
国際ロータリー第2820地区

古河ロータリークラブ週報

2022−2023 塚田 晴夫年度  クラブテーマ

「chance to try 〜挑戦するチャンス〜」

2022-2023年度
国際ロータリー会長

ジェニファー・ジョーンズ

2022-2023年度
国際ロータリー第2820地区
大野　治夫  ガバナー

地区スローガン

enjoy life ～人生を楽しむ～

■設　立：1966年（昭和41年）７月７日
　　　　　RI加盟承認 1966年８月30日（754番）
　　　　　スポンサークラブ土浦南ロータリークラブ

　　　　　初代会長 井上 延太郎、 幹事 岩﨑 清
■事務所：〒306‐0234 古河市上辺見2683 阿久津 理
　　　　　TEL:（0280）31‐6114　FAX:（0280）31‐6104
　　　　　e-mail:syaro-ak@mh.point.ne.jp
■例会場：〒306-0023 古河市本町１‐３‐９
　　　　　常陽銀行 古河支店３階
　　　　　TEL:（0280）32‐3131（代表）
　　　　　〈臨時例会場〉古河商工会議所

■例会日：毎週金曜日（第５金曜日は無し）

■会　長：塚田 晴夫（57代）
■幹　事：阿久津 理
■会員数：正会員52名
■発　行：会報･雑誌委員会 鈴木 敏雄 委員長
　　　　　e-mail:tosuzuki@koganet.ne.jp
■公式HP：https://koga-rotary.org/

「七福神」 河鍋暁斎 
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本日の例会プログラム
○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

○卓話「コロナについての現状」
　卓話者：秋葉　和敬　君

次回の例会プログラム 11月 25日㈮

第2672回例会 2022年11月18日㈮
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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】

　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。

ぜひご参加の程お願いいたします。

【12月第ニ例会クリスマス会のご案内】
　12月９日㈮にクリスマス会を行います。場所は山
水さんで受付が18時～、開始が18:30からです。余
興としてビンゴゲームを予定しておりますので、ぜ

ひご参加をいただければと存じます。

ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

　まずは今週のコラムか

らです。今回はお弁当で

すが、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、急須で入れた温かいお

茶が飲みたいなと思っております。

　続きまして、先週と今週ご案内しましたフォーラ

ム2022と第２回ゴルフレッスン会の件ですが、ま
ず、17日の和田家さんで行われますフォーラムにつ
きましては、スケジュール的に、最初パスト会長様

方に１・２分ずつ古河ロータリークラブの伝統と格

式というテーマでお話しをいただきます。その後、

お食事が始まりまして、最後の方で、参加者の皆さ

んから質問を受けたいと思いますので、ご協力をお

願いします。それで、大きな訂正がありまして、会

費は3,000円に訂正させてください。決して値上が
りではなく、私の書き間違いです！

　24日のゴルフレッスン会の件につきましては、10
名ほどの参加をいただいていますので、また同じよ

うにご協力をいただければと思います。

第2671回
2022年11月11日 卓話「ロータリー財団とは」

野村　利夫　パスト会長 ソングリーダー

相良　登　君

司会・進行 ソング

会員数 52名
出席者数 32名
欠席者数 １名

内欠席免除者数 ２名

メークアップ １名

事前連絡者 18名

出席率 98.00％

演奏題目 「奉仕の理想」
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ニコニコBOX（敬称略）

宮内　則雄

副幹事・会計

①  2023-2024年度　理事・役員答申書の件　⇒　承
認

②  12月プログラムの件　⇒　承認
③  12月第２例会場及び時間変更の件　⇒　承認
④  12月第２例会場「クリスマス会」の件　⇒　承認　
予算一部修正

⑤  「古河RC　ロータリー情報研究会」日程変更及び

予算変更の件　⇒　承認

⑥ 「希望の風」支援、寄付の件　⇒　承認

会長の時間
塚田　晴夫　会長

　皆さんこんにちは、大

野ガバナーの今年度具体

的目標の中に、ポリオ根

絶、コロナ終息活動の推

進があります。古河ロー

タリークラブでも、ポリ

オ撲滅の活動をロータ

リーが行っていることを

知ってもらう為に、11月５日・６日の主催・古河よ
かんべまつり実行委員会、主管・古河商工会議所青

年部のよかんべまつりに出店して、ポリオ撲滅のチ

ラシとボールペンを配りました。

　一日目は、米山奨学生のレ・ホン・ハンさんカウ

ンセラーの斉藤さんその他に前田さん五十嵐さん熊

木さんは安全協会と掛け持ちなので、偽警官の制服

でいてくれました。

　二日目は、栗原副会長・岩田さんと事務の小林さ

んに配布を手伝っていただきました。ありがとうご

ざいました。

投入件数 合計金額

本日 ２７件 ６９,０００円

累積 ３１５件 ９２１,０００円

野村　一成 若松理さん卓話楽しみにしています。

宮内　則雄 若松理さん卓話楽しみにしています。

幹 事 報 告

阿久津　理　幹事

塚田　晴夫 若松さん卓話楽しみにしています。

蓮見　公男 若松様卓話をどうぞよろしくお願い

致します。

大和田五郎 先週例回欠席しました。

岩﨑パスト会長100歳おめでとうござ
います。

若松君卓話ありがとうございます。

川島　　栄 結婚祝いをいただきます。

誕生日祝いをいただきます。

野村　利夫 若松先生、財団卓話よろしくお願い致

します。

栗原　　清 若松さん卓話楽しみにしています。

野村　久男 若松理さん卓話楽しみにしています。

森田　一雄 若松理さん卓話楽しみにしています。

阿久津　理 若松さん卓話楽しみにしています。

岩田　潤一 結婚祝いをいただきます。

岩﨑　聖一 若松さん卓話楽しみにしています。

若松　　理 卓話させていただきます。

秋葉　和敬 若松さん卓話楽しみにしています。

小野寺信次 若松理さん卓話楽しみにしています。

山浦　　博 結婚祝いをいただきます。

熊木　善一 11月13日長女が結婚式を迎える事と
なりました。本来であれば皆様に披露

宴の声を掛けさせて頂くところです

が、コロナ禍の中ですので、おゆるし

頂きたくお願い申し上げます。

相良　　登 若松さん卓話楽しみにしています。

前田美代子 若松先生卓話楽しみにしています。

五十嵐　順 若松さん卓話楽しみにしています。

立岡　喜一 若松さん卓話楽しみにしています。

小山　仁美 若松さん卓話楽しみにしています。

早川　　宏 幹事さんご苦労様です。

鈴木　敏雄 若松委員長卓話楽しみにしています。

井上　　勉 若松さん卓話楽しみにしています。
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「姉妹クラブ」
　古河クラブには、台湾の中壢南クラブという姉
妹クラブがあります。1987年友好クラブとして交
流を開始、翌年姉妹クラブを締結しました。

　元会員の杉森皎二パスト会長らのご尽力に

敬意を表します。

　2002年頃までは夏休みを利用した、短期の
交換学生の派遣と受入れを行っていました。

また会員と家族の相互訪問や周年の参加など

の交流も隔年で続いていました。（台湾では毎

年周年行事を行っているようです。）

　近年はコロナの影響もあり実施されていま

せんが、親日国である台湾の祝福、おもてなし

は、大変感動的です。気絶するほどの夢見心地

を皆さんも味わってみてください。

◎ご意見、ご指摘は間下までお願いします。

ロータリー情報 Vol.11
ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

　ポリオとは何と質問をしてくる方もいて、少しで

も関心を持ってもらうことは、有り難いことです。

ポリオとは小児麻痺のことで、ポリオウイルスに

よって発生する疾病です。名前のとおり特に５歳以

下の子どもが多くかかる病気です。主に感染した人

の便を介してうつり、手足の筋肉や呼吸する筋肉等

に作用して麻痺を生じることがある病気です。ロー

タリアンの活動で、早くポリオが無くなればいいな

と思います。皆様のポリオへの寄付に感謝して会長

の時間とします。

卓　　　話

卓　話

「ロータリー財団とは」

卓話者

ロータリー財団委員会

若松　理　委員長

　この度は、ロータリー財団寄付のご協力をいただ

きまして、ありがとうございました。今年はコロナの

影響のため、銀行振込とさせていただき、大変お手数

をおかけいたしました。

　皆様からの寄付金は、ロータリー日本財団に送金

いたしております。領収書は確定申告までに受け取

れ、税制上の優遇措置が受けられます。

　次に、ロータリー財団は皆様からの寄付金をどの

ように活用しているのか、財団の説明文を引用いた

します。（ロータリー財団は皆様の「寄付」を資金と

し、様々な奉仕活動に活かされています。皆様の「プ

ログラム参加」によって「地区補助金」が活用され、

海外でのプロジェクトには「グローバル補助金」と

して活用されています。寄付金は地元のニーズ、世界

のニーズに応じて、地元や国際社会に大きく貢献し

ています。）

　グローバル補助金を申請している事例として、私

が個人的に注目したクラブを紹介します。2820地区
の「つくばサンライズロータリークラブ」と3810地
区の「ルパングアアイランドロータリークラブ」が、

歯科衛生士の養成講座を開設する申請です。

　「決議23－34号議案」第４条には、「ロータリー活
動は単なる理念の提唱ではなく実践哲学であるこ

と、奉仕する者は行動しなければならない」と記述

されております。

12月例会プログラム
回・日付 例 会 内 容 場所・時間

第１例会
第2674回
12月２日㈮

○月始めのお祝い（12月）
○年次総会

古河商工会議所

12：30～13：30

第２例会
第2675回
12月９日㈮

○クリスマス会
　担当：親睦活動家族委員会

ホテル山水

18：30～20：30

第３例会
第2676回
12月16日㈮

○卓話「前半期を顧みて」
　卓話者：塚田会長　　阿久津幹事

古河商工会議所

12：30～13：30

12月23日㈮ 休　　会


