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ロータリーは奉仕を通じて、
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№9

人づくり、自分作り

活気あふれる
ロータリーを通して
「人づくり
そして奉仕」
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例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３
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多田和男・高木学・田村盛良
松永元彦・大島修一

“Be a gift to the world”
国歌・奉仕の理想斉唱 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長
ロータリーの目的唱和

〔会長挨拶〕倉持政宏副会長

ブルーサルビア

皆さんこんにちは。

それと、同じ日の午前中から夢川会員の園舎の

最近、夏らしくない日

お披露目式にお呼ばれされ、直前会長の尾崎会員

が続いておりましたが、

と出席して参りました。出席者は田中市長を始め

どうぞお体に気をつけ

約１３０名の方がお見えになったそうです。園舎

てください。

は日本でも一二を争う設計士様と建築業者様の

さて、松崎会長がお

製作によるもので、大変心にやさしさを感じる造

休みになりましてから三回目の例会となります。

りでした。さらに、保育士さんの勤続１０年以上

先日、８月３０日に会長のお見舞いにお伺いして

の方が１３名もおり、夢川会員の人柄を表してい

きました。蓮田ロータリークラブからは近藤ガバ

るようでした。

ナー補佐がご一緒してくださいました。松崎会長

本日はロータリーの友地区代表委員の隅内様

はソファーに座っており、顔色も良くお元気そう

に卓話をお願いしております。今月は、ロ－タリ

でした。帰りにはエレベーターホールまで見送り

－の友月間ですので皆さんよろしくお願いいた

してくださいました。ただ、当日は日柄も良かっ

します。

たのか、多数のお客様がお見えになったそうで多
少お疲れの様子でした。一日も早い復帰をお祈り
しております。
〔お客様紹介〕倉持政宏副会長
ＲＩ２７７０地区 ロータリーの友地区代表委員 隅内道三様（川口東ＲＣ）
米山奨学生 藍 立明（ラン・リツメイ）様 中国山東省青島
日本工業大学大学院機械システム工学
ご挨拶：皆様こんにちは、来週は大学の関係で例会に出席出来ません。
申し訳ございません。再来週は出席しますのでよろしくお願いします。
〔入会式〕高橋徳雄会員 （有）高橋不動産
ご挨拶：今回入会をさせていただくことになりました高橋です。ロータリーク
ラブの事は何もわかりませんのでよろしくご指導下さい。実は昨日ゴルフでベ
ストスコアーが出ました。嬉しいことが二日続いております。これからもよろ
しくお願い申し上げます。
〔表彰伝達〕 地区出向者へ助成金
ＲＩ２７７０地区地域社会奉仕委員会 林 明委員
〃青少年育成・インターアクト委員会 野口はやみ委員

〔委員会報告〕
＊青少年委員会 夢川善裕委員長 久喜北陽高等学校学園祭訪問について
９月５日（土）久喜北陽インターアクトクラブを訪問します。ご都合のつく皆様には
午前１０時に校門前に集合して下さい。よろしくお願いいたします。
地区より「ボランティア認証書」がインターアクトクラブメンバー3 名に届いています。
＊社会奉仕委員会 林 明奉仕プロジェクト部門委員長 9 月第 3 例会の案内
日時 9 月 17 日（木）認知症サポート講習
例会・食事 12：00～12：30 講習会・12：30～14：00
ご家族の為にもご自分の為にも受講下さい。よろしくお願いいたします。
〔卓話〕隅内道三様 「ロータリーの友月間に因んで」
【ロータリーの友月間の

友誌に関わってこられた先輩ロータリアンの努

新設】本日は卓話の機会を

力と熱意には頭が下がる思いです。友誌はこの 7

頂きありがとうございま

月号で通巻 751 号となり、発行部数は 95.500 部

す。

となっています。また、2013 年のＲＩ規程審議

さて、本年度からＲＩの特

会の決議に基づき、2014 年から友誌の電子版が

別月間の全面改訂に伴い「雑誌月間」が廃止され

スタートしました。会員はいつでもインターネッ

ました。その関係で、毎年９月を「ロータリーの

トから電子版を閲覧することができます。友誌Ｈ

友月間」とすることが新たに決まりました。米山

Ｐ「ロータリー・ジャパン」からアクセスできま

月間に次ぐ二つ目の日本独自の月間が新設され

すので、是非一度覗いて頂きたいと存じます。Ｉ

た訳です。

Ｄ・パスワードはすでにクラブ事務局に友事務所

【ロータリーの友誌の「歴史」
】

から通知されていますのでご確認下さい。

本日は新設された月間に因んで、「ロータリーの

【ＲＩ指定記事】

友」(以下、「友誌」という）の歴史について探訪

次に、ＲＩ指定記事をご紹介します。ＲＩ公式地

してみたいと思います。1952 年 4 月大阪で開催

域雑誌(友誌を含め全世界で 31 誌あり）は、ＲＩ

された地区大会で、
東(第 60 地区)と西(第 61 地区）

の指定記事を掲載する義務があります。ＲＩ指定

の二つに地区分割を行うことが決議されました。

記事は、友誌の場合、横組みに掲載されます。目

そこで両地区をつなぐ情報誌が必要との機運が

次と掲載面に、指定記事のロゴが表示されていま

高まり、1952 年 7 月岐阜・長良川の大竹旅館で

すので、必ず目を通して下さい。ちみに会員は、

開催された準備委員会で、現在の友誌の原型が決

友誌の購読が出席と会費納入に並んでロータリ

められました。この準備委員会で決定した方針は、

アンの「三大義務」の一つとなっています。

① 編集方針は合議制、②定価は 50 円、③名称は

【記事投稿のお願い】

「ロータリーの友」
、④活版の横組み、⑤発行

最後に友地区代表委員からのお願いです。代表委

場所は東京、の５点でした。

員の任務は、①委員会出席、②毎月の友誌の感

翌年の 1953 年 1 月に記念すべき創刊号が発行さ

想・評価・意見に関するリポート提出、③クラブ

れました。発行部数は 3,300 部。表紙は赤富士で

への友誌の広報と投稿の勧奨です。7 月から 3 ヶ

した。しかし、活版印刷のため原価が 93 円 75 銭

月間の当地区関係記事は１４件掲載されていま

と見積もられた結果、定価は 100 円となりました。

す。特に 9 月は 6 件掲載されていますので、引き

以後 10 年間この価格は維持され、1963 年 1 月号

続きこのペースで投稿をお願いします。投稿用の

から 110 円に改訂されました。その後 14 年間、

原稿はクラブ週報の原稿の再利用をお奨めしま

110 円の価格が維持され、現在の 200 円の価格に

す。但し、次の原稿は掲載されませんので留意し

なったのは、1975 年 1 月号からです。実に 40 年

て下さい。

超の長きにわたり、今の価格が維持されています。

① 誹謗中傷記事、②クラブのもめごと記事、

③活動後、時間が経過したもの、④○周年記念例

のでリーガルチェックも忘れないで下さい。年度

会(記念奉仕活動は除く)、⑤長文原稿。

内に最低１回は友誌に掲載することをクラブ広

なお、写真や原稿は、著作権で保護されています

報（雑誌）委員会の目標として頂ければ幸いです。

『ロータリー友』誌：特集企画の情報募集のお知らせ
冠省「友」誌では、今年度の特集企画として下記Ａ・Ｂの関連情報の募集を行っております。お心当た
りの情報がありましたら、地区代表委員までご一報頂ければ幸いです。
投稿記事募集ではありません。情報（クラブ名やご芳名）だけで結構です。お気軽に！
企画Ａ 「こんな経歴のロータリアンはいませんか？」
①過去に海外のクラブに在籍した経験のある、現役ロータリアン
②ロータリー学友（下記のロータリーのプログラムに参加した経験のある）現役ロータリアン
●インターアクター、ローターアクター
●ロータリー財団学友（国際親善奨学生、ロータリー平和フェロー、
●研究グループ交換プログラムの元参加者
●ＲＯＴＥＸ（ロータリー青少年交換プログラムの元参加者）
● 米山学友（元ロータリー米山記念奨学生）
●ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成プログラム）の元参加者
企画Ｂ 「自然災害に備えて独自のシステムを持つクラブ（地区）」
地震、台風だけでなく、ゲリラ豪雨や竜巻、火山の噴火など思わぬ天災
が増えている日本列島。地元で災害が発生した時に、マニュアルなど、
いざというときのノウハウを備えているクラブ（地区）の実例を紹介し、
ロータリアン同士の情報共有につなげる特集企画です。
●災害が起こったときに直ちに活動できるよう、クラブ又は地区で
支援金をプールしている。
●災害に備えて、クラブ会員同士の緊急連絡網を備えている。
●災害時に支援できるよう、独居のお年寄り状況を把握している。
〔幹事報告〕進藤和夫 幹事

＊野辺地ロータリークラブ創立 50 周年記念式典出席案内 9 月 17 日までにお申し込みください。
＊ライラ研修セミナー 参加者募集のご案内 2016/4/2（土）～4（月）2 泊 3 日
朝霧高原 富士山ＹＭＣＡ グローバル・エコ・ヴィレッジ
参加資格者：17 歳～35 歳の男女

ロータリアン

＊職業奉仕セミナー＆プレミアム夜話会開催のご案内
〔スマイル報告〕

10 月 16 日（金）大宮清水園

13：30～

金田仁志 SAA

☆ロータリーの友地区代表委員 隅内道三様：本日は卓話にお招きいただきありがとうございました☆
☆隅内さん卓話有難うございます：鈴木弘道・林明・野口はやみ
☆本日もよろしく：尾崎敏彦・平澤道男 ☆高橋さん入会おめでとう：和田義雄
☆会長の一日も早い回復をお祈りします：伴光治
☆9/4 よろしくお願いします。マイナンバーセミナー
☆9/5 オープンします：進藤和夫
〔出席報告〕 出席委員会
点鐘

5 階にて：多田和男

（敬称略・順不同）

本日の合計
累 計

￥２８，０００
￥３４７，０００

新井 博委員長

本日出欠

定 員
51

免 除
11

出 席
26

M U
5

欠

席
9

出席率
77.50％

理事・役員会
２０１５年 9 月 3 日 三高サロン
◎例会プログラムについて （10 月・11 月）
10 月 1 日 会員卓話 飯島誉夫会員「本多静六林学博士」
10 月 8 日
〃
横山健次会員
10 月 15 日 振替 17 日（土）野辺地ＲＣ歓迎例会 ホテル久喜 18：00 二次会あり
10 月 22 日 振替 18 日（日）久喜市民まつり参加
10 月 29 日 例会休会（第 7 グループ親睦ゴルフコンペ あさひヶ丘ＣＣ ホスト 蓮田ＲＣ）
11 月 5 日
財団月間に因んで
濱野パストガバナー
11 月 12 日 14 日・15 日 地区大会に振替
11 月 19 日 職場訪問 夢川学園
（職業奉仕委員会）
11 月 26 日 振替 28 日 野辺地ＲＣ創立 50 周年記念式典出席
◎久喜市民まつりについて
10 月 18 日（日）例年通り、パレード・テント内（久喜北陽高校インターアクトの参加要請
協賛金は、50,000 円とする。
◎野辺地ＲＣ創立 50 周年記念式典出席について
出席者 20 名以上、登録料は（一人 10000 円）クラブ負担
祝い金 50,000 円
◎第七グループ主要行事の確認

10/29 日（木）
【ゴルフ場、参加人数】
・3 組以上参加を希望→飯島会員が担当
2016 年 1 月 7 日例会 近藤補佐訪問・I M 2016 年 2 月 20 日（土）
【魚庄】
◎承認依頼事項・会員増強維持委員長【新入会員、高橋氏・バッジ 9/3 日
平成 27 年度久喜市社会福祉協議会賛助会員 ￥10.000
◎その他・検討報告事項・各委員長

【慶弔祝い金支出規定の見直し、入会条件（事前例会

出席回数）
・G 補佐選出会議費補助】→奉仕とし補助は無
メモ・・・慶弔祝い金見直しは本年度数回の理事会で議題とし結論を次年度に申し送る、入
会条件に付いても同様とし次年度のクラブ細則に記載の事。

江戸小話

無精者

何をするのも面倒くせえなんて無精な人がおりまして。
「おお、なんだいこれは、無精なやつらが
大勢揃ったねえ、どうだい、
これだけ無精者が揃ったんだから
誰が一番、無精かを決める、
無精会ってえのをやってみようじゃねえか。」
「よせよ、めんどくせえ。」
ちゃんちゃん

次回例会

９月１０日（木）
会場
点鐘

通常例会

三高サロン
１２：３０

菊地雅之会員の卓話
皆さんの出席をお願いいたします。

SAA

