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第３０１４回例会 ２０１５年９月１０日
ロータリーの友地区代表委員

本

週報第３０１４号

と云う認識の為にもっとも必要な媒体である』という事

本日の卓話者ご紹介
桐

グランドホテル神奈中

美智子

会員

をご理解頂きたいと思います。
「友」は地域雑誌という事ですが、地域雑誌より上に
あるものというのは、ご承知のとおり、1911 年から発
行されている「The Rotarian」というロータリーの機関
紙です。このマガジンを購読する義務がありましたが、
1915 年には、イギリスなどで地域雑誌が発行され、そ
の後も次々と各国でも発行され始めたため、地域雑誌に
一定の地位を与えようということになりました。結果、
「The Rotarian」の購読義務は、地域雑誌でも良いとい
うことになったのです。1980 年には日本でも『ロータ
リーの友』が出来、正式に認められました。因みに『マ

卓 話

ガジン』というのは『倉庫』と言う意味でもあります。

「読んでますか、ロータリーの友」
ロータリーの友地区代表委員

桐

本

美智子（平塚ＲＣ）

私は地区において、委員長と同じ扱いを受けておりま
すが、実際には委員会もなく、文字通り第 2780 地区を
代表する「ロータリーの友編集委員」にすぎません。大
変地味な役ですが、重要な役目でもあります。
ガバナー代理ということで本部に出向している「ガバ

「友」には縦書と横書きがありますが、どうなってい
るのかと申しますと、横書きのほうは、ＲＩから認可さ
れた公式な部分、ＲＩ指定記事、ＲＩとして紹介しなけ
ればいけない記事。特別月間の記事などです。縦書のほ
うはお互いの交流を図るという意味で全国のクラブの活
動、ロータリアンのご意見をのせております。
2020 年にはロータリー 100 年の特集を出版する為、
沢山の皆様のご意見をとりいれようと今から企画を練っ
ております。
「友」はロータリアンとしての意見や経験談、

ナーの影武者」であります。ガバナーと密に連絡をとり

職業上の知識などを掲載して、ロータリアン同士が堂々

あい、第 2780 地区の新鮮なロータリアンの有り様を拾

と議論し、交流を測る広場という、空間を提供していま

い上げ、「ロータリーの友」という情報の広場に推薦し

す。この広場には沢山のロータリアンたちが行き交うこ

ていくのが主な仕事です。又、編集委員会の他に、毎月

とができます。旧友を温め、新しい出会いを喜び合う広

「ロータリーの友」が出来上りますとレポートを提出し

場を「友」はめざしているのです。

て監修に当たっています。日本中のロータリー、世界の

全国の読者にたいしてどんな風に発信したらよいの

ロータリーの活動情報が満載しているのですから、読者

か、細かいルールについて、いつでもご相談に応じます。

の皆様にはもっともっと深読みして参考にして頂きたい

「友」からのお知らせは第 2780 地区のガバナー補佐会

と、
思っております。
「友」
は
『ロータリアンがロータリー

議から会長幹事会を通して皆様に伝達しています。皆様

ライフを高める為に、又、クラブがＲＩと直結している

の楽しい投稿をお待ちしています。

＜出席報告＞

本 日 9月10日 会員数 59名 対象者 56名 出席者 42(40)名 出席率 72.41％
前々回 8月28日 会員数 59名 対象者 56名 出席者 59(56)名 出席率100.00％ MUP 0名 計 59名 修正率100.00％

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞

校インターアクトクラブへの激励のためにも、是非、

◦スマイルボックス委員会

5 名程度の登録及び参加を賜りますようご案内かたが

関口幸恵委員長

7 月のスマイル月間大賞を発表します。

たお願い申し上げます。

◇小笠原

テーマ：「 Cross Culture ～ 異文化の価値観について

勲会員

常盤会長、理事・役員の皆様ご苦

考える ～ 」

労様です。
『今を去る拾数年前、二
4

4

4

4

人一組といわれた、トリとトキは平

時：2015 年 11 月 23 日（月）

日

塚ＲＣに揃って入会。やがてトリは

10:00 ～ 10:30

受付

明るく楽しく、さわやかにロータ

10:30 ～ 11:00

開会式

リークラブ歴の会長の中でも屈指の

11:00 ～ 12:30

各校活動報告・講評

ご立派な会長、今度はトキが会長

12:30 ～ 14:30

昼食・交流会

に。さあ！トキは来たぞ！頑張って

14:30 ～ 14:50

閉会式・点鐘

4

4

行こう！期待しているぞ！トキは会

場

所：逗子開成中学校高等学校

＊物語に会長名を織り込み、メッセージを裏にまで書
き込んで応援して下さったのでスマイル大賞！
◇清水雅広会員

徳間記念ホール

逗子市新宿２丁目 5 番 1 号

一同。

先週木曜日に台風の沖縄へ飛びまし

３, ０００円

登録料：お一人

＊飯塚和夫委員長が出席します。
◎「第 28 回全国ローターアクト研修会並びに第 13 回

た。２回着陸に失敗し機長が３回目

アジア太平洋地域ローターアクト会議」のご案内

直陸出来なかったら羽田に戻るとの

会

期：2016 年３月 18（金）～３月 21 日（月）

アナウンス！！機内シーンとした

会

場：グランドプリンスホテル京都ほか

中、傾きながらランディング・・・。

＊宿泊プランもあります。詳細は事務局までお問い合
わせください。

本日、皆様の顔を見られた喜びに感
謝してスマイルします。
＊沖縄で命拾いした臨場感あふれるスマイルにスマイ

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

１名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

１６名

柏手

茂

会員

ル大賞！
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎ロータリー財団 100 周年プレコンサートのご案内

＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

ト＞

～財団学友によるチャリティーコンサート～

２名
ガンバヤル・ツェルメン君
（米山奨学生）

次年度ロータリー財団 100 周年を迎えるに当たり、
財団学友によるチャリティー・プレコンサートを下記

奨学金８・９月分をお渡ししました。

により開催いたします。
当地区財団学友 ( ピアニスト

２名 ) と第 2750 地区

と第 2700 地区の財団学友で同じミュンヘン国立音楽

嶋田政光様（入会前ゲスト）

大学で学んだ仲間の４人で２台のピアノによる８手演

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

奏によるコンサートです。

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞

彼女たちは、ロータリーの国際親善奨学生として留学

１０月

ー＞

０名

１日（木） 第８グループガバナー補佐

したお蔭で今日自分たちがあることに感謝し、収益を

平野達雄様（平塚西 RC）

当地区のロータリー財団へ寄付をしてくれるそうです。

８日（木） ㈱不二家平塚工場

２台による連弾の演奏は大変珍しいこともあります

総務・人事課長

が、４人の心を一つにした素晴らしい演奏を是非皆様

１５日（木） RID2780 ガバナー

にもお楽しみ頂きたく、ここにご案内申し上げます。

田中賢三様（茅ヶ崎 RC）
２２日（木）→１０/ １９（月）

演奏会
日

時：2015 年１1 月 3 日（火／祝）
14：00

場

天童正浩様

よい音楽に親しむ会

開演（13：30 開場）

（大住学区の小中学生対象）
昼食・事務連絡後、平塚中央公民

所：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
（京急汐入駅前 /JR 横須賀駅

徒歩 8 分）

館にて開催

入場料：3,000 円

２９日（木）→１０/ ２５（日）
地区大会に振替

◎インターアクト年次大会開催
本年度も下記によりインターアクト年次大会が逗子開

場所：茅ヶ崎市民文化会館大ホール

成中学校高等学校インターアクトクラブをホストに開
催されます。ホストをつとめる逗子開成中学校高等学
クラブ会報委員会

◎西村裕子

○北本省三

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
柏手

茂

粟野

裕

現在ございません。
葛西

敬

藤田明嗣

