月 27日（火）は、年度さよならパーティで、午後 7時からホテル山水にて開催されます。その

際、地区大会のお礼ということで、白戸ガバナー、田島地区幹事、植竹ガバナー補佐、森田セクレタリ

がいらっしゃいます。 

6．昨日、境町かごや亭に於いて、第 4分区新旧会長幹事会が開催されました。 

一年間ご支援ご協力大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

明 21 日（水）午後 6 時から、やなぎや「遊水亭」に於いて、パスト会長幹事会が開催されますので、

関係の皆様は、ご出席方お願いいたします。 

  

幹事 須永恵子 

SAAからのお知らせ 
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▮ 親睦活動委員会 田口精委員長 

次週 6月 27日（火）は、年度さよならパーティです。 

第 1800回例会という記念の日でもあります。是非多くの皆様にご参加をお願いいたします。

現在 70名の方に申し込みを頂いております。盛大に開催されることと思います。そこで、親

睦活動委員の皆様には、開会 1 時間前にお集まり戴き、会場設営のお手伝いを頂きたいと思

います。よろしくご参加の程お願いいたします。 

▮ 青少年奉仕委員会 武澤郁夫委員長 

6月 16日（金）、横山町の「モッツバー」で、古河地区ローターアクトクラブ、2016-17年度

最終例会が、ご苦労様会として開催され、古河地区ローターアクトクラブの生みの親でもあ

る坂田会員、顧問の森会員、次年度会長の佐谷会員、次年度青少年奉仕委員長の三ヶ尻委員、

そして私、武澤が出席してまいりました。 

嬉しいニュースがあります。佐藤会員の事業所から、翁長さんが入会されることになりました。 

一年間ありがとうございました。 

▮ 社会奉仕委員会 山腰すい委員長 

この 1 年間、皆様からお預かり致しました使用済み切手、本日、古河市社会福祉協議会へ寄

贈してまいります。ご協力ありがとうございました。 

▮ 国際奉仕委員会 高橋采子委員長 

6 月 3 日（土）に出発して、6 月 10 日（土）の国際大会に出席してまいりました。毎年の事

ですが、200 本以上の国旗が入場する光景は、感無量です。大勢で行きましたので、山崎さ

ん、松本さん、江口さん、皆様のご協力の下に、無事帰国できました。本当にありがとうござ

いました。今日お配りいたしましたお菓子は、お土産です。お召し上がりください。ありがと

うございました。 

▮ 出席委員会 石川久副委員長 

◆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 1799 回（6/20）例会出席率報告 1797 回（6/6）修正出席率報告（前々回） 

青木ひろみ様 

（故青木清会員御遺族） 

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 

 

 

51 名 ③出席又は Make Up 会員数 51 名 

④出席率 100.0％ ④出席率 100.0％ 
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「青木さんを偲んで」 

小倉郁雄会員 

青木清さんは、昭和 58 年 2 月 1日に当クラブに入会されました。クラ

ブ創立が、昭和 57 年 7月 1 日ですから、約半年後に入会ということにな

ります。 

1987-88年度第 6代目のクラブ会長に就任、ちなみに、幹事さんは、豊

田慧さんでした。 

その年度の RI会長、チャールズ・Ｃ・ケラーさんのテーマは、「ロータ

リアン＝奉仕に結束＆平和に献身」、板橋敏雄ガバナースローガンは、「共に奉仕して、前進する我々の年

度」、その持ち前の研究熱心なバイタリティ溢れる行動力で我々地区内ロータリアンを引っ張ってくれま

した。 

青木会長のスローガン、「奉仕の推進」のもと、「過去は序幕である」という考えで、更に奉仕を追求し、

次の 5つの重点指針を掲げられました。 

①ポリオプラス計画に積極的に取り組む。 

②会員の増強（当時 44名から 47名） 

③新しいプロジェクトを企画し、奉仕の推進を実りあるものにする。 

④四大奉仕部門のバランスの取れたプログラムを実施する。 

⑤地域に密着したプログラムの推進。 

そして青木年度は、我々古河東 RC にとってかけがえのない輝かしい実り多い年度になり、今日の我々

古河東 RC の基礎を築かれました。 

大正 13（1924）年 8 月 10 日生まれで、私の丁度 20 年上で、まるで私のお父さんのような存在で、何

でも包み込んで頂ける包容力のある、とても誠実で、温かみのある人柄の方でした。 

現在の家業である「青木電器」をゼロから作り上げ、とても商売熱心な方でした。 

そして、とても前向きな考え方で、どんな困難に直面されても、それを真正面から受け止め、乗り越え

てこられました。 

そして、奥様とのご夫婦仲がとても良くて、お二人で、お子さん、お孫さんの買い物に、いつも一緒に

来られていたのが、印象的でした。ただ、奥様を亡くされ、その後色々なご不自由な点があったと思いま

す。そこは、若奥様が、献身的なお世話をされて、青木さんもお幸せではなかったかと思われます。 

お元気なうちは、いつも一緒にゴルフをプレーしていただきました。お若い時に武道を習われていた関

係で、腕っ節が滅法強く、ボールを遠くに飛ばすことについては、私は、とてもかないませんでした。  

追 悼 例 会 

故青木清会員 

1924年（大正 13年）8 月 10日生まれ 

2017年 3月 9日ご逝去 

〒306-0013 古河市東本町 4-7-34 

（有）青木電器商会 会長 

古河東ロータリークラブ 1983.2.1入会 

第 6代会長 1987～1988 

第 5分区代理 1997～1998 

米山寄付、第 10回米山功労者（メジャードナー） 

財団寄付、MPHF 3 マルチプルポール･ハリス･フェロー 
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ゴルフをされなくなった後は、趣味の絵画にも打ち込まれ、その見事な作品を拝見させていただいたこ

ともありました。 

青木さんが、体調を崩され、例会に来られなくなって、とても、残念であり、生前、数回、池田三郎さ

んと自宅を訪れて、その元気なお顔を拝見させてもらいました。 

今、青木さんは、奥様の所へ、天国に行かれて、お二人仲良くお話をされているのでは、ないかと思わ

れます。謹んでご冥福をお祈りします。 

 

池田三郎会員 

青木さんとは、ロータリークラブ入会からのお付き合いになります。 

よくゴルフを、その頃は、遠藤靖さんと一緒にパーティを組んで、プレ

ーしました。 

私は、人生として、社会人として、ロータリアンとして、青木さん程ク

ラブの中で、名誉ある実績を上げられた方は、いないと思っております。 

先ほど小倉さんから、青木さんが武道をなさっていらしたお話がありま

したが、私は、存じ上げませんでした。青木さんのお宅にお邪魔して、「元気かい」といって、手を差し出

しますと強く握り返されたことを思い出しまして、今、納得いたしました。 

私は、今でも、青木さんは、元気でいらっしゃると思います。なぜなら、眼を閉じて思い出に、すぐ青

木さんが頭の中に現れ、そばに来てくれます。仕事に、ロータリーに、ゴルフに、一緒に行動して頂きま

した。本当にありがとうございました。私は、「さよなら」の言葉は、言いません。生き続けておられると

心の中で思っています。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

杉岡榮治会員 

亡くなられた青木清会員に哀悼の意を示し、お別れの言葉を述べさせて

いただきます。 

青木さんとはずいぶんと長いお付き合いをしていただきました。 

青木さん 62 歳、私が 38 歳の時に推薦をいただき古河東ロータリーク

ラブに入会しました。それ以来ですから 30年もの長い間お付き合い、ご

指導をいただきました。 

青木さんの「会長の時間」は、同じロータリアンだった松下幸之助さんの職業奉仕についての話が私に

とって非常に勉強になった記憶があります。 

若いころ柔道に打ち込んでいたそうで、ゴルフのスイングは幾つになっても若々しくドライバーを振り

切っている姿が今でもうかんできます。 

私の記憶では 2008 年 3 月 84 歳の時に、「ひととのや CC」で行われた同好会コンペで優勝されていま

す。 

会員皆に親しまれて、86歳まで元気に同好会のコンペに参加されていました。 

相撲も大好きで、ゴルフの帰りにはいつも相撲中継を聞きながらいろんな力士の話を聞かせていただき

ました。お酒は私と同じで日本酒が大好きでした。結構強かったですね。 

ふりかえれば青木さんの思い出は沢山あり、今でもなんとなく「おー杉岡君元気かい」とあの柔和な笑

顔で現れそうな気がしています。 

でも、今は天国で仲の良かった奥さんと楽しくしているのでしょう。 

ご冥福をお祈りし、ありがとうと感謝の気持ちを伝えながら、お別れの言葉といたします。 
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お礼の言葉 青木ひろみ様 

私、青木清の長男の嫁の青木ひろみと申します。 

お通夜、お葬式、そして追悼例会と皆様の貴重なお時間を父の為に割いて頂きまして、

本当にありがとうございます。父になり替わりまして御礼申し上げます。 

今、小倉さん、池田さん、杉岡さんと心温まる父の思い出を伺いまして、私も色々な

ことを思い出しました。 

母が亡くなって、6 月 18 日で 16 年、本来なら今年 17 回忌、来年の父の 1 周忌と合わせて執り行うこ

とと致しました。 

父は、母が亡くなってから、「一度も母が、夢に現れない」といっておりました。これが口癖だったので

すが、先ほど皆様がおっしゃられたように、凄く仲の良い夫婦でした。仕事の事では、母がリーダーシッ

プをとり、父には苦になることも言っておりましたが、家に帰るととても仲が良くて、私もこういう夫婦

になりたいなと思っておりました。 

その夢に出てこない母が、父が今回入院する 3日前に、私に父が言ったんですね。「ひろみちゃん、和子

が夢にやっと出てきたよ」と、それで今回入院しましたら、危険な状態を何年か振り切って生き続けてこ

られた父も夢の中からの呼びかけともとれる、母の迎えに、お父さん早くお出でよと意気投合なされたの

だと思います。 

ただ、伏せている父の耳元に、大学 4 年の長男が家業を継ぐ意思を伝えることができて、3 代目に続く

んだよと伝えられて良かったと思います。 

父との別れは、凄く悲しいですけど、これで何となく、恩返しができたのではと思いました。 

本日は、貴重な例会のお時間を、父の追悼例会ということで、開いていただきまして本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆6 月 19日（月）、石岡プラザホテルで，次期会長幹事が集まっての，

会員増強セミナーがありました。全クラブから 2 クラブだけ選ばれ

て、会長賞への取り組み（特に，マイロータリーの作業）などを全体

で発表をした大高さんの雄姿です。（佐谷次期会長報告） 

◆6 月 20 日（火）、古河市社会福祉協議会

へ使用済み切手を寄贈してまいりました。

（山腰すい社会奉仕委員長報告） 

 

 

◆6 月 18日（日） 宇都宮市 サンヒルズカントリークラブに於いて、ゴルフ同好

会ゴルフコンペが開催されました。（福富会員報告）  

お 知 ら せ 
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アトランタ国際大会（山崎トラベル） 

6/3（土） 6:30 喜楽飯店前出発 

11:15 成田空港出発 ヒューストン空港経由→フォートローダーデール空港 

6/4（日） 12:50 Carnival Splendor 乗船 カリブ海ツァー出発 

ナッソー（バハマ諸島）～ハーフムーンケイ（バハマ諸島） 

～グランドターク（イギリス領）～アンバーコーブ（ドミニカ共和国） 

6/10（土）第 1班 12:50フォートローダーデール空港→アトランタ空港 

第 2班 14:43 

6/11（日）国際大会参加 茨城ナイト参加 

6/12（月）アトランタ郊外市内観光 ストーン・マウンテン～ジョージア水族館 

～博物館（ワールドオブコカ・コーラ） 

6/13（火）チャタヌーガ観光（ルックアウトマウンテン）～鍾乳洞（ルビーフォールズ） 

6/14（水）アトランタ空港出発 第 1 班シカゴ経由→成田 

第 2班ヒューストン経由→成田 

6/15（木）成田空港 バスにて古河駅 

★6/3～6/15まで 26名から 32名でアトランタ国際大会に参加して参りました。今回参加人数 

が多いので移動にとても神経を使いました。例年通り幾つかのトラブルに見舞われましたが何 

とか協力し合い、無事帰国できたのでホッとしています。 

古河東の皆様には、この後例会にて、高橋国際奉仕委員長による PPを使っての楽しくて素敵 

な報告がありますので期待してお待ちください。 
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名前 メッセージ 

  
青木ひろみ様 お世話になります。 

  
阿部孝行白戸年度地区大会実行委員長様 お世話になりました。 

  
山崎清司PDG 青木清会員は長年当クラブ発展の為に尽くして頂きました。その実績は多大なるものです。

本当に有難うございました。又国際大会では皆様のご協力に感謝致します。 

  
江口達司会長 

須永恵子幹事 

長い間大変御世話になりました。本日は故青木清会員の追悼例会、謹んでご冥福をお祈り申

し上げます。 

  
池田三郎 本日も宜しく御願い致します。 

  
石川久 本日も宜しく御願い致します。 

  
板橋孝司 故人のご冥福心からお祈りします。高潔至誠な素晴らしい先輩でした。 

  
海老沼堯 青木さん大変御世話になりました。安らかにお休み下さい。 

  
大高滋 青木清さん長い間大変お疲れ様でした。ご冥福をお祈りします。 

  
大野裕子 青木さん御世話になりました。例会でお会いできる日はいつでも「大野君ありがとうねー」と

言って下さりステキな笑顔の青木さんにお会い出来ないのはとっても寂しいです。こちらこそ

大変御世話になりました。ありがとうございました。 

  
大橋みち子 青木清会員、長い間お疲れ様でした。安らかにお休み下さい。 

  
小倉郁雄 本日は故青木清さんの追悼例会にあたり、謹んでご冥福をお祈りします。青木さんが本クラブ

に残された足跡は、クラブの歴史に刻まれ、永遠に残されるでしょう。 

ごゆっくりとお休み下さい。 

  
岡村裕太 世界大会に参加された皆様おかえりなさい。 

本日は途中退席させて頂きます。申し訳ありません。 

  
柿沼利明 青木清様、楽しい思い出をありがとうございます。そしてあのにこやかな笑顔をいつまでもい

つまでも忘れません。さようなら。 

  
桑原正信 国際大会ご出席の皆さん、無事帰国され、お疲れ様でした。本日は青木パスト会長の追悼例会

ということで皆様方と共に心より追悼の意を表したいと思います。 

  
小森谷久美 国際大会ご参加の皆様、お帰りなさい。 

うちの父と同じ 8 月生まれだった青木さん、誕生祝いの時に「8 月生まれが少なくなって寂し

いよ」とおっしゃっていた青木さんの姿を思い出します。 

  
小山幸子 ご冥福をお祈り申し上げます。 

スマイル委員長 小山幸子 
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坂田信夫 故青木清パスト会長を偲んで。 

  
佐藤孝子 青木清パスト会長のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

世界大会も多少のトラブルを楽しさに変え、全員無事で帰国する事が出来ました。山崎パスト

ガバナートラベルのお陰です。ありがとうございました。 

  
佐谷道浩 青木清様をしのんで。 

  
杉岡榮治 青木清会員のご冥福をお祈り申し上げます。 

ゴルフ同好会コンペで久々に優勝させて頂きました。 

  
鈴木操 青木清様、大変御世話になりました。安らかにお休み下さい。 

  
高橋采子 故青木会員のご冥福をお祈り致します。国際大会無事行って参りました。 

  
田口精二 故青木清会員さん長い間有難うございました。 

  
武澤郁夫 青木さん安らかに眠って下さい。 

  
豊田 慧 今年喜寿（七十七）となり、節目の年にあたり人生のギアを切り替えることにし、退会するこ

とに致しました。入会以来三十五年という長い間大変御世話になり、ありがとうございました。 

  
白戸里美 世界大会に行かれた皆様お帰りなさいませ！笑顔が嬉しいです。 

  
白戸眞隆 本日は青木清会員の追悼例会です。青木さんの冥福を心よりお祈り致します。 

  
福江眞隆 青木清会員、改めましてご冥福をお祈り申し上げます。合掌。 

  
福田優子 故青木清様のなつかしいお話を伺い、偲ばせて頂きます。（合掌） 

  
福富好一 青木様の生前クラブの功績に感謝いたしますとともに、ご冥福をお祈りいたします。 

佐谷先生、先月はありがとうございました。 

杉岡さん 18日ゴルフ同好会コンペ優勝おめでとうございます。 

  
松井実 青木清様のご冥福をお祈り申し上げます。 

  
三ヶ尻智昭 宜しく御願い致します。 

  
三田浩市 故青木清会員には何かとお世話様になり有難うございました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

  
森敏夫 本日は古河飲食業組合の年間最大のイベント行事の一泊親睦旅行に組合長として参加しなけれ

ばなりませんので欠席させて頂きます。大変申し訳ありません。 

亡青木様のご冥福をお祈り申し上げます。 

  
山腰 すい 青木清様のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

  

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥118,000 ￥2,721,000 ￥2,000,000 136.05％ 
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例会日程 例会会場 内 容 

第 1801 回例会 

7 月 4 日（火） 
古河商工会議所 

◆月初めのお祝い 

◆表敬訪問 岩﨑清特別代表・阿部孝行ガバナー補佐・セクレタリー 

山本一雅古河中央ＲＣ会長・森雅美中央ＲＣ幹事 

◆新年度所信表明 佐谷道浩 会長／大高滋 幹事 

第 1802 回例会 

7 月 11 日（火） 
古河商工会議所 

◆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 1803 回例会 

7 月 18 日（火） 
古河商工会議所 

◆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 1804 回例会 

7 月 25 日（火） 
古河商工会議所 

◆表敬訪問 遠藤源一郎会長、栗原清幹事 

◆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 

海老沼ロータリー情報委員長／小林親睦活動委員長 

須永クラブ管理運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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。 
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