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今月は「雑誌月間」という
ことで、ロータリーの雑誌に
ついてお話をさせていただき
ます。ロータリーの雑誌の始
まりは「THE ROTARIAN」
です。この雑誌は、1911年３
月に「The National Rotarian」
という名前で創刊されました。
その後、1912年米国ミネソタ州ダルースで開催
された第３回ＲＩ国際大会で「THE ROTARIAN」
と改称され、今日に至っています。購読者も当初
は3,000人程度でしたが、現在では約50万人に読
まれています。「Rotary World Magazine Press」と
いうのは、30の地域雑誌と「THE ROTARIAN」
の総称です。「ロータリーの友」は1953年（昭和
28年）１月に創刊され、現在98,400部発行されて
います。全国90,107名のロータリアンと2,300のク
ラブ、ガバナー事務局、海外の大使館、図書館や
市役所などに配布されています。本日は、この
「ロータリーの友」を掘り下げてご紹介させてい
ただきます。
３月25日に港区芝公園の「ロータリーの友事務
局」を訪ね、二神編集長とお会いしてきました。
普段、とてもお忙しい方のようで、なかなかタイ
ミングが合わなかったのですが、お会いしてみる
と、事細かに色々なことを丁寧にお話いただき、
大変感じの良い方でした。
Ｐ36をご覧ください。右に「職員」とあり、10
名の名前が記載されています。この10名は全員常
勤の職員です。左には、「社員」が６名記載され
ています。この方々は、「職員」という意味の社
員ではなく法人の運営等に関する一切の事項を決
議することができる「社員総会」の構成メンバー
である「社員」です。真ん中に「理事会」という
ことで、代表理事以下20名の理事と監事、相談役
が記載されています。このメンバーで月１回理事
会を開催し、業務執行に関する決定をしています。
Ｐ３に「ロータリーの友編集委員会」というも
のが載っています。毎年メンバーが入れ替わる単
年度制です。年３回の委員会全体会議と年２回の
ゾーン会議に出席します。この表の中に全地区の
ガバナーから任命された「地区代表委員」の方が
います。年５回の委員会に出席し、毎月各地区か
らネタや原稿、話題を集め編集部に提供し、毎月
「ロータリーの友」に対するリポート提出したり
するそうです。
代表理事以下７名の理事に５名の編集担当の５

名を加えた12名が毎月１回、編集会議を行い、
「ロータリーの友」の企画や方向性を決定してい
きます。そして、編集長以下６名の編集スタッフ
が、取材・ライティング・編集・レイアウト等、
印刷以外の全ての制作を行います。編集スタッフ
の毎月のスケジュールは別紙資料のとおりです。
毎回月末までに各クラブに到着するようスケジュ
ールが組まれていて、通常、25日完成、26日発送
ということになっています。
二神編集長の１ヶ月の動きというと、25日に発
行を終えると、早速、次号の企画・取材・原稿書
きが始まり、８日の締め切りに向け、編集・レイ
アウトの陣頭指揮に追われます。そして、10日に
は完全なデータに仕上げ、印刷業者に渡します。
編集の合間を縫って全国に卓話に回ったり海外に
行ったりと大忙しの日々を送っています。
また、編集長は２年に１回ＲＩ会長が招集する
「全世界の編集者会議」というものに参加し、そ
れがない年に開催される「アジア・パシフィック
の編集者会議」にも参加しています。それ以外に
も年５〜６回は取材や会議で世界中を飛び回って
いるようです。編集長は、大学卒業後知人の紹介
で事務局に就職し今年27年目を迎えるという超ベ
テランです。
事務局は、昨年一般社団法人となりました。そ
れ以前は任意団体でしたが、税務上は法人とみな
され法人税を納めておりました。「ロータリーの
友」の発行を中心に年間約３億円近い売上を計上
されているそうです。
今月号の表紙は、横組みが、知床半島で母親の
ヒグマが子連れで魚を探している様子です。縦組
みが、小諸城跡の懐古園から千曲川を見下ろした
様子です。昨年の今頃の編集会議で、今年度は
「自然」をテーマとした表紙でいこうということ
が決定したそうです。そして、岡井さんというジ
ャーナリストが表紙を解説することが決まりまし
た。そして、岡井さんの紹介でカメラマンが二人
決まり、昨年の５月に岡井さんの段取りで編集長
を含めた４人が会ったそうです。その日のうちに
数万枚の写真の中から１年間の表紙を飾る写真が
決まり、それらの写真について岡井さんがその場
でカメラマンにインタビューをし、後日解説文が
送られてきたようです。お二人の写真家は、かな
り有名な一流の写真家だということです。
横組みの表紙の裏をご覧ください。野村不動産
の広告が載っています。「ロータリアンが広告掲
載をしてくれるのですか？」と尋ねたところ「ロ
ータリアンかどうかはわかりませんが、ロータリ
アンにお願いをするということはありません。広
告代理店が正規に販売してきます」と答えていた
だきました。広告掲載料は資料の通りです。
「THE ROTARIAN」からの転用記事は同時掲
載をしなければなりません。「THE ROTARIAN」
の中で「ＲＩ指定記事」は同じ月の発行号で掲載
が義務付けられており、その他は推奨記事から任
意に選んで掲載をします。「THE ROTARIAN」の
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内容は、世界中の編集部が共通フォルダーを共有
し、ＩＤパスワードでいつでもアクセスして記事
を見に行けるようになっています。編集長が推奨
記事のタイトル等で「ロータリーの友」に掲載す
るかどうかを判断していきます。掲載する全ての
記事はスタッフが翻訳し、編集長が翻訳に間違い
が無いかどうかの最終チェックを入れます。
横組みＰ８〜Ｐ12の記事や縦組みＰ22〜Ｐ33の
記事は、地区代表委員の方々が集めてきた記事が
掲載されます。Ｐ13をご覧ください。これは3月
11日に起きた東日本大震災の写真です。先ほど述
べたとおり、毎月10日には完全データが印刷所に
回っております。本来、ここはニュージーランド
で起きた地震の写真とお見舞い記事でした。とこ
ろが、あの大地震が起きたということで、「ニュ
ージーランドではない、日本だろう」ということ
になり、締め切り後に大慌てで差し替えたのがこ
の写真と記事です。
縦組みの巻頭ページは、いつも各地の地区大会
などの講演要旨が掲載されています。これは、編
集長が事前に「ガバナー月信」や「会報」などで
講演のタイトルをチェックし、興味の沸いた講演
があると主催者に録音を依頼し、送ってもらった
ものを聞き、テープおこし（リライト）をして記
事にまとめ上げていきます。また、これぞという
講演がある場合には、編集長が自ら地区大会等に
出向き、取材をして記事を書きます。
「この人 この仕事」のコーナーは、やはり地
区代表委員の方に、地区の中から適任者を探して
もらいます。紹介があった方を取材するかどうか
を編集会議で決定します。取材することになると、
フリーライターに依頼をし、フリーライターがア

ポを取り、写真家とともに訪問し記事ができあが
っていきます。
「卓話の泉」は各クラブの会報から選び、掲載
しています。
「俳句等のコーナー」ですが、相当な数の応募
があるそうです。ここに書かれている選者は超一
流の名人だそうです。
「バナー自慢」です。当初は、こういう企画で
はなかったようですが、ものすごい数の応募があ
り、急遽このような企画になったようです。今ま
で280を超える応募があり、160以上のバナーが紹
介されないまま手元にある状態です。
「友愛の広場」も、すごい数の応募があります。
応募されてきたものは全部編集長が目を通し、採
用を決定します。中には手書きでの投稿もあり、
読めないことも多々あるようです。どうしても読
めない場合には本人と連絡をとるそうです。特に
編集長が若い頃は、明治生まれのロータリアンの
方の投稿も少なくなく、今では使われていない漢
字や言葉遣いが多く、これには本当に読めなくて
困ったようです。
私は、昨年の７月から毎月「ロータリーの友」
を紹介させていただいております。毎回、限られ
た時間の中で、皆様に何を伝えたらいいのかを念
頭に置きながら読んでおります。例会で紹介をす
る際は、「できるだけ短時間で紹介をする」とい
うことが課題となってきます。いつしか、たっぷ
り時間をいただいて丁寧に紹介をしてみたいもの
だ、と思うようになっていたので、本日、このよ
うに卓話の時間をいただいたことは、本当にうれ
しく思っています。本日は、ありがとうございま
した。

久しぶりの例会でありま
す。皆様、この2週間どのよ
うに過ごされたでしょうか。
東日本巨大地震の爪あとを知
れば知るほど、3月11日とい
う日は、この日本という国の
ターニングポイントになった日と思われます。終
戦記念日の昭和20年の8月15日と同じ意味を持つ
日となってしまいました。日本の復興の道筋は大
変に困難であります。今朝の新聞記事には、台湾
で避難学生をホームスティとして受入れるとか、
遠い南アフリカでは日本のためにチャリティライ
ブコンサートが開催されたとありました。原発の

終息は見えず、食品への風評被害も日増しに強く
なってきています。
さて島村俊充会員に米山奨学生カウンセラーの
委嘱状が届いています。米山奨学会は毎月14万円
をお渡しするロータリー運動の目玉であります。
前回の理事会で、大川吉美会員に些細ですが地震
のお見舞いを差し上げる決定がなされました。大
川会員と直接電話でお話しましたが、雇用確保な
どで宮城県釜石という地域での再出発が社会的に
望まれているということなので、自分はそれで行
くとのことでした。
草野進会員が会長の時に姉妹クラブ締結を調印
した台湾の台北天和ロータリークラブから義援金
が届きました。当初はレトルト包装した米を送る
などの話がありましたが結論として、日本円で
213万7000円を京葉銀行のニコニコボックス口座
にて受け取りました。加瀬支店長にはお世話を掛
けました。天和クラブの誠意にお応えするのが礼
儀です。最良の方法を模索していきたいと考えて
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います。
そこで、松戸クラブとしての義援金・奉加帳を
廻させて頂きます。若い頃、加藤栄会員から｢た
らいの水｣の話を聞いたことがあります。たらい
の水は手前に引き寄せると逃げていき、先方に押
すとこちらに戻ってくるという話でありました。
いい話であります。商工会議所からも当社に義援
金BOXが届いています。｢たらいの水｣の話をし
ながら社員全員に気持ち良く出してごらん、と言
いました。

時には｢超有人手動倉庫｣となります。想定外の地
震だったのでしょうが復旧に手間がかかりすぎ
で、高所ですから鳶職に依頼して解決していった
そうです。今回はイースト菌や包装資材など二社
購買の必要性を実感しました。もちろん回復した
昭和産業の製品も購入させていただく話はついて
います。
４月はロータリー雑誌月間であります。卓話は
ゴルフがとても上手な松本幸夫会員です。

私は食品業界にいますので、この震災でどんな
ことになっているか、かい摘んでお話したいと思
います。まず、片栗粉というのは北海道の馬鈴薯
でんぷんを原料として当社で小分けして出荷して
います。ホクレンの美幌工場よりJRの５トンコ
ンテナー・2台で25kg・440袋ずつをほぼ毎日購入
していました。ところが震災日を境にピタッとス
トップしてしまいました。地震で各地に停滞した
のでしょう。10日位たってから鉄道の回復見込み
が立たないので、しびれを切らして当社で20トン
のトレーラー車を手配して北海道まで買いに行く
決意をしました。聞けば、オホーツク側にある美
幌工場で積んで、苫小牧からフェリーに乗って海
上に出て、裏日本沿いに南下し新潟港に上陸して
松戸まで到着させるという。救援物資優先なので、
場合によっては福井の敦賀港に廻される可能性も
あるとのこと。別途自社負担運賃が25kg・80０袋
で金額は27万円。苦労させられています。現在の
物流はやや回復しました。
本職の方は パン粉 です。主原料は小麦粉です。
パンやラーメンなど用途は広く、販売シェアは日
清製粉40％ 日本製粉20％ 昭和産業10％ 日東富士
製粉10％です。四大製粉と言われています。その
他が中小製粉となります。カナダ、アメリカ、オ
ーストラリアから小麦として日本に持ち込まれま
す。宿命として臨海に立地せざるを得ない訳です。
松戸市の高橋製粉や栃木県などにある製粉工場は
山工場といわれ原料購入コストが別に発生する訳
です。一年前の雪和食品は仕入小麦粉の90％を昭
和産業に託していました。ところが半年ほど前か
ら色々な御縁が生じまして日清製粉や日東富士製
粉から購入するようになっていました。日清製粉
の銘柄によっては本年2月から購入開始したもの
もあります。結論としては｢超がつくラッキー｣で
した。原料仕入がスムーズにいきました。昭和産
業のメイン工場は茨城県の鹿島工場であります。
もろに大被害を受けました。信じられないでしょ
うが20万トンコンテナの外国船が座礁していたそ
うであります。壊滅とまではいえませんが、つい
最近まで出荷停止状態でした。昭和産業には神戸
にも工場がありますが｢焼け石に水｣でした。日清
製粉は鶴見と千葉に工場がありますが被害は軽微
でした。とはいうものの鶴見工場の立体倉庫から
１万袋が落ちたり、破れたり散乱したそうであり
ます。無人自動立体倉庫とは名ばかりです。修理
− ４ −

①

４月20日例会時に本郷谷松戸市長に義損金
213万円を渡します。
承認

②

プログラムの件
承認

③

松戸ロータリークラブの義損金105万円のうち
52万円（1人、10,000円分）を2790地区ガバナー
事務所に、残金は今後どうするか検討します。
承認

④

【入会】山田 達郎君
平成20年4月23日（3年）

【入会】加瀬
仁君
平成22年4月14日（1年）

【誕生】小川

一君 1日

【誕生】森田

雅久君 9日

【誕生】橋口

和幸君 16日

【誕生】三国

大吾君 30日

【誕生】篠宮

功君 11日

島村善行会員から、生活習慣病セミナーイン
松戸開催にあたり、松戸ロータリークラブに
協賛のお願い。
承認

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 例会終了後理事会を開
催します。

【結婚】松田夫妻 16日

２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
① ５クラブ親睦ゴルフ大会は中止となりました。
３．他クラブ会報・その他
特にございません。

【結婚】中山夫妻 19日

４

例会変更の連絡
特にございません。

５．その他報告
特にございません。

■入会記念日

柳澤

正敏君

■会員誕生日

加瀬

仁君

平成 7 年 4 月 1 日（16年）

9日

大川 吉美君 12日
柳澤 正敏君 16日

■ご夫人誕生日

冨田 敬子様 12日
田中 恵子様 13日
中澤 千草様 22日

■結婚記念日
【入会】小泉 勝司君
昭和54年4月4日（32年）

【入会】杉浦
裕君
昭和55年4月2日（31年）
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杉浦（裕）
夫妻

8日

小泉

夫妻 17日

大川

夫妻 29日

ます。何才だか知りませんが毎年お花を楽しみに
しております。
中山政明君／結婚記念日お祝いありがとうござい
ます。37年目となりました。２人だけの旧婚旅行
が多くなりました。去る２月20、21、22日と岩手
県三陸海岸の旅、宮古から南へ大船渡まで美しい
海岸と街並を観光してまいりました。ワカメ養殖
で有名なおいしいワカメのシャブシャブを味わい
ました。今ではあの美しい町が大変残念なことと
なりました。おくやみ申し上げたいと思います。
常盤映彦君／任務一覧を提出致しました。ご協力
宜しくお願い申し上げます。

伊原会長より島村俊充会員に
米山奨学生カウンセラー委嘱状

織田信幸君／所用に依り早退させて頂きます。
松田茂一君／結婚記念日のお祝いありがとうござ
います。37年目となります。
森田雅久君／誕生日お祝いありがとうございます。
小川会員

松葉会員

中澤雅彦君／家内の誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。
会員52名
出席48名
仮欠 4名

大川

三国

吉美君

大吾君

義務会員43名
義務会員40名
義務会員 3名
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小川 一君／誕生日のお祝いありがとうございま
した。

中田智次郎君

橋口和幸君／お誕生日のお祝いありがとうござい
ました。おかげ様で48才になりました。これから
もどうぞよろしくお願い申し上げます。

３月18日

山田達郎君／おかげさまで、入会して３年たちま
した。まだまだわからないことばかりです。今後
ともよろしくお願いいたします。

本日出席率
94.12％
先々週出席率修正 83.67％→85.71％

加瀬 仁君／誕生日のプレゼントと入会記念あり
がとうございます。何が起こるかわからない世の
中ですので１日１日を大切にしていきたいと思い
ます。今後ともよろしくお願い致します。

冨田善治君／結婚記念日と家内の誕生日併せてあ
りがとうございました。
小泉勝司君／結婚記念と入会記念の御祝いをいた
だき有難うございます。大分草臥れて来ましたが、
もうすこし、頑張ります。

三国大吾君／誕生日のお祝い有難うございます。
毎日を有意義に過ごしたいと思っております。
篠宮 功君／誕生日のお祝いありがとうございま
す。見た目は、30才ですが44才になりました。今
後共よろしくお願い致します。

杉浦 裕君／結婚記念入会記念ありがとう御座居
ます。
田中忠行君／妻の誕生日のお祝ありがとうござい
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ニコニコBOX

当日￥ 96,000

累計￥1,051,000

財

当日￥ 5,035

累計￥ 133,139
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