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どしゃ降りの雨にもかかわらず、多くの会員の皆様のご出席ありがとうございます。 

5月 11日（土）の古民家山川邸に於ける本年度白戸里美委員長はじめ、社会奉仕委員

会が主催する、メインイベントも好天気に恵まれ、大成功に終えることができました。 

この日は、福島県楢葉町の皆様、古河市心身障害者（児）父母の会の皆様、古河中央

RCの白戸仲久パストガバナー、そして、古河地区ローターアクトクラブ、古河東ゆきは

なロータリー衛星クラブの皆様、そして我がクラブ会員の皆様、総勢 60 名が参加して、

大いに盛り上がりました。 

古民家再生協会の方達の山川邸の説明、楢葉町の年おとめたちの傘おどり、そして当クラブが寄贈

したビニールハウス、通称グリーンハウス内での秋庭農園が用意してくれたお食事は、大変素晴らし

く、本当に忘れることのできない 1日になりました。皆様、ありがとうございました。 

そして、一昨日の日曜日は、私どもの主催いたします古河英語カルタ大会がありまして、小倉会員

のお孫さんを始め小学生 10数人が集まり、優勝目指してがんばってくれました。 

優勝した 6年生の男の子も気迫と集中力には、驚かされました。ご協力くださった皆様、ありがと

うございました。 

私の会長の時間も、いよいよ本日を含め、5回ほどになってしまいました。 

そして、江口紀久江会長年度が始まり、8 月には、令和年度初の国民体育大会が本県で開催されま

す。 

そして 9月には、私の大好きなラグビーワールドカップが日本で開催されます。近隣の熊谷市では

試合が行われます。 

次期は、クラブ史上初の女性会長、女性幹事コンビです。全国的にも珍しいのではと思います。 

だんだんバトンタッチの時期が迫ってまいりましたが、最後まで走り続け、なんとか歩かずに完走

まで頑張ります。皆様、あと僅かよろしくお願いします。 

  

本日の予定 

■クラブ協議会 

議長 古谷弘之会長 

♬ロータリーソング♬ 四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 
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5 月の強調月間『青少年奉仕月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 



―2― 

 

 

司会進行 石川久 SAA 点鐘 古谷弘之 会長 白戸輝子 ソングリーダー 井上学 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 職業奉仕委員会 武澤郁夫 委員長 

古河二高に於ける出前授業に対し、生徒さんの書いてくださったお礼の手紙と感想文をお預

かり致しました。皆様に回覧の後、講師の皆さんにお渡ししたいと思います。 

 

▮ 青少年奉仕委員会 福田優子 委員長 

◆令和元年 5 月 12 日（日）午前 10 時から平成 31 年度わたらせ水辺の楽校に参加してまいり

ました。小学校低学年は、植物観察・魚観察・缶バッジ作り、高学年は、木製イス作りを行い

ました。詳細は、本日の週報をご覧ください。 

◆本日 7 時 30 分からルピナス 2 階に於いて、古河地区ローター

アクトクラブの例会がございます。皆様のご参加をお待ちして

おります。 

【古河地区ローターアクト例会 出席報告】 

［1］日 時 2019年 5月 21日（火）午後 7時 30分から 

［2］場 所 ルピナス 2階 

［3］内 容 ジブリ例会（卓話） 

ジブリ作品の裏話からはじまり、参加者の思い思いのジブリ作品について語る！ 

語り合ううちに、日本のアニメについて話題が広がり、ジブリ作品の制作年から参加者の年

齢、人生年表まで迫る、とてもおもしろく、楽しい例会でした。石川久 SAA、池田遼太地区

RA代表からおいしい差入れもありました。 

［4］参加者 ＜古河東 RC＞石川久 SAA・須永恵子顧問・坂田信夫代表世話人・福田優子 

＜下館 RAC＞池田遼太地区 RA代表／大竹麻子水戸 RACクラブ奉仕・社会奉仕委員長 

＜古河地区 RAC＞松本絵理香・鈴木稜 

【6月の第一例会】6月 4火（火）午後 7時 30分から、ルピナス 2階にて 

（内容は、例会場への感謝を込めてお片づけ＆お掃除） 

【6月の第二例会】6月 22日（土）午後 7時 30分から、山水さんにて 

（内容は、松本絵理香 会長代行代理・会計・クラブ奉仕委員・国際奉仕委員の卒会式。）  

我らの生業 オーディオ担当 

第 1899回例会 2019年 5月 21日（火）12時 30分 例会場 



―3― 

 

▮ 雑誌委員会 山腰すい 副委員長 

5月は、青少年奉仕月間です。皆さんロータリーの友に眼を通していただけたでしょうか？ 

横組みには、 

地域に合わせた青少年のあり方として、姫路 RCと今治 RCの活動が紹介されています。 

また、アメリカで開催された国際協議会に 60人のローターアクターが初めて招待され、2820地区下館

ローターアクトの吉原葵さんの手記が掲載されています。 

縦組みには、 

「愛があるなら叱りなさい」というテーマで、昨年 2650地区の地区大会青少年フォーラムが開催された

時のアーティスティックスイミング日本代表コーチ井村雅代さんの講演要旨が載っています。 

オリンピック選手を育て上げたコーチとしての強い思いが語られています。 

「今の日本の選手たちは私から見ると宇宙人のようだ。彼女たちにしても私は、化石のように感じたと思

います。」と手厳しく批判して、リーダーとして大切なこと、叱って、直して褒める。その 3つのコツを

お話しています。 

八戸東ロータリークラブの 23年間出席率 100パーセントの記事も必読です。 

それから、忘れてならないのが、ロータリー歌壇です。 

私は真っ先に 20ページを確認。ありました！小山さん。 

「冬の陽の弱きに干せる股引の 小さき綻び沁みじみと見る」 

冬の陽の弱い陽だまりに干す下着に小さきほころびを見つけた時の胸に湧いてきた思いを込めて歌って

おります。お知らせが遅れましたが、おめでとうございました。 

今月号も盛りだくさんの内容です。是非、じっくり読んでいただきたいと思います。 

▮ 古河英語カルタ委員会 松井実 直前委員長 

5月 19日(日)はなももプラザに於ける、「古河英語カルタに学ぶ古河の歴史講座」、お蔭様で、

小学生 13名、保護者の皆様 11名のご参加を頂きました。 

学年ごとにグループ分けを行い、読み手に、ALT《assistant language teacher》のトムさん、

カイユさんにお手伝い頂き、予選、準決勝、決勝と元気よくカルタゲームに興じながら、楽しそうに過ご

された光景が印象的でした。皆さまのご協力本当にありがとうございました。 
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▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

5月 11日（土）山川邸に於ける移動例会、皆様のご参加大変ありがとうございました。 

無事に終えることができて、ホッとしているところであります。 

さて、古河里山を守る会支援の件、今年度ベンチを 3台寄付致します。その贈呈式を次週 28

日（火）例会終了後、稲宮の森に於いて、行いますので、参加できる方は、おいでいただきたいと思いま

す。是非一度、里山に入り自然を満喫して頂けましたらとご案内致します。 

詳細は、次週改めてご案内致します。 

▮ 将棋愛好会 三田浩市会長 

将棋愛好会が 5月 24日（金）午後 6時から喜楽飯店に於いて開催されます。 

会員の皆様、また、応援をして頂ける皆様、食事をしながら、楽しい時間を過ごしたいと思

いますので奮って御参加願います。 

▮ 岩井 RC里山整備事業 里山鑑賞会（ロータリーディ）出席報告 柿沼利明会員 

［小森谷久美幹事代読］ 

新緑の香りが漂う去る 5月 19日（日）、第 4分区の各クラブが岩井ロ―タリークラブからのお誘いを頂き

まして、里山鑑賞会に当クラブを代表して参加して参りました。 

私は里山の整備もあるのかと勘違いし、軍手、長袖シャツに上から古河東クラブの黄色 Tシャツ、運動靴

と準備万端でしたが、既に里山は岩井ロ―タリークラブが 13 日に実施したようです。会場は岩井中学校

の校門前で分かり易い所で、ほぼ 1000坪（約 3300㎡）はある広い敷地でした。 

総勢 27 名の参加となり、海老原秀幸幹事の司会のもと、中村静雄会長の主催者挨拶に始まり、太田慶樹

第 4分区ガバナ－補佐、逆井昇岩井中学校長、坂東市生活環境課長補佐様からのご祝辞を頂き、参加者自

己紹介の後、各団体（第 4分区各クラブ、岩井中学校、坂東市）の記念植樹並びに巣箱掛けを実施しまし

た。 

その後、岩井ロータリークラブ会員の奥様方による野外パーティーとなり、逆井光雄次期会長の乾杯に続

き、旬の食材である竹の子やタラの芽などの山菜を、その場

で天ぷらにした料理を頂戴し、野も山も若葉の美しい時柄

を満喫して参りました。 

お近くにお出かけの際は是非お立ち寄り頂きまして、時に

は仕事を忘れ、木々の間から入る光の美しさと風薫る季節

を体験されてみてはいかがでしょうか。 

以上、参加報告とします。ロータリーの感動をありがとう。 
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【6月第１例会】 

■ 日 時 2019年 6月 4日（火）19：30～ 

■ 場 所 ルピナス 2F 

■ 住 所 古河市中央町 1－5－10 

■ 内 容「ルピナスお掃除例会」 

【6月第 2例会】 

■ 日 時 2019年 6月 22日（土）19：00～登録開始 19：30～点鐘 

■ 場 所 ホテル山水 

■ 住 所 古河市 中央町 1－8－32（☎ 0280－22－0226） 

■ 駐車場 当日は駐車場が込み合う恐れがあるため、ルピナス古河西口店裏の駐車場をご利用ください。 

■ 内 容 古河地区 RAC最終例会「松本絵理香 卒会式」 

■ 登録料 ロータリアン 5000円、ローターアクト OB・OG 3000円 

【二次会】 

■ 会 場 モッツバー出城庵 

■ 住 所 古河市 横山町 1－4－28（☎ 0280－33－7350） 

■ 登録料 3000円 

■ 駐車場 会場となるモッツバー出城庵さんの駐車スペースが限られているため、ルピナス古河西口店

裏の駐車スペースをご利用ください 

※ 登録締め切り 6／9（日）追加登録締め切り 6／16（日） 

古河地区 RAC幹事 翁長優妃 

TEL：090-6301-3361 G-Mail：pecheanne@gmail.com 

▮ 出席委員会 福江眞隆 出席委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

［1］古河商工会議所所報「アクティヴ」回覧  

［2］2019年版ロータリー手帳配布 

［3］岩井 RC里山整備事業（5月 19日）柿沼会員出席報告代読 

［4］古河ケーブルテレビにて山川邸イベント放映 

以上 

  

第 1899 回例会（5/21） 第 1897 回例会（5/7）前々回 

名誉会員を除く会員数 53 名 名誉会員を除く会員数 53 名 

出席計算に用いた会員数 51 名 出席計算に用いた会員数 51 名 

出席又は Make Up 会員数 40 名 出席又は Make Up 会員数 37 名 

出席率 78.43％ 出席率 72.55％ 

幹事 小森谷久美 

 

古河地区 RAC例会案内 
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お名前 メッセージ 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

先日の山川邸イベントは大変盛り上がり、ありがとうございました。 

白戸社会奉仕委員長はじめ社会奉仕委員会のみなさま、ありがとうございました。 

また、英語カルタも大変盛り上がりました。福富委員長はじめ委員の皆様ありがとうございま

した。本日の卓話、大橋会員、宜しくお願いします。 

板橋孝司 山川邸での移動例会参加できなくて残念であります。 

また本日の卓話、大橋さん、奉仕活動卓話楽しみです。 

そして本日の大雨、「ふりこめられ」良いことにつながれば。 

大高滋 白戸社会奉仕委員長、山川邸での大イベント、大成功でしたね。今年度最高の事業でした。 

地域で大活躍での大橋みち子さんスピーチ楽しみにしています。 

大橋みち子 今日は慣れない卓話をさせていただきます。宜しくお願いいたします。 

岡村裕太 今日は大雨ですね。帰るときも気をつけて運転しましょう！！ 

久野茂 古民家山川邸にての交流イベント大成功。おめでとうございました。 

社会奉仕委員会のご活躍、ご苦労様でした。私、先約がありまして欠席。残念でした！！ 

５月 12 日（日）には、カラオケ祭り、147 名の美声で盛大でした。 

小林好子 本日も宜しくお願いします。 

今月 24 日からのドイツ旅行に行かれる方々、気をつけて行ってきてください！ 

白戸里美 5 月 11 日の古民家山川邸移動例会では大変お世話になりまして、ありがとうございました！ 

白戸輝子 先日の移動例会、所用があり出席できず、申し訳ありませんでした。とても残念でした。 

本日の会員卓話「地域での奉仕活動」宜しくお願いします。楽しみです。 

石川久・江口紀久江・小倉郁雄・小山幸子 

齊藤忠・坂田信夫・杉岡栄治・鈴木操 

須田純一・武澤郁夫・福江眞隆・福田優子 

星野龍肇・松井実・三ヶ尻智昭・森敏夫 

大橋様、本日は卓話を宜しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

26 名 ￥53,000 ￥2,413,500 ￥2,200,000 109.70% 

スマイル委員長 小林好子 
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大橋みち子会員 

今日は私が関わっております地域の会について 2、3ご紹介したいと思います。 

◆ 初めにくらしの会についてお話をしたいと思います。 

くらしの会は旧古河市 2、総和町 1、三和町 1とあり、それを基に古河市合併と同時に古

河市消費者連絡協議会が設立されました。各会とも従来通りの活動をしております。所属は古河市商

工政策課です。 

 

それでは、三和くらしの会とはどのような会なのか。消費者自身が自主的に商品知識や消費者保護

の諸制度を習得し消費生活の安定向上を図ることを目的とする。そして活動として悪質商法防止、地

球環境問題、安全な食料供給について、また会の活性化と共に賢い消費者になる為のボランティアの

会です。会員は多い時で 200名以上でしたが現在は高齢化が進み 200名を割ってしまいました。会員

は男女を問いませんので男の方も入会しております。随時、入会に応じております。 

最近の総会では、移動総会が好評で皆さんに喜ばれます。なぜなら色々な所に行く事が魅力の一つ

なのだと思います。その様な訳で今年はつくば市の食と農の科学館、防災科学技術研究所を見学、ホ

テルで食事をし、つくば牡丹園を巡り楽しい移動総会でした。 

市の三大イベントの一つ、さんさんまつりでは赤飯、きんぴらごぼう、田楽、時には焼肉のタレ、

そしてベスト、バック等の販売、又米の消費拡大運動の一環として 120㎏（1袋 2合詰め）を無料配

布しております。また、地産地消として寒中の中で味噌作りをしております。味噌を作りたい為に入

会した方もおります。多い時には 2 日間に渡り 240kg を作りましたが現在は 1 日 120kg を作ってお

ります。大変なだけに無添加の美味しい味噌は好評です。 

どまんなか祭りでは古河市消費者連絡協議会として消費者問題等の PR と米の消費拡大の一環とし

て 2日間に渡り 240kgを無料配布。 

視察研修では市のバスを利用させて頂いております。市のバスは規制が大変厳しく公的機関を必ず

1 ケ所行程に入れる事など諸々あります。研修で一番多かったのが茨城空港見学時でした。バス 4 台

の内、2 台は借上でしたが、これが最初で最後かと思います。また、復興支援として女川町に行きま

した。家は跡形も無く土台のみが残り、コンクリートの建物が倒れたまま、高台の病院の入口まで 1.5

ｍ位の所まで水が来たとの事でした。色々な話を伺い言葉になりませんでした。只々、お花と線香を

たむけるのが精一杯でした。 

去年は相馬市に行ってまいりましたが、大分防災設備も完備されていましたが、語り部の話をお聞

きし皆、涙々でした。どんなに科学が発達しても自然の力には勝てないとつくづく思いました。また、

私達の住んでいる所は大変恵まれ津波や雪崩れの心配もありません。私をはじめ、何かあったら大変

と思いながらも危機感が少ないような気が致します。仕事であれ、何であれ何時も危機感は必要では

ないかと感じた視察研修でした。 

古河市消費者連絡協議会は高齢者被害防止キャンペーン、消費者月間キャンペーン、年に一度茨城

県消費者大会もあります。また、環境市民委員会では古河はなもも体育館でエコフェスタを開催して

おります。 

  

「地域での奉仕活動」 
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料理教室では米の自給率が低い為、少しでもお米を食べて頂くとの事で年 1回その季節に合った料

理をしています。 

少し話が変わりますが、3月 11日福島の原発事故でとねミドリ館にも常時 70～80名の方達が避難

生活を余儀なくされていました。各団体が交代で食事のお世話をしておりました。地元の方の寄付で

米・肉・卵・牛乳などはありましたが、風評被害等で野菜などが少なく、味噌・醤油・油等が無く、

自分達で負担しておりました。そんな時、古河東 RCの山崎地区ガバナー、高橋会長、海老沼幹事が

お見えになり「何か困ったことはありませんか」と言われ食材不足の大変さをお話したところ、直ぐ

に手配をして頂き本当に助かりました。改めて御礼申し上げます。 

避難されてきた皆さんは着の身着のまま、エプロン姿や妊婦の方もおりました。あのフロアーの所

で先の見えない暗いトンネルに入った状態の中での生活、いやでも受け入れざるを得ない現実、これ

を我が身に置き換えた時、食事を作る事などは何の苦もありませんでした。先日、楢葉町から 4世帯

の方が避難していたことを知りました。又、年おとめの人達とお会いし元気な姿と前向きな姿勢に感

銘致しました。 

消費者部会は食の安全に関する勉強会や古河警察署の方を招いて高齢者ドライバーの心得、又紅白

の幕を張り呼び込みをし、商品を売付ける催眠商法の寸劇をし、老人会などに行ったりしていました

が今年はアポ電の寸劇を予定しています。 

環境部会は、最初に川の水質検査を致しましたがそれほどの変化も見られず中止致しました。それ

に伴い新 4号線高架下(大和田)交差点の所で清掃活動を 14年頑張ってまいりました。ありとあらゆる

物が道路の上から投げ捨てられ、マナーの悪さに驚きです。そこで看板を立てる事にしましたが、簡

単ではありません。国土交通省の管轄ですので許可を得て、1回目は、小さい看板、2回目は畳一帖の

大きい看板に三和くらしの会の名前と、国土交通省宇都宮国道出張所の名前を入れ設置致しました。

現在交通量が激しくなり作業を中止し、その替わりとして公方公園の花壇の花植えをしております。

三和から少し遠いのですが作業の後のお茶が楽しみの様です。 

リメーク部会はタンスの中に眠っている着物等などでベスト、帯ではバック、そして小物作り、さ

んさんまつりで販売して大好評です。また、趣味の教室では会員の人達に、トンボ・ピエロ等の作り

方の指導などをしてくれています。 

 

 

◆ いきいきサロン夢と和の会 

サロン夢は行政区の独居老人又、同居をしていても昼一人の老人などに呼びかけ公民館で食事の提

供、カラオケ等をして楽しんでおります。月 1 回が楽しみの様で 10 時からですよと言っても手押し

車で早々と来ます。その場合は、お茶が沸くまでの間鶴を折ってもらいます。千羽鶴が 2つも出来ま

した。雨の時は車で迎えに行きます。そんな訳で 80才から 90才の年配者が多い為、部屋の中から公

園の花見をしております。 

尚、和の会のスタートは寡婦の会のつもりでしたが、加入年齢が過ぎ該当せずいきいきサロンとな

りました。こちらは皆さん車やバイク、自転車など各自で集まり、食事は手弁当、花見、音楽鑑賞、

小物作り等、悩み相談など和気藹々で楽しんでいます。何事も企画は大変ですが、遣り甲斐がありま

す。出来る限り頑張って参りたいと思っております。 
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◆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：小森谷久美 e-mail kumikomo@trio.plala.or.jp 0280-48-1425／FAX 0280-48-5588 

S A A：石川久 e-mail first-9@kiu.biglobe.ne.jp 0280-22-5523／FAX 0280-22-6606 

◆原稿の送信先は e-mail m5.matsui@nifty.com又は FAX 0280-22-4933（松井）までお願いします。 

 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1901 回例会 

6 月 4 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

月初めのお祝い 

会員卓話「1 年を振り返って」 

古谷弘之会長／小森谷久美幹事 

〖お弁当担当：お食事処 静〗 

第 1902 回例会 

6 月 11 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「1 年を振り返って」(五大奉仕委員長) 

江口紀久江クラブ奉仕委員長／武澤郁夫職業奉仕委員長 

白戸里美社会奉仕委員長／田口精二国際奉仕委員長 

福田優子青少年奉仕委員長 

〖お弁当担当：やなぎや 遊水亭〗 

第 1903 回例会 

6 月 18 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

会員卓話「1 年を振り返って」(地区委員) 

山崎清司地区諮問委員／高橋采子地区米山学友委員長 

小森谷久美地区社会奉仕委員 

江口紀久江地区ローターアクト委員 

〖お弁当担当：喜楽飯店〗 

第 1904 回例会 

6 月 25 日（火）↓ 

6 月 29 日（土） 

ホテル山水 

移動例会（6 月 25 日分） 

古谷弘之会長、小森谷久美幹事お疲れ様パーティー 

18 時点鐘 

地区行事他 髙橋賢吾地区ガバナー スローガン「ロータリーの心と力を地域社会へ」 

6 月 1～5 日（土～水） 国際大会 ハンブルグ（ドイツ） 

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 [松井・齊藤（愛）・柿沼] 


