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国際ロータリー（RI）は今
日、独特なコミュニケーショ
ン・ネットワークを持ってい
ます。
『THE ROTARIAN』は、
アメリカ・イリノイ州エバン
ストンにあるRI世界本部で発
行されている英語のRI公式雑
誌で、現在、約50万部発行さ
れています。また、世界の各国で31の地域雑誌が
25カ国語で発行され、130カ国の人々に読まれて
います。その部数は、約78万部にもなります。
これら、『THE ROTARIAN』と地域雑誌を合わ
せた32の雑誌を総称して「ロータリー・ワール
ド・マガジン・プレス」と呼んでいますが、この
コミュニケーション・ネットワークは、ロータリ
ーとともに着実に成長してきました。その中の1
つの地域雑誌が『ロータリーの友』なのです。
『ロータリーの友』のあゆみ
1952年（昭和27年）4月、第60地区の大会が開
催されました。同年7月に迎える新年度（1952−
53年度）から、日本の地区は、東日本と西日本の
2地区に分割されることに決定されていましたの
で、主催者も参加者も、ともに深い感慨を持って
臨んだ特別な地区大会でした。この地区大会では、
いくつかの問題が話し合われましたが、その1つ
に、日本の2地区で共通の雑誌を発行するとの決
定がありました。これまで共に活動してきた日本
のロータリアンが、分割されてからも緊密に連絡
を取り合い、情報を共有化するための機関紙とし
て、企画されたものです。なお、準備委貞会で下
記の内容が決定しました。
1．編集委員は合議制とする。
2．東京にて発行する。
3．定価50円とするが、広告をとって100円の内
容のある雑誌とする。
4．名称は『ロータリーの友』とする。
5．横書きとする。
6．創刊は1953年1月号とする。

この『ロータリーの友』という名称は、遠藤健三
氏の提案ですが、『主婦の友』からヒントを得た
そうです。
1953年の創刊当初は、横組みでのスタートでし
たが、その後、歌壇など、横組みでは具合の悪い
記事が出始め、これらを縦組みとしたので、縦組
み・横組みが交ざった雑誌となりました。1972年
1月から従来の形式を一変し、縦組みと横組みを
分けた現在の姿になっています。
1977年クラブ定款第10条（現14条）の改正に伴
い、公式地域雑誌の規定が設けられ、『ロータリ
ーの友』は、1980年7月から公式地域雑誌（現、
ロータリー地域雑誌）となりました。
2003年1月に創刊50周年を迎えるに当たり、そ
の年度初めに当たる2002年7月号からサイズなら
びに製本方法を変更しました。現在では、10万部
強を発行する地域雑誌に成長しています。また、
2003年7月1日には『ロータリーの友』ホームペー
ジを開設し、2007年3月からは『ロータリージャ
パン』に改称し、会員への情報提供だけではなく、
広報の役割を果たすことができるようになりまし
た。
『ロータリーの友』の性格
○『ロータリーの友』は日本におけるロータリー
の機関紙です。
『ロータリーの友』は、国際ロータリー（RI）
の認可を受け、ロータリー・ワールド・マガジ
ン・プレスの一員として発行されているロータリ
ーの地域雑誌です。地域雑誌としての『ロータリ
ーの友』は、ロータリアンがロータリー・ライフ
を深めるためにも、またクラブが国際ロータリー
と直結しているという認識のためにも必要な媒体
である、ということをまずご理解いただきたいと
思います。
RIでは、ロータリー地域雑誌の定義として、印
刷媒体と電子媒体の両方をもって地域雑誌である
と規定しています。それを受けて、ロータリーの
友委員会ならびにロータリーの友事務所では、印
刷媒体である月刊誌の『ロータリーの友』と電子
媒体であるホームページ『ロータリージャパン』
の制作、運営に当っています。
○『ロータリーの友』はロータリーについての情
報誌です。
従って広報誌ではありませんので、ロータリア
ン以外の方々を対象にしては編集されていませ
ん。もちろん、ロータリアン以外の方々にお読み
いただいてもロータリーのことをご理解いただけ
るように努力はしていますが、基本的にはロータ
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リアンのための機関・情報誌です。世界や日本に
おけるロータリーの状況やロータリーの活動につ
いて、日本全国のロータリアンが情報や思いを共
有できるような編集を心がけています。
○『ロータリーの友』はロータリアンの公開討論
の場です。
ロータリアンとしての意見の開陳や経験談、職
業上の知識などを掲載して、ロータリアン同士が
堂々と議論し、交流をはかる「広場という空間」
を提供します。『ロータリーの友』誌の縦組みの
ページがそれです。この広場にはたくさんのロー
タリアンがやってきて話し合い、旧交を温め、新
しい出会いを喜ぶ‥‥‥そんなロータリアンたち
が行き交うことのできる『ロータリーの友』をイ
メージしています。
○Magazineには倉庫という意味があります。
いろいろな情報や思いが詰まっている倉庫か
ら、何を取り出し、何を学び、何を感じ取ってい
ただけるかは、ロータリアン一人ひとりに託され
ていることです。『ロータリーの友』はそれらを
提供しているにすぎません。
ロータリーを語る時、ロータリーを思う時、私
たちの心の中には各人にとってのロータリーが広
がっているはずです。一人ひとりの読み手の生き
方によって読み方が異なってよいと思います。

会長エレクト研修セミナー
（Ｐ・プレジデント Ｅ・エ
レクト Ｔ・トレーニング
Ｓ・セミナー）が3/27 (土) ホ
テルニューオータニ幕張で開
催された。

2010−11年度 RI会長 は、レイ･クリンギンスミス
(米国・弁護士)

Building Communities, Bridging Continents
｢地域を育み、大陸をつなぐ｣
2010−11年度 ガバナー 織田吉郎 銚子RC
銚子には小原PGがいて、土屋Gを誕生させた
方である。
小原PGの言葉にロータリーは｢60歳からの男
の生きざま｣がある。

ところで、この『ロータリーの友』へのご投稿
についてのお話ですが、たとえ、予算や規模から
言えばささやかな活動でも、ほかのクラブが参考
になるような、また、地域社会や国際社会の人々
にとって本当に役に立つすばらしい活動は、たく
さんあると思います。是非とも、それらの活動を
記事にしたいと思います。しかしながら、すべて
の投稿を掲載することはできません。また制限字
数を超えるものは短縮して掲載しています。詳細
については今月号（2010年4月）の13ページに載
っています。
最後になりますが、投稿原稿が『ロータリーの
友』誌に載るためのポイントです。
1．事前に活動の流れを確認して、どのような写
真を撮るか考えておく。
2．日本全国の人が読むということを意識して原
稿を書く。
3．読者が興味を持ち、役に立つことを書く。
4．新鮮なネタを提供する。
以上で、本日の卓話とさせていただきます。あ
りがとうございました。
− ３ −

・カバナーとして、クラブ活性化の応援団長と
して効果的なエールを送りたい。
・職業奉仕をロータリー復興への最枢要委員会
と位置づけます。
ロータリーのロータリーたる所以は職業奉
仕への取り組みにある。他の奉仕団体と一
線を画す。我が国のロータリーは原理原則
を重んずる格調高いロータリーを展開して
いる。職業奉仕＝職業倫理の高揚という
｢垂直の内面的芯棒｣が日本のロータリーに
再び蘇ったとき、日本のロータリーは危機
を脱することができる。
・クラブ研修委員会を職業奉仕委員会の中に設
置してください。
クラブの 物差し をもつこと。
・ロータリー綱領
・四つのテスト
が四宝だ。

・決議23-34
・ロータリアンの職業宣言

・CLPの議論 推進派中村ガバナー 他のPG
との強烈な確執、仲違いがある。
ＲＩとＲＩ事務局は違う、事務員780名もい
る。金がかかる。金送れ。金送れ。の大合唱。

・会長として初めて、クラブ会員の前に立った
時、会員からの善意の笑顔を感ずる瞬間がロ
ータリーにおける真髄だそうです。

本阿弥光悦の母親｢人は所有が多ければ多い
ほど所有物に心を奪われて心はものの奴隷
となってしまう……｣環境委員会は、木を植
えるというような具体的活動ではなく、私
たちが学ばなければならない人類生存への
知恵や哲学をロータリーに持ち込む委員会
として設置していただきたいと願います。

・社会奉仕委員会の中に環境委員会を設置して
ください。
地球規模の環境問題。

生活保護的な援助ではなく、他のロータリークラ
ブにはない、奨学基金委員会は尊重し継続すべき
であると意見が多くを占め、その費用の中身につ
いては今後の理事会において、その対象を検討す
るという方向になりましたので報告致します。ロ
ータリー年度と学校年度のズレがありますのでご
寛容の程をお願いいたします。
皆さん、今日は。松戸西R.C、石井弘様、杉浦
昌則様、松戸東R.C、山岡仁身様、ようこそお出
掛け下さいました。ごゆっくりおくつろぎ下さい。
この4月は雑誌月間です。1911年1月にポール・
ハリスのエッセー「合理的ロータリアニズム」が
掲載された，『The National Rotarian』と呼ばれる
12ぺ−ジの会報が出版されたのが始まりで、日本
の『ロータリーの友』は1953年に創刊され、現在
103,600部毎月出版されております。本日は雑誌、
会報委員長の待山会員の卓話がありますので、委
細につきましては、委員長の待山会員に譲ります。
さて、卓話のあとに本日は伊原会長エレクトの
次年度会長としての研修会を終え、いよいよ伊原
年度の始まりです。今日は次年度RI会長方針、第
2790地区織田吾郎ガバナーの方針等の話がありま
す。ご静聴ください。
【歳月人を待たず】、私の年度も早3ケ月を残す
のみとなりましたが、皆様の多方面にわたるご協
力により、無事9ケ月を過ごすことができました。
引き続き宜しくお願い致します。
ここで皆様にお知らせしておきたいことがござ
います。先の国会におきまして可決致しました高
等学校授業料無料化に伴う松戸ロータリークラブ
奨学基金委員会の対応についてです。中長期的な
活動について検討をお願いいたしております。小
泉勝司会員をはじめとするクラブ委員会と、小林
登奨学基金委員会委員長を交えた会合をもちまし
た。その結論は現在奨学金を受けている5人の1年
生に関しては、諸般の経済状況を加味し，図書費、
就学、部活その他の費用等のため継続支給をおこ
ない、今後は、今までより以上の向学心旺盛で、
より以上の成績優秀な生徒のための援助とし、募
集に関しては、より厳選な調査を前提としました。

１号議案
２号議案

３号議案
４号議案
５号議案

６号議案

チリ大地震支援依頼について
各会員に支援金を募ることに決定
新旧役員会を6月2日 午後6時より
開催することで決定
開催場所については後日報告
親睦旅行について
例年通り全員登録にすることに決定
逆井会員より転勤に伴い、当クラブ
退会申し出があり承認
伊原会長エレクトより 当クラブ名
誉会員である椎名和司名誉会員を来
年度も名誉会員として推薦する旨、
提案があり承認
次期年度にあたり社会奉仕委員会の
中に環境委員会を、職業奉仕委員会
の中に研修委員会を設置することに
ついて伊原会長エレクトより提案が
あり承認

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内
① 来週14日の例会は移動例会です。開催場所は
島村善行会員の島村トータル・ケア・クリニッ
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クになっておりますので、お間違いのないよう
お願い致します。
② 本日例会終了後理事会がございます。該当役
員の方はご出席のほどお願い致します。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① 第2790地区ガバナー事務所より2009-2010年
度地区大会の動画が地区HPにアップされてい
るのでご覧くださいとの案内が来ております。
② また地区主催『第10回全国障害者スポーツ大
会』支援チャリティディナーの案内が来ており
ます。５月28日 午後６時よりホテル ザ マ
ンハッタンにて開催されます。
③ 地区よりハイチ地震義援金送金の報告が来て
おります。地区内77クラブ合計2,125,852円が送
られました。ちなみに松戸RCは38,000円です。
ご協力ありがとうございました。
３．他クラブ会報・その他
特にございません
４

例会変更の連絡
◇沼南RC
４月22日 の例会は４月20日
同例会及び親睦ゴルフへ振替
点鐘 ８：30
場所 ザ・クレストホテル柏
◇柏西RC
４月23日 の例会は４月20日
同例会及び親睦ゴルフへ振替
点鐘 ８：30
場所 ザ・クレストホテル柏

の第10分区合

の第10分区合

５．その他報告
特にございません

■会員誕生日
小川
一君
森田 雅久君
大川 吉美君
柳澤 正敏君
橋口 和幸君

1日
9日
12日
16日
16日

■ご夫人誕生日
山田えつ子様
冨田 敬子様
田中 恵子様
中澤 千草様

11日（山田勝重夫人）
12日
13日
22日

■結婚記念日
杉浦（裕）
夫妻
松田
夫妻
小泉
夫妻
中山
夫妻
大川
夫妻

8日
16日
17日
19日
29日

■入会記念日
小泉 勝司君
杉浦
裕君
柳澤 正敏君
山田 達郎君

昭和54年 4 月 4 日（31年）
昭和55年 4 月 2 日（30年）
平成 7 年 4 月 1 日（15年）
平成20年 4 月23日（ 2 年）

こんにちは、京葉銀行の逆井でございます。日
頃は私、逆井ならびに京葉銀行をごひいきいただ
きありがとうございます。
一部の方にしかご挨拶できておりませんが、4
月1日の人事異動で監査部へ転勤となりました。
と同時に松戸ロータリークラブから退会すること
になります。本来はこの場でご挨拶するべきでは
ございますが、本日は全店支店長会議で出席でき
ませんことをお許しいただきたいと思います。先
方着任は来週の月曜日となります。
振り返ると松戸支店勤務も1年9ケ月だけで、松
戸ロータリークラブや地域に対して何もできない
まま終わってしまったと反省しております。
松戸ロータリークラブは昭和31年に当時、京葉
銀行の前身である千葉相互銀行松戸支店で発起人
会を開催、設立が具現化し、当初から当行支店長
である染谷茂三郎氏が会計を務めたと聞いており
ます。この伝統ある松戸ロータリークラブの一員
であったことを誇りに思い、ロータリークラブで
学んだ奉仕の精神を常に持ち続け、今後、少しで
も社会のために貢献できるように心がけていきた
いと思っております。
後任となります新支店長の加瀬も引き続き入会
させていただきたいと思いますので、よろしくお
願い申し上げます。
また、新任地はJR千葉駅の近くになりますの
で千葉までお出かけの折は是非お立ち寄りくださ
い。お待ちしております。
最後に松戸ロータリークラブのますますのご発
展と会員皆様のご隆盛をご祈念申し上げます。
ありがとうございました。

− ５ −

【ニコニコBOX】当日￥ 87,000 累計￥1,107,430
【財

お客様
松戸西RC 石井様、杉浦様

入会祝･結婚祝 小泉会員

入会祝･結婚祝 杉浦（裕）
会員

入会祝 山田
（達）
会員

誕生祝 小川会員

誕生祝 森田
（雅）
会員

誕生祝 橋口会員

結婚祝 松田会員

会員50名
出席38名
仮欠12名

島村
竹内
申

善行君
博君
権君

本日出席率

石井
杉浦
山岡

弘様
昌則様
仁身様

義務会員40名
義務会員33名
義務会員 7名

大川 吉美君
下田由起男君

84.44％

松戸西RC
松戸西RC
松戸東RC

免除会員10名
免除会員 5名
免除会員 5名

太田原慎一君
奥村 祐二君

団BOX】当日￥

3,392 累計￥ 105,346

松戸西ロータリークラブ 会長 石井 弘様／
本日は、貴重なお時間を頂きありがとうございま
す。６月９日の25周年式典には多くの方の登録、
ご参加をお願い致します。
松戸東ロータリークラブ 山岡仁身様／本日、出
席させていただきました。昨年度は青少年交換、
お世話になりました。
小泉勝司君／結婚記念、入会記念の御祝、有難う
ございます。
杉浦 裕君／入会記念、結婚祝いありがとう御座
居ます。
田中忠行君／妻の誕生日のプレゼントありがとう
ございます。いくつになったかは知りませんが、
毎年楽しみにしているようです。お陰さまで私の
負担が軽くなり助かっております。
柳澤正敏君／桜花爛漫の候、皆様方には御健勝の
事と存じます。我が家では今年の春はわが世の春
を楽しんで居ります。３月に娘が大学を卒業し歯
科医師になりました。４月１日から不肖私が、松
戸市医師会会長になりました。さらに本日私の誕
生祝いと入会祝を頂き、誠に有難うございました。
これも偏に皆様方とのおつき合いがあればこそと
思って居ります。今後共、宜しくお願い致します。
中山政明君／結婚記念日のお祝い有難うございま
す。4月19日にて満36年目となりました。孫も外
に2人、内孫1人となり、春休みには孫３人とにぎ
やかでした。孫は来て良し帰って良しです。昨日
は妻と2人きりで静かな花見に行って来ました。
松田茂一君／結婚記念日祝いありがとうございま
す。今年で37年目になります。
森田雅久君／誕生日のお祝いありがとうございま
す。待ちに待った憧れの50代になり、やっと大人
の仲間入りをした気持ちです。
中澤雅彦君／家内の誕生月のお祝い誠にありがと
うございます。
小川 一君／誕生日のお祝いありがとうございま
した。
橋口和幸君／誕生記念品を頂きありがとうござい
ました。おかげ様で47年目を迎える事が出来まし
た。これからも健康に気を付けガンバリますので
よろしくお願いいたします。
山田達郎君／入会記念ありがとうございます。入
会から２年が経ちました。今後共よろしくお願い
いたします。
文責／中田
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