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本日は、第 1900回例会ということで、大変おめでたいことです。 

でありますが、ドイツの国際大会へ 6 名が出向いておられますので、この例会場にい

る方がいつもより少ないのは残念です。 

第 2000回は再来年度（石川年度）に迎えることになります。本例会後のクラブ協議会

において、クラブ設立初期からの会員のうち 5 名の皆様からお話をいただきたいと思い

ます。 

また、先日、群馬県太田市のある神社で御朱印をいただいた際に、こんな標語を見つけましたので

紹介します。 

「つもり違い 12訓」 

一  高いつもりで低いのは教養 二  低いつもりで高いのは気位 

三  深いつもりで浅いのは知識 四  浅いつもりで深いのは欲の皮 

五  有るつもりで無いのは反省 六  無いつもりで有るのは七癖 

七  多いつもりで少ないのは分別 八  少ないつもりで多いのは無駄 

九  厚いつもりで薄いのは人情 十  薄いつもりで厚いのは面の皮 

十一 強いつもりで弱いのは根性 十二 弱いつもりで強いのは意地 

 

 

第 1900回記念例会を祝しノンアルコールビールで乾杯 

 

 

 

  

本日の予定 

■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 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング 

2019.6.4 

第 1901 回例会 
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6 月の強調月間『ロータリー親睦活動月間』 

2018-19年度会長 古谷弘之 
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司会進行 石川久 SAA 点鐘 古谷弘之 会長 鶴岡学 ソングリーダー 須田純一 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 青少年奉仕委員会 福田優子 委員長 

古河地区ローターアクト例会案内です。 

［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＆お掃除例会 

［6月の第二例会］6月 22日（土）午後 7時 30分から、ホテル山水さんにて 

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。 

以上皆様よろしくご参加願います。 

▮ 社会奉仕委員会 白戸里美 委員長 

メーリングリストにてご案内致しておりましたが、本日の例会終了後、稲宮の森に於いて、

古河里山を守る会に対しベンチ寄贈の贈呈式を行います。 

皆様、是非おいでいただきたいと思います。 

 

【贈呈式の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング オーディオ担当 

第 1900回例会 2019年 5月 28日（火）12時 30分 例会場 
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▮ 将棋愛好会 三田浩市 会長 

去る 5月 24日（金）午後 6時から喜楽飯店に於いて将棋大会を開催致しました。 

成績上位者の発表を致します。 

3勝 0敗 白戸晋司君 

3勝 1敗 久野茂会員 

3勝 1敗 三田浩市 

2勝 2敗 森敏夫会員 

1勝 3敗 井上学会員 

以上和やかな雰囲気の中で、楽しく開催することができました。ご協力ありがとうございました。 

▮ 出席委員会 福江眞隆 出席委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

［1］引継ぎ日程 

① 第 12回定例理事会・第 4回被選理事会 

6月 4日（火）19時～ やなぎや遊水亭 

対象：古谷年度理事役員、江口年度理事役員 

② パスト会長幹事会 

6月 15日（土）19時～ お食事処 静 

対象：会長・幹事経験者及び会長・幹事エレクト 

③ 新旧委員長引継会 

6月 18日（火）19時～ ホテル山水 

対象：古谷年度各委員長、江口年度各委員長 

④ 古谷・小森谷年度さよならパーティー 

6月 29日（土）18時～ ホテル山水 

［2］古河中央 RC山本様からのフルート四重奏 宵町小町 古河講演チラシを各自メールボックスに配布 

以上 

  

第 1900 回例会（5/28） 第 1898 回例会（5/11）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 36 名 出席又は Make Up 会員数 51 名 

出席率 70.59％ 出席率 100.0％ 

幹事 小森谷久美 
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【ドイツからの写真】小森谷久美幹事経由 【おみやげをいただきました】もみじ饅頭 

皆さんお元気の様です。 （海老沼堯会員・安芸の宮島） 

 

 

 

 

 

 

 

お名前 メッセージ 

古谷弘之会長 

小森谷久美幹事 

第 1900 回例会おめでとうございます。 

これまでの古河東ロータリークラブの道のりを語っていただきたいと思います。 

宜しくお願いいたします。山崎パストガバナーは昨夜帰国され、お元気な声でした。 

海老沼堯 久々の出席です。お願いします。歴史を重ね、1900 回ですが RC は永遠に続きます。 

小倉郁雄 早いもので、本日が第 1900 回目の例会ですね。30 数年前に第１回目の例会が常陽銀行さんの 3 階

で 22 名にて開催されたことが昨日のことのように思い出されます。 

2000 回の例会を目指して頑張ります。 

白戸里美 1900 回おめでとうございます！ 

本日例会後、里山へのベンチ贈呈式を行いますので、ご都合のつく方は宜しくお願いします。 

福江眞隆 本日は第 1900 回例会ですね。このところ５月とは思えない暑さで体調を維持するのは大変ですね。

このまま地球は温暖化していくのでしょうか？こんな時はビールを飲みながら例会やりたいね。 

福田優子 クラブ協議会お願いします。私事ですが、昨日二男に孫が生まれました。ガンバリます。 

福富好一 途中退席します。おゆるしを 

池田三郎・石川久・大高滋・小山幸子 

齊藤愛・佐谷道浩・鈴木操・須田純一 

田口精二・武澤郁夫・星野龍肇・松井実 

第 1900 回例会おめでとうございます。 

クラブ協議会、宜しくお願いいたします。 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

20 名 ￥45,000 ￥2,458,500 ￥2,200,000 111.75% 

スマイル委員 鈴木操 
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議長 古谷弘之会長 

本日は、第 1900 回例会ということで、クラブ創立からのお話を 5 名の皆様からいただ

きたいと思います。 

 

小倉郁雄第 15代会長（創立会員） 

1900回例会を迎えるまであっという間でした。三十数年前、第 1回例会を常陽銀行古

河支店の 3階で開いたことが昨日のように思い出されます。 

桑原正信会員と私の 2名を含む 22名で 1982年 7月にスタートした古河東 RCは、古

河クラブの周年記念事業として創立されましたが、当初集まったメンバーはロータリー

に関しては素人でした。創立の半年くらい前から何回か模擬例会を開催し、岩崎清特別代表や当時の

古河 RC会長の駒宮さんのもとで教えを受けた後、第 1回例会を迎えました。ロータリーの知識がな

かった私たちは、どのように進めていけばよいのか、毎回のように喧々諤々の議論を交わしました。

仕事も年齢も出身地も違う者どうし、ロータリーとは何か、個人の意見をぶつけあってきました。例

会後に近くの喫茶店で集まり、そこで夕方近くまで議論をしていたことが懐かしく思い出されます。 

お陰様で、現在に至るまで例会 100%出席です。当初の頃は、京都への出張と重なり例会を休むこ

ともありましたが、その場合は必ず古河クラブにメークに行っていました。ロータリーはやはり例会

への出席が大事で、出席することによりロータリーの意義がわかるということを岩崎さんに叩き込ま

れていましたので、とにかく例会に出て、皆さんとコミュニケーションを取ることを実践しています。

当時のほうがよりロータリークラブに「重み」があったように思いますね。今は和気あいあいとした

雰囲気がありますが、この点でいうと、今でも古河 RC の例会に行くと、当クラブとはまた違った、

厳粛な雰囲気を感じます。 

当クラブは華やかさがありますが、クラブ独自の雰囲気を作るのは良いことだと思います。クラブ

の良さをどこに見いだしていくか、どういう雰囲気のクラブとして運営していくか、これを毎年度意

識していってほしいと思います。 

 

池田三郎第 18代会長（1982年 10月入会） 

私は、創立年の 10月 19日、板橋孝司さんと故池田清さんと同時期に入会しました。 

現在、創立会員は 2 名しか残っていません。先ほどお話いただいた小倉さんは、当時

30 代の若手でしたね。辞められた方、亡くなられた方も含め、古河東に関わった方は本

当にたくさんおられます。長い歴史を感じます。 

時代の流れは、どの世界にもあるのでしょうね。各クラブの雰囲気も、各クラブを構成する会員が

更新されていくにつれて、どんどん変化していくのではないでしょうか。でも、古河東は間違いなく

良いクラブですよ。 

先日、館林ミレニアム RC にメークに行ってきました。このクラブは女性がおらず、男性ばかりで

25名です。「うちのクラブには女性が 22人！」と誇らしく申し上げ、しっかり PRしてきました。ぜ

ひメークに来ていただくようお誘いしました。 

  

ク ラ ブ 協 議 会 
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久野茂第 23代会長（1982年 12月入会） 

岩井 RCの例会に行くと、「入りて学び、出でて奉仕せよ」との標語が掲げられていま

す。この言葉に非常に感銘を受けました。ロータリーそのものと言えます。 

新旧問わず、ロータリーは入会すれば皆「同じ」です。ここのところ、当クラブの平均

年齢が若くなりました。とても良い傾向だと思います。女性会員が非常に多いのも、素直

に誇れることです。 

私もロータリー歴が長くなりました。いつの間にか 30 年ですが、これからも、経済的な裏付けが

されれば、なんとかメンバーでいられるかなと思います。 

米山が長かったものですから、地区の方にも行きましたが、自分を高めることにもなったと思いま

す。また、7月には、森敏夫さんと一緒にモンゴルに行ってきます。報告を持ち帰ってきます。 

 

杉岡榮治第 26代会長（1986年 12月入会） 

私は古谷会長と同じ 59 歳－60 歳で会長を務めました。入会したのは 38 歳の時でし

た。当時は 30代がたくさんいましたから、自分が特別若いということはありませんでし

た。 

私は、ロータリーのおかけで、自分の会社が今でも続いていると思っています。なぜそ

のように思うか、まず一つ目は「4つのテスト」です。私が会長になる 1年前から、朝礼で「4つのテ

スト」の唱和を始めました。「業界の常識は社会の非常識」とも申しますが、仕事をしていると、取引

先等からある種の忖度を求められることがあります。担当者がそうしたものに従うか迷い、相談をし

てきました。私は彼を褒めました。そして、真実に従って行動するよう指導しました。会社は続いて

おります。 

また、1989 年「ロータリアンの職業宣言」8 項目の中でも「1．職業は奉仕の一つの機会なりと心

に銘ぜよ」は大事にしていますし、「8．事業または専門職務上の関係において、普通には得られない

便宜ないし特典を、同僚ロータリアンに求めず、また与うることなかれ」も、内部ばかりで固まって、

他の同業者との交流が阻害されてしまうのを防ぐための重要な心構えであると思います。これはとて

も大事なことで、実際に、私もロータリアンだからといって安くしたりはしませんし、私からもそう

した特典を求めたりもしません。 

それぞれがロータリーに入っている意味づけを考えることが、ロータリーを継続する上でも大事だ

と思います。 

 

森敏夫第 31代会長（2001年 8月入会） 

これまで小倉さんを始め歴代の会長がロータリーの歴史を話してくださったので、私

は自分がなぜ古河東 RCに入会したのかをお話したいと思います。 

45歳で商工会議所青年部を終えた私は、古河クラブからお誘いをいただいていました

が、当時第一線で働いていて、週 1 回昼間に仕事を抜けて例会に出るというのは大変難

しい状況でしたので、断り続けてきました。当時、メークという仕組みも知りませんでしたし。そう

して 50 代半ばに差し掛かった頃、飲食業組合の集まりで一緒になった板橋さんから、例会に出席で

きなくてもメークをすれば大丈夫ということを聞いたことをきっかけに、古河東 RC に入ることにな

りました。 

私が駅前でラーメン屋をやっていたときに、久野さんが西口交番に務めていらして、妻がよく出前

を届けていたんですよね。そうした縁もあったのか、久野さんが会長のときに私が幹事を務めたので



―7― 

 

すが、このときの経験が、ロータリーに入って本当によかったと思ったことのひとつでした。という

のは、これまで連絡は FAXなど紙ベースで行っていたのが、すべてメールで行うということで、この

機会にパソコン教室で一から習いまして、なんとか使い方を覚えました。何年か経つうちに仕事でも

使えるようになりました。この経験がなければ、今の私はありません。 

会長を務めたのはクラブ 31 年目の年で、創立３０周年記念式典があり、いろいろな場面で、いろ

いろな人の前で話をするという経験も積めましたし、皆さんのサポートのおかげで、なんとかやりき

ることができました。 

ロータリーを通じて様々なことを勉強させていただきました。これからも 40 周年に向けて、皆さ

んと一緒に歩んでいきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

◆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 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」 

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] 


