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本日の例会プログラム
○卓話「ロータリー財団とは」
　卓話者：古河RC　ロータリー財団委員会
　　　　　若松　理　委員長

○卓話「会員増強について」
　卓話者：会員増強委員会
　　　　　相良　登　委員長

次回の例会プログラム 11月 18日㈮

第2671回例会 2022年11月11日㈮

10
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第2670回
2022年11月4日 月始めのお祝い・岩﨑清パスト会長 百寿のお祝い

・ 国歌
　『君が代』

・古河ロータリー

　クラブの歌

栗原　清

パスト会長

ソングリーダー

田村　武敏　君

司会・進行 ソング 演奏題目

ゲスト紹介
米山奨学生　レ　ホン　ハン　さん

月初めのお祝い
出席委員会　小山　仁美　委員長

■在籍祝い

　蓮見　公男　君　（在籍34年）
　服部　吉高　君　（在籍15年）

親睦活動・家族委員会　前田　美代子委員長

■誕生日祝い

　川島　　栄　君　（11月24日生まれ）
　間下　　保　君　（11月20日生まれ）
　町田　晴彦　君　（11月17日生まれ）
■結婚祝い

　川島　　栄　君・真弓　様　　（11月22日）
　関　　義明　君・ふみ江　様　（11月18日）
　岩田　潤一　君・祥子　様　　（11月13日）
　山浦　　博　君・深晴　様　　（11月23日）

乾　　　杯
蓮見　公男　パスト会長

　岩﨑パスト会長の100歳のお祝
いということで、おめでとうござ

います。一週間前に筑波で地区大

会がございまして、色々な表彰が

ありましたが、県内のロータリー

メンバーで、100歳以上の方は、一
人しかいないそうです。岩﨑パスト会長がステージ

に登壇したんですが、杖をついて行くでもなく、何気

に上がっていったことに、皆さん感動してましたね。

　私も乾杯ということで、少し調べてみました。茨城

で100歳を超えているというのは、1,831人いるそう
です。更に古河では、61人だそうです。岩﨑先輩とは
私も長い付き合いですけど、ロータリーはチャー

ターメンバー、それで100歳ということですから、経
済界も含めて色々な役をやられてきましたから、そ

ういうところで沢山の後輩を育ててくれたんです

ね。今この古河ロータリークラブがあるのも、岩﨑先

輩のおかげかなと思っております。ありがとうござ

います。

　それと、今日は在籍・誕生日・結婚ということで、い

くつものお祝いなんですけども、それでは皆さんの

健康と、古河ロータリークラブの益々の発展を祈念

いただきまして、乾杯したいと思います。

委員会報告
出席委員会　小山　仁美　委員長

親睦活動・家族委員会　前田美代子　委員長

　塚田年度親睦ゴルフコンペのご

案内です。2022年12月１日㈭ 桃
里カントリークラブにて、10：00
スタートout・in各４組計８組。
会費は8,000円。懇親会のみの方
は6,000円です。

　会費は来週以降集金させていただきますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。

会員数 52名
出席者数 40名
欠席者数 ０名

内欠席免除者数 ０名

事前連絡者 12名

出席率 100.00％
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ニコニコBOX（敬称略）

会計・ニコニコBOX委員会
宮内　則雄　副幹事・会計

ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

　ロータリー情報委員会より、お

礼と今後の予定のご案内をさせて

いただきます。

　まずは、先日のゴルフレッスン

会に多数参加いただき、ありがと

うございました。たのしく終了す

ることが出来ました。

　それとロータリー情報は、Vol.８の「古河ロータ
リークラブの歌」とVol.９の「RAC（ローターアク
トクラブ）」についてです。（内容は、編集の都合上割

愛させていただきました。）

　また重要なお知らせですが、まずは「第１回

フォーラム2022」を開催いたします。これは前年の星
雲塾の流れをくみまして、５年未満の入会の方は、基

本的には義務出席をお願いします。その他の会員の

皆さんも自由出席ですが、できるだけ参加していた

だきたいと思います。

　この日のテーマは、和田家さんで行いますが、「古

河ロータリークラブ～伝統と格式～」という難しい

タイトルとなっておりますが、これをちょっとおも

しろおかしく紐解きながら、みんなで話をしていき

たいと思います。講師を迎えてというのではなく、パ

スト会長の皆様にお話しをいただいて、あとは参加

者から質問をいただきながら、進行していきたいと

思います。和田家さんで、11月17日午後６時～８時と
なっております。

　続きまして、ゴルフレッスン会の第２回目です。こ

れも急遽で申し訳ありませんが、11月24日午後４時
～６時ということで、ゴルフ練習場88で開催いたし
ます。参加費は予定4,000円とありますが、これは第
１回しか予算をとっておりませんで、好評でしたの

で自費でもやりたい、という話があったので、これは

自費の料金です。但し、来週理事会がありますので、

こちらに急遽書類を提出させていただいて、これが

可決されれば、少し料金がお安くなる見込みであり

ます。以上となりますが、出欠確認カードを切り取っ

て、私にくださるか、口頭でもかまいませんので、よ

ろしくお願いします。

パストガバナー補佐　野村　利夫　君

　報告ですが、2021－2022年度の
ガバナーをされた新井和雄さん

が、博士の学位を授与されました。

それを祝い祝賀会が、11月２日に
下館のダイヤモンドホールで開催

されました。素晴らしい式典でし

た。

　その中で、RIの会長代行とかたくさんの方にお越
しいただき、パストガバナーさんも沢山出席のもと

で開催できたということで、素晴らしい内容の祝賀

会でございました。

　たまたま私は昨年度の第４分区のガバナー補佐と

いうことで、お声をかけていただきまして、出席をさ

せていただきました。

　勉強家でもあり、行動派でもある新井和雄さんを、

今後も尊敬してまいりたいと思っております。ご報

告だけさせていただきます。

塚田　晴夫 岩﨑パスト会長100歳百寿のお祝いおめでとう
ございます。

岩﨑　　清 誕生日祝いをいただきます。
誕生祝いを開催していただきありがとうござ
います。

関口　哲勇 岩﨑清パスト会長の百寿を祝して。

蓮見　公男 岩﨑さんおめでとうございます。
在籍祝いをいただきましてありがとうござい
ます。

植竹　清治 岩﨑パスト会長100歳おめでとうございます。

野澤　豊輔 岩﨑さんおめでとうございます。

遠藤源一郎 岩﨑パスト会長百寿おめでとうございます。

野村　利夫 岩﨑パスト会長百寿おめでとうございます。
お体ご自愛していただきまして、毎例会にお顔
を見せてください。

飯田　敏行 岩﨑パスト会長の100歳を祝って。

栗原　　清 岩﨑パスト会長100歳おめでとうございます。

間下　　保 誕生日祝いをいただきます。
岩﨑パスト会長100歳おめでとうございます。
先日のゴルフレッスン会ありがとうござました。

野村　久男 岩﨑清先輩100歳誕生記念おめでとうござい
ます。

青木　滋延 岩﨑さん、100歳大変おめでとうございます。

関　　義明 結婚祝いをいただきます。
岩﨑清さんおめでとうございます。

伏木　利光 岩﨑清パスト会長お誕生日おめでとうござい
ます。

坪野　　潔 岩﨑パスト会長100歳おめでとうございます。
これからも古河RCを引っ張っていってください。

服部　吉高 在籍祝いをいただきます。
岩﨑パスト会長、おめでとうございます。

森田　一雄 岩﨑パスト会長紀寿祝いおめでとうございます。

遠藤　　誠 岩﨑パスト会長おめでとうございます。

小野　正人 結婚祝いをいただきます。

阿久津　理 岩﨑パスト会長百寿おめでとうございます。

岩﨑　聖一 父岩﨑清の百寿の祝い、ありがとうございます。

若松　　理 岩﨑パスト会長100歳おめでとうございます。

小野寺信次 岩﨑清さん百寿おめでとうございます。

浜野　雅之 岩﨑パスト会長おめでとうございます。
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幹 事 報 告
阿久津　理　幹事

１. 地区大会に欠席された方は配
付資料がありますのでお持ち

帰りください。

２. 地 区 大 会 で2021－2022年 度
ロータリー賞を受賞しました。ご

協力ありがとうございました。

３. ５日・６日のよかんべまつりで、ジュラテリア西
側にテントを設営し、ポリオ撲滅の募金活動を行

います。米山奨学生レ・ホン・ハンさんに参加して

いただきます。

４. 10月14日の第４回理事会で承認されました、第４
分区「この指とまれ」プロジェクト賛助金10万円
を10月21日に振り込みました。

会長の時間
塚田　晴夫　会長

　皆さんこんにちは、10月29日と
30日に国際ロータリー第2820地区
2022－2023年度の地区大会がつく
ば市のノバホールとホテル日航つ

くばで開催されました。

　一日目は第１回会長・幹事会と

RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会を行いました。ホテル
日航つくばの食事が大変おいしかったです。

　二日目参加いただいた皆様ありがとうございま

す。その本会議の地区表彰で10月26日に100歳になら
れた岩﨑清パスト会長が表彰されました。講評の時

にも、甲府RC高野孫左ヱ門RI会長代理からお祝い
の言葉を頂き、岩﨑パスト会長に参加して頂き本当

に良かったと思いました。

　今日の例会は「岩﨑清パスト会長・百寿のお祝い」

です。『百寿』の名前の由来は文字通り、「百歳を迎え

たおめでたい年」という意味が込められていて、ひゃ

くじゅあるいはももじゅとよみます。

　または、一世紀を迎えたという意味で、「紀寿」（き

じゅ）とも呼ばれています。

　このような、おめでたいお祝いが開催出来ますこ

と本当に喜ばしいことです。これからも元気でゴル

フが出来ますようにご祈念申し上げまして会長の時

間とします。

岩﨑清パスト会長・百寿のお祝い
親睦活動・家族委員会　前田美代子　委員長

１.経歴のご紹介
1922年（大正11年）10月26日
　 岩﨑晃二郎(こうじろう)様・喜代(きよ)様のご長
男として茨城県古河市大字古河にて生まれる。

1940年（昭和15年）３月（18歳）
　第41回卒業生として浦和中学校を卒業し、
1941年（昭和16年）４月（19歳）
　早稲田大学入学。

投入件数 合計金額

本日 ３８件 ９４,０００円
累積 ２８８件 ８５２,０００円

田村　武敏 岩﨑パスト会長100歳誕生日おめでとうござい
ます。

熊木　善一 岩﨑清パスト会長百寿お祝いおめでとうござ
います。

相良　　登 岩﨑清パスト会長紀寿おめでとうございます。

前田美代子 岩﨑清パスト会長おめでとうございます！

立岡　喜一 岩﨑清パスト会長100歳の誕生日おめでとうご
ざいます。

斉藤百合子 岩﨑パスト会長おめでとうございます。

早川　　宏 幹事さんご苦労様です。

鈴木　敏雄 岩﨑パスト会長、百寿おめでとうございます。

福富　浩志 岩﨑パスト会長百寿おめでとうございます。

井上　　勉 岩﨑パスト会長百寿おめでとうございます。
また、月初めのお祝いの方おめでとうございます。

野村　一成 岩﨑清パスト会長百寿お祝いおめでとうござ
います。

塩谷　和宏 岩﨑パスト会長おめでとうございます。

宮内　則雄 岩﨑清さん百寿おめでとうございます。
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　100歳を迎えられた岩﨑清パスト会長の現在の楽
しみは毎晩１合の日本酒とロータリー活動との事で

す。これからも元気に毎日を過ごされ、末永く古河

ロータリークラブと古河市の発展のために私たちを

導いていただきたいと存じます。

２.バースデーケーキ登場

３.花束及び記念品贈呈

４.岩﨑清パスト会長お礼
　一言何か言えって言われまして

（笑）、ということは、私今日は何も

考えないで出てきたんですけど、出

てきたのは、今日は100歳のお祝い
をやってあげるんだと言われて

びっくりしました。とにかく100歳
というのはあっという間なんですよね。100になって
みると、おれは100になったんだなと、他の人は若いな
という感じがしてね。まあ100歳になったのがうれし
いわけでもなんでもないんですが、こうして100歳の
お祝いをいただくと、ありがとうございましたと、お

礼だけは申し上げます（笑）！

　 同年12月８日真珠湾攻撃により第２次世界大戦に
参戦。

1945年（昭和20年）８月14日（23歳）
　 ポツダム宣言が締結、翌日15日には昭和天皇の肉
声による玉音放送。

1948年（昭和23年）２月23日（26歳）
　岡崎富美子とご結婚。

1954年（昭和29年）10月30日（32歳）
　 父・晃二郎様の他界により、銭屋米穀㈱社長就任。
　同年11月には古河法人会設立に伴い理事就任。
1965年（昭和40年）12月（43歳）
　 現在の社団法人古河法人会の前身の、古河税務署
管内法人会連合会、理事就任。

1966年（昭和41年）７月７日（44歳）
　 初代会長：井上延太郎様、初代幹事：岩﨑清パスト
会長のもと、会員数26名により古河ロータリーク
ラブが発足。

　 岩﨑清パスト会長は翌年も幹事の大役を担われ
た。

1979年（昭和47年）
　 古河ロータリークラブ第７代会長として会員数48
名と共に活動。当時の会長方針は「思いやり」。

1979年（昭和54年）６月（57歳）
　古河税務署管内法人会連合会、会長就任。

1985年（昭和60年）４月（63歳）
　 社団法人古河法人会が新たに発足し、会長職を引
続き継続。

1994年（平成６年）９月（72歳）
　古河商工会議所副会頭に就任。

1997年（平成９年）６月（75歳）
　古河商工会議所副会頭再任。

2010年（平成22年）１月20日（88歳）
　 ご子息である岩﨑聖一様の代表取締役社長就任と
同時に、銭屋米穀株式会社の取締役会長に就任。

　 銭屋米穀株式会社様は1842年（天保13年）２月に
栃木県藤岡市にて米穀商を開業され、1885年（明
治18年）７月、古河の地に支店を開業。
本年2022年11月30日に115期目を迎える。
以上の様に、長きにわたり家業のみならず我が古河

ロータリークラブと古河市の発展にご尽力されてき

た岩﨑清パスト会長は2022年10月26日に100歳を迎
えられ、先日の地区大会では、大野ガバナーから喜寿

賞を受賞され、その際には壇上からユーモアあふれ

るコメントをされ会場の雰囲気が一気に和みまし

た。

　これは余談ですが、私が着席していた後は鉾田

ロータリークラブの方々が着席されており、岩﨑清

パスト会長の凛としたお姿をみながら「姿勢がいい

な。」「100歳には見えないな」「ああなりたいな」など
など、感銘の言葉を口々にされており、私は誇らしく

思いながら大きくうなずいておりました。岩﨑清パ

スト会長はわたくしたちにとって誇りであります。
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「お弁当」
　今年度古河クラブのお弁当は、以前常陽銀行

で例会を開催していた時と同じように、大和田パ

スト会長が手配をしてくれています。バリエーショ

ン豊かにすると言っていた通り、初めて食べるお

弁当も多く楽しませていただいてます。

　一人￥1,300のお弁当ですが、以前はカレー
の日もあって、例会開始前に先に食べることも

ありました。

　近隣のクラブを見てみると、境クラブは毎回4
～5種類の中から好きなものを選びます。うな重
やお寿司もあります。東クラブは、メンバーの４か

所から順番で注文。中央クラブは平成館で手配し

たお弁当。以前は食堂のスタッフがいたのでラン

チまたはカレーでした。大体￥1,000～1,500くらい
ですが、県内でも例会をホテルで開催していると

ころは￥2，000～3，000とかもあります。

　コロナ対策が無くなれば、急須で入れたあった

かいお茶が飲めるかなあ。

◎ご意見、ご指摘は間下までお願いします。
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５.お祝いの言葉
関口パスト会長

　チャーターメンバーであり、私

の古河RC入会の推薦人でありま
す、岩﨑清パスト会長さんが満100
歳を迎えられました。誠におめで

とうございます

　これは、岩﨑さんのもつ徳でご

ざいまして、私が岩﨑さんと、同じ食事をし、同じ睡

眠をとり、同じ行動をとっても、私には、岩﨑さんの

様な徳がありませんので、100歳まで生きられませ
ん。それだけに、岩﨑さんだけが持っている徳だと思

います。

　私も83歳で世間一般から見れば高齢者ですが、岩
﨑さんの前で、腰が痛い、膝が痛いなど、言うと若い

くせにと一蹴されてしまい歯が立ちません。そうい

われてみると、岩﨑さんから見れば若いのだから岩

﨑さんを見習って頑張ろうという気持ちがあるの

で、元気で居られるのかもしれません。岩﨑さんに感

謝しております。

　99歳を白寿、88歳を米寿、77歳を喜寿といいます
が、100歳は百寿又は紀寿というそうです、100歳の紀
寿の紀は77歳の喜でなく１世紀の紀を用いて、紀寿
と書き１世紀生きられたという意味だそうです。

　しばらく前に、岩﨑さんが「俺もお袋の年までい

きたい」とおっしゃたことがありました。岩﨑さんの

お母さんは102歳の長寿でした。今の岩﨑さんの元気
からすれば、間違いなくお母さんの年は越せると思

います。

　最後に健康に気を付けて増々長寿で我々後輩を指

導してくださるよう祈念申し上げて、お祝いの挨拶

とさせていただきます。

栗原パスト会長

　岩﨑清パスト会長、100歳おめで
とうございます。岩﨑さんと私は、

良い清と悪い清のつきあいで、関

わっていただいております。

　まだ100歳、すごいですね。ちな
みに120歳までと関口和尚は言わ

れてましたが、108歳を茶寿、111歳を皇寿、120歳を大
還暦というそうでございます。是非健康で、120歳の
大還暦まで長生きしていただけるようがんばってく

ださい。100歳誠におめでとうございます。

　去る11月５日㈯・６日㈰の両日、古河公方
公園にて「よかんべまつり」に、ポリオの募

金活動で出店してきました。

よかんべまつりに出店よかんべまつりに出店


