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奉仕の理想
ソングリーダー／高木

一彦

副会長
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皆さん、こんにちは、本日も例会への出席ご苦労様です。又、吉野ガバナー補佐の訪問頂きま
した。ありがとうございます。ごゆっくりお過ごし下さい。後程、一言お願いします。先日の西
日本の大雨により被害を受けた地区の報道がされておりますが、２００人を超える死亡、不明者
がある様です。心配ですが、メンバーの中に、知人、友人等いる方はいませんか。ここ数年天候
が不順でこの様な災害を良く見聞きしますが、程々にしてほしいです。ＲＣからも、そのうち支
援等の依頼があるかもしれませんが、その際は協力したいと思います。又、明日は川崎マリーン
ＲＣの表敬訪問となっております。参加される方は宜しくお願い致します。

－１－

【お客様ご挨拶】君津ロータリークラブ／吉野

和弘

ガバナー補佐

２０１８－２０１９年度、橋岡ガバナーの下で５グ
ループのガバナー補佐をおおせつかりました吉野です。
本年度から４分区から５グループに名称が変更になり
ました。富津シティ RC 様のご支援、ご協力をいただき
ながら、大役を務めさせていただくことになりました
ので宜しくお願い申し上げます。
本年度、国際ロータリー、バリー・ラシン会長の
テーマ「インスピレーションになろう」が与えられま
した。このテーマに対して橋岡ガバナーは地区テーマ
「伝統と未来」誇りと連帯感と掲げられました。伝統
とは継続してきた事を理解し、守り、立ち止まっては
いけない、地域で、地区で、世界で、心打つ、魂を揺さぶる、新たな人道的サービスに取り組ん
でくださいと言っております。
ガバナー公式訪問では、本年度初めての、４クラブ、３クラブの合同公式訪問でさせて頂きま
す。他のクラブが、どの様な活動をしているか、知る良い機会だと思います。戸惑いもあるかと
思いますが、ご協力をお願いいたします。
補佐の仕事としてロータリー情報研究会、インターシティミーティングの開催がございます。
各クラブと地区を結び、クラブの活性化をお手伝いする。各クラブが独自の方針を持って活気あ
るクラブとなるよう自主的な活動を尊重しつつ、地区との懸け橋となるような、助力をさせて頂
きます。一年間、皆さまと楽しいロータリー活動を、頑張りますので宜しくお願い申し上げます。

【お客様ご挨拶】君津ロータリークラブ／廣田

二郎

第５グループ幹事

クレーム処理班の廣田です。何かありましたら是非ど
うぞお申し付け下さい(笑)
一昨年の４５周年記念誌ができました。遅くなり申し
訳ありませんが是非ご覧ください。
新日鐵住金かずさマジック野球部が都市対抗戦に出場
致します。バスも出ますので、希望者はご一緒に応援を
お願い致します。

－２－

【幹事報告】遠藤

和夫

幹事
今日は、吉野ガバナー補佐、廣田 様
お二人とも、ありがとうございます。
西日本の豪雨被害に遭われた方々へお見舞いを申し上
げます。
各クラブ様より週報、活動計画書、例会変更、休会の
お知らせが届いておりますのでご連絡致します。

【委員会報告】高木

一彦

副会長
新入会員歓迎会を８月９日(木)夜に予定致します。皆
様のご参加を宜しくお願い致します。
富津市民花火大会へのご協賛、ご協力を宜しくお願い
致します。

【ロータリーの友

情報】IT 広報・公共イメージ委員会／和田

充敏

委員長

ロータリーの友について振返り。
創刊したのは、１９５３年１月に創刊しました。その前
年、１９５２年７月、戦後１地区だった日本のロータ
リーが東西２地区に分割されました。地区が分かれても
それまで一緒に活動してきた仲間同士、これからもつ
なっがっていたいという思いが、当時のロータリアンた
ちにあったのでしょう。両地区の懸け橋として『ロータ
リーの友』が誕生しました。『友』は、日本のロータリ
アンの絆の証しなのです。『ロータリーの友』が創刊す
るに当たって、いろいろなことが話し合われ決められました。その一つが、この雑誌をすべて横
組みで編集するということです。これは、全ロータリアンに対するアンケートの結果、決まった
ことです。『友』について決められたのが創刊の前年ですから、当時の状況を考えると、横組み
というのはずいぶん画期的なことだったのではないかと推察されます。そうして横組みだけで始
まった『友』ですが、「俳壇・歌壇」など横組みでは入れられないページが登場し、それらを縦
組みで入れるようになりました。その後、「卓話の泉」、「談話室(現ロータリー・アット・ワー
ク文章編)」など、少しずつ縦組みで入れる記事が増えてきて、それらを巻末に入れていました。
それならと、反対側にも表紙をつけたのが、現在の両方が表紙という珍しい雑誌の始まりです。

－３－

横組み縦組みの違い
横組みには、例えば国際ロータリー(RI)からの情報、
ロータリー特別月間に関する特集といったロータリー地域雑誌としての公式な情報を掲載してい
ます。RI の動きや情報を知ることができ、それらについて日本のロータリークラブがどのように
取り組んでいるのか、といった記事も掲載しています。
縦組は、創刊同時のロータリアンの思いを継承するものです。どのようなクラブがあって、どの
ような活動をしていて、どのようなロータリアンがいて、どのようなことを考えているのか、日
本国内の仲間同士の交流の場です。従って、投稿が中心となっています。

「RI 指定記事について」
『ロータリーの友』は、ロータリー地域雑誌に指定されています。そのために従わなければいけ
ない規則が幾つかありますが、その一つが『The Rotarian』から、指定された記事を掲載すると
いうもので、それが「RI 指定記事」です。RI 会長や財団管理委員長のメッセージ、毎年８月号に
掲載する「ロータリーの基本知識」、１１月号、２月号、５月号に掲載している「GLOBAL OUT
LOOK」がその代表的な生地です。外国の記事はあまり興味がないと言われる方も多いようですが、
全世界のロータリアンが情報を共有した方がよいと思われる記事が指定されていますので、ぜひ
ご一読ください。「自分たちのクラブはどうだろうか」とか、「こんなに離れたところにも仲間
がいる」と思いながら読むと、身近に感じることができるようになるでしょう。
『The Rotarian』編集部は、アメリカ・イリノイ州エバンストンにある RI 世界本部にあります。
この雑誌が RI の機関誌です。ロータリアンは、『The Rotarian』か、指定されたロータリー地域
雑誌(日本の場合か、『ロータリーの友』)を購読することが義務付けられています。
一般社団法人ロータリーの友事務所 HP「ロータリーの友資料館 Q＆A ロータリーの友」より抜粋

７月号：RI より【横組】
１．RI バリー・ラシン会長メッセージとロータリアンとして(P.7-P.21) ※RI 指定記事
今年度テーマ「インスピレーションになろう」の思いが記載されておりバリー会長の横顔と
ロータリーの関わりが記載されております。
２．ガバナーの横顔(P.22-P.39)
２０１８－２０１９年度の全国３４地区のガバナーの紹介ページです。
３．People of around the world「世界を変える行動人」(P.25～)
・世界各地で行われている奉仕活動が記載されております。
・ご一読ください。
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４．旅するロータリアン

オーストラリア・ノマドロータリー E クラブ/旅人の集うクラブ(P.55)

ノマドとは、定住しない民の事で、旅をする人生を選んだロータリアンの為のクラブです。
このクラブのほとんどの会員は、かなりの時間旅に費やしています。ある会員は、妻を亡くした
後、大型 RV を購入し旅の途中で見た地域雑誌「Rotary Down Under」の新クラブの記事が目に留
まり入会し、ある会員は愛犬と旅をしながら例会に参加しています。このクラブの良いところは
「旅を続けながらロータリーを実現できる」と話しております。ワインを片手に普段着でオンラ
イン上で参加します。一年に２回の顔合わせの会合は、一回の会合が一週間続くとの事です。
奉仕活動は、懇親会で植樹したり旅の途中で作品を作りそれを売ったお金を奉仕に当てているそ
うで様々な慈善団体に寄付をしているそうです。旅をしている事でオーストラリア中のロータ
リーが支援する活動に参加し奉仕を行っている事。クラブの方針は「オーストラリア中に手を差
し伸べる事」だそうです。
【縦組】
１．音楽教育は人間教育(P.4-P.8)
音楽を指導するにあたり同じ練習の厳しさでも声のかけ方一つで結果は大きく違う事を学ぶ
・ご一読を
２．がん治療の新薬※卓話の泉
がんに対する高い効果は期待できるが副作用でアレルギー等に過剰に反応するようになる為、
がん以外の体の変調管理が大変という側面もあるとの事です。
以上、ロータリーの友＜２０１８年７月号＞より情報を抜粋してお届けしました。
(文責：和田 充敏)

【誕生祝】
小倉

博人

会員

７月５日
おめでとうございます。

－５－

【ニコニコ BOX】親睦委員会／三井
君津ロータリークラブ

徹

会員

様より

吉野 和弘 ガバナー補佐
２０１８－２０１９年度、第５グループのガバナー補佐を
仰せつかりました。一年間宜しくお願い申し上げます。
廣田 二郎 第５グループ幹事
第５グループ幹事の廣田です。
一年間吉野ガバナー補佐共々宜しくお願い申し上げます。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
椎津 裕貴 会長
吉野ガバナー補佐、廣田様、訪問ありがとうございます。
遠藤 和夫 幹事
ガバナー補佐 吉野様、第５グループ幹事

廣田様、一年間宜しくお願い致します。

窪田 謙 会員
吉野ガバナー補佐、廣田地区幹事、ようこそ我ら富津シティロータリークラブへお越し頂きあり
がとうございます。そして事務局 齊藤さん、７月７日公演、本当に お疲れ様でした。とても
素晴らしかったです。
秋山 和彦 会員
吉野ガバナー補佐、並びに廣田幹事、来訪ご苦労様です。長いようで短い一年と思います。健康
に留意して頑張って下さい。
東 清三郎 会員
吉野ガバナー補佐様、廣田幹事様、お越し頂きありがとうございます。皆様に幸あれ！！
和田 充敏 会員
吉野ガバナー補佐、廣田地区幹事、ようこそ富津シティへ。本年度宜しくお願い致します。
佐々木 敏郎
会員
ガバナー補佐 吉野様、地区幹事
どうぞご指導お願い致します。

廣田様、本日はお暑い中お越し頂きありがとうございます。

三井 徹 会員
吉野ガバナー補佐、廣田様、ようこそ富津シティ RC へ。本年度、宜しくお願い致します。
小倉 博人 会員
誕生祝いありがとうございます。
吉野ガバナー補佐 様、廣田幹事

様、御来訪ご苦労様です。

伊藤 充教 会員
吉野 様、廣田 様、暑い中ようこそお越し下さいました。今年はとりわけ酷暑が予想されます
ので、お体にはご留意下さい。今後ともご指導を宜しくお願いします。
－６－

本日のニコニコ BOX

￥16,000

累計金額

￥28,000

出席担当／東

清三郎

例会数 会員数 出席 欠席 MakeUp 出席率
1263

16

14

2

0

87．5％

1264

16

14

2

0

87.5％
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