
 

本日のロータリーソング 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 集いし友よ  御国に捧げん  

我等の生業  望むは世界の 久遠の平和  

めぐる歯車  いや輝きて  永久に栄えよ  

我等のロータリー ロータリー 

本日のロータリーソング「四つのテスト」  

1.真実かどうか 2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのために なるかどうか 

 

2018年 9月 25日発行                         第 2865回例会 

 
―本日のプログラム― 

 新会員卓話      海老原次男君 

 

―次回以降のプログラム―     

10/2 祝事、会員卓話 米山月間に因んで～米山記念奨学会委員長 大竹雅夫君 

10/9 招待卓話 米山奨学生 チャン・クワンティエン君 

10/16 新会員卓話 嶋田一郎君 

10/23 経済と地域社会の発展月間に因んで～招待卓話 毎日新聞水戸支局長予定 

10/30 新会員卓話 西村秀明君 

 

 

第 2864 回例会記録（2018 年 9月 18 日開催）  
 

点鐘・ソング 阿部会長 ・ 我等の生業 

ゲスト ロータリーの友委員 地区代表 小貫 啓司 君（水戸西ＲＣ） 

会長報告 

阿部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

小島（律）幹事 

 

・野球を通じて親睦を深める第３５回全国ロータリークラブ野球大会のため９/１５（土）

～１６(日)に大阪と阪神甲子園球場に、牛久ＲＣの補強選手として沼野君と私、そし

て山崎君と共に参加して参りました。前回は牛久ＲＣ創立３０周年を記念しての出場

でしたが、今回は４年ぶり２度目の出場ということもあり、前回よりも経験がある為、 

 選手全員がリラックスムードで過ごされていました。当日は１２時より気温３０度の中

和歌山県の田辺ＲＣと対戦しまして、大変暑かったです。私はキャッチャーでしたの

で、プロテクター（防具）を身にまとい立ったり座ったり投げたり大変忙しく動いてい

たので、大量の汗が止まりませんでした。沼野君もヒットを打ち、守って一生懸命走

っていましたので、思い出に残る素晴らしい一日だったと思います。山崎君にも試

合観戦また応援をして頂きました。結果は９-４で牛久ＲＣが勝ち、牛久ＲＣの園部監

督は、甲子園で２勝したということで、大変喜んでいました。３人とも甲子園で元気

をもらい野球を楽しめた一日でありました。 

・本日はロータリーの友月間に因み、ロータリーの友地区代表 小貫啓司委員に卓話

をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・９/１７（祝日）の敬老会参加の皆様にリーフレットを渡す交通安全キャンペーンに、参加

して頂いた皆様有難うございました。持ち回り理事会でメークアップ扱いが承認さ

れましたので、今月あと２回ありますが、全てメークアップになりますので、ご協力よ



 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

伊東委員長 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

糸賀委員長 

 

 

 

 

 

ロータリー情報委員会 

糸賀委員長 

 

ろしくお願いいたします。 

・回覧：フィリピンレントゲン車贈呈式出欠表 

 

 

会員数３７名、出席数３４名                      出席率：   91.89％ 

                          先々週の訂正出席率：  94.59％ 

欠席： 関野君、工藤君、小野瀬君 

メークアップ： 地区戦略計画委員会（倉沢君） 

第３５回全国ロータリー野球大会(阿部君、沼野君、山崎君) 

高齢者交通安全キャンペーン（伊東君、杉野（美）君、大竹君、荒井君 

             糸賀君、諸岡君、小島（律）君） 

 

・秋の全国交通安全キャンペーン *時間厳守 

９/２５(火) 佐貫けんしん前    集合  ７：３０ 

９/２７(木) 南高校近く北方交差点 集合 １５：３０  

・１０/１４(日)ふれ愛広場バザーに出店いたしますので、一人２点以上の品物の提供を

お願いいたします。例会場にもってきて頂くか、ご連絡を頂ければ受け取りに参りま

すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

・９/２５（火）１７：３０より「やぐち亭」に於いて、情報委員会を開催致します。講師は倉沢

パストガバナーにお願いしております。情報委員会の委員の皆様、また入会３年未満

の会員の皆様は是非ご出席下さい。また来週詳しくご案内いたします。 

 

９月“ロータリーの友月間”に因んで  

ロータリアン卓話 ロータリーの友委員 地区代表 小貫啓司 委員 

 

高橋賢吾ガバナーの命にて小倉地区幹事より用意周到なるご説得を受け、 

ガバナーの代理人・代理者としてロータリーの友地区代表委員を委嘱され 

ました。 

東京で数回セミナー特訓を受け、勉強してきた事を皆様にご紹介し、是非 

“ロータリーの友”を読んで頂きたくお時間を頂戴いたします。 

 

まず“ロータリーの友”は一般社団法人ロータリーの友事務所より発行されています。 

創刊は 1953年 1月、今年で 65年。“ロータリーの友”と名付けたのは準備委員だった遠藤健二氏（岐阜

ロータリー）で“主婦の友”からヒントを受けたと言われています。（1920 年から約 33 年間は英文翻訳等

で制作。） 

印刷は、準備委員におられた大日本印刷(株)さんに現在までお願いしております。（創刊当時、優秀な印

刷所は他になかったのでないでしょうか。） 

当時 50円 3300冊（実質原価は 100 円）、創刊時の表紙は葛飾北斎の赤富士、その後は会員から募集、知

名な方の絵画などが使われています。 

世界で現在 82 の地域雑誌と“The Rotarian”を総称して“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”と呼び、地

域雑誌では、その発行地域のロータリークラブやロータリーの活動を紹介するとともに、“The Rotarian”



から指定される記事を、その地域で使われる言語に翻訳して掲載しています。 

“ロータリーの友”の変遷 

 1990年   公式認定 当時は白黒。 

 1986年   ２色刷り、大きさ B5サイズ、内容 70～80ページ。 

 1995年   フルカラー・コンピュータ編集、活版から写植へ。 

 2016年 7月 A4サイズに変形、年間 114万部、月 10万 6千部。 

 

若干のスペース増加で、広告収入も増え、現在では 500万の黒字になっているようです。 

段組みは、創刊当時は全て横組みでしたが、文壇・歌壇「卓話の泉」の縦組みページが増えて、表紙も両

面にどちらから読んでも良い構成に変わりました。2017-18年度からのイラストは“日本イラスト協会”に

依頼しております。現在の発行部数は 8月号 9万 5千部（最高 1997年度 14万 2千部）です。 

投稿については“ロータリーの友”に掲載規定がありますのでご覧いただきたいのですが、実は私も識字

率向上バザーの投稿をしましたが、掲載は編集部門に一任してほしい旨の連絡がありました。インパクトが

無かったのかなと反省しております。 

投稿にはタイミング・インパクト（ロータリーロゴのついたもの、旗、シャツ、帽子、ジャンパー等）一

目でわかるもの・参加者の感想・反省点・次回の課題等の原稿が必要です。 

〆切は、俳壇・歌壇・柳壇等は毎月 20 日、他は基本的には順番ですので早め早めが良いでしょう。また

どんなに良い原稿・写真でも、半年前以上の投稿は“ボツ”です。活動日から一ヶ月を目途にお送りくださ

い。 

 

“ロータリーの友”地区委員は、皆様からの投稿に加えて、それぞれの地区のロータリーカラーを“ロー

タリーの友”に添えるのがロータリーの友地区委員です。 

ガバナーの代理として各地区から 34名が選出されております。紙面を充実させるべく、地区・クラブの

活動についての情報を集めるなど活動、また距離が生じがちな各クラブと“ロータリーの友”事務所との懸

け橋という役割も担います。 

年 3～4回東京で行われる会議に参加し、意見を交換し、地区内の情報を発表したりします。これらでの

会議の意見を中心に毎月提出するリポートからのアイディアを基に特集、企画が生まれています。発行に当

たってはロータリーの友地区委員、ロータリーの友事務局、一般社団法人ロータリーの友事務所など、総勢

100 名寂のメンバーが関わって作り上げています。 

 

最後になりますが、ロータリーの友地区代表委員として重ねての 

お願いです。“ロータリーの友”を読んで頂きたい、すべてのロー 

タリアンと情報を共有して頂きたい、少しずつでも結構ですので 

宜しくお願い致します。 

 

******************************************************************************************* 

 

９/１０（月）会員増強集会にて 

竜ヶ崎青年会議所の皆様と 

 

 

 



 

ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

９/１５（土）～１６(日) 第３５回全国ロータリー野球大会  

 

 

 

 

 

 

 

 

９/１７（祝月） 秋の交通安全キャンペーン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

通常例会を欠席される方は当日午前 10時までに若井副ＳＡＡ（電話090-9645-0555）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820地区・第 7 分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   URL: http://ryugasaki-rc.org/ 
☆例会日：火曜日・12：30～13：30               ☆会長・阿部孝義  ☆幹事・小島律子  ☆ＳＡＡ・滝澤健一 

☆例会場：常陽銀行竜崎支店２階   〒301-0011 龍ヶ崎市横町 4209      電話 0297-62-2112  

￥10,000 

ロータリーの友委員 地区代表 小貫啓司 委員より、お車代を 

ニコニコＢＯＸにご寄付頂きました。 

￥6,000 

菊地君  交通安全出席できず失礼いたしました。 

     週報、末益さんに上手にまとめてもらいました。 

     週報に写真が載りました。 

￥5,000 

秋田君  孫６番目、産まれました。 

￥3,000 

阿部君  小貫ロータリーの友地区代表 本日の卓話よろしく

お願いします。 

     沼野君、山崎君、甲子園では大変お世話になりまし

た。 

山崎君  小貫ロータリーの友地区代表 遠路お越し下さり、

誠にありがとうございます。本日はよろしくお願い

いたします。 

倉沢君  小貫君ようこそ竜ケ崎ＲＣへ。 

石嶋君  ９月のＲ.Ｂ会優勝しました。 

 

￥２,000 

池田君  稀勢の里、今日勝って勝ち越しを願っています。 

渡利君  稀勢の里、昨日のように勝って下さい。 

伊東君   週報に写真が載りました。 

末益さんに原稿お世話になりました。 

島倉君  千客万来。遅刻早退失礼します。 

海老原君 本日読売新聞に写真が載りました。 

諸岡君  「改元」についてのうんちくを投稿いただきました

渡利君に感謝しまして。 

杉野（訓）君 やっと秋めいてきてホッとしています。セミの話題

第３弾。庭で一匹の「つくつくぼうし」が夏の終わり

を惜しむ様に大きな声で鳴いていました。周りのセ

ミが小さな鳴き声だったので、まるで鳴き方を教え

ているようでした。これが本当のセミナー？でしょ

うか。 

￥１,000 

西村君  先週お休みしました。申し訳ありません。 

杉野（美）君 遅刻しました。 

 

 

 

 

小計      １６件 ￥   ４９,０００ 

累計    １６３件 ￥  ５２９,０００ 

 

http://ryugasaki-rc.org/

