
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1310回 （本年度 39回） 

平成 27年 4月 23 日（木）  
 

雑 誌 月 間 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   若狭 滋則 会場監督 

唱  和 「4 つのテスト」 

会員出席報告 古越 孝男 出席委員 

本日の欠席者：徳安会員、髙木会員 
 

本日のミニ情報  
 
「職業奉仕の二つの標語」 
平成 26 年の研修で横浜港北ロータリークラブの桑原薫さん

が配られた「職業奉仕と二つの標語」についてのプリントを

本日お配りしました。ご一読ください。 
 

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 4 月 23 日） 
 
１．地区からの来信 
 1）会長エレクト宛に各資料の提出依頼がきております。 
※市川会長ｴﾚｸﾄ、宜しくお願い致します。 
① 効果的なﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとなるための活動計画の指標  

原本 1部  提出期限：6月 30日必着  
② ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書 2冊 提出期限：7月末日 

 (7月公式訪問のｸﾗﾌﾞは、公式訪問 2週間前) 
③ 週報 各 1冊 公式訪問の 2週間前まで 

（7月公式訪問のｸﾗﾌﾞは、最新 2 ヶ月分） 
④ 例会場付近の案内図 

※①は、次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の署名が必要  
①②③④次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐にもお渡し下さい。 

 
 2）ネパール大地震被災地への義援金の協力依頼がきておりま

す。（理事会にて協議） 
  会員一人当たり1,000円以上  送金期限：5月25日  
 
２．青少年交換学生の青山優子さんからレポートが届きましたの

で配付致します。 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（ 4 月 23 日）  
１．地区からの来信 
①クラブ事務局連絡会開催のご案内が届いております。 

  日時：2015年6月16日(火) 15：30-17：30  
場所：メモワールプラザソシア２１  

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎高津 RC  

5月 14日⇒16日(土)  
献血活動実施 溝口駅前広場 9：00-16：00 

5月 28日(木)  創立 30周年記念例会 ﾎﾃﾙ KSP 
6月 4日⇒7日(日) 多摩川清掃活動参加 9：00～ 

 

 
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 6月 11日(木)  

一泊移動例会 熱海ニューさがみや 点鐘 18：00 

３．他クラブ会報の回覧  川崎鷺沼 RC、 

４．本日例会終了後に、理事会を開催致します。理事・役員各位 
のご出席をお願い致します。 

５．次週 5月 21日(木)は、ドイツ公使参事官シュテファン･グラープ 
ヘア氏をお迎えして移動例会です。 

 クイーン･アリス ガーデンテラス日吉にて、12：30-14：30 の例会 
となります。急な変更となり申し訳ございませんが、お間違えの
ないようご出席ください。 

  

会員卓話 「ロータリーの友地区委員になって」 

◇長戸はるみ様  
川崎高津南 RC ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 

●ロータリーの友は 1952
年７月、日本のロータリー
が２地区に分割され、1953
年１月「ロータリーの友」が
創刊 

 1980 年７月から「ロータリ
ーの友」は国際ロータリー
の公式地域雑誌となりまし
た。 

ロータリ－の友地区委員と
は、全国３４地区から１名

の委員がでており３４名の地区委員で構成されています。 

毎月ロータリーの友の初めのページに各地区委員の名前が掲載
されています。本来、ガバナーが毎月集まり編集をするのですが
地方のガバナーの皆様は時間的にも無理です。その代りに選出
されているのが、ロータリーの友地区委員です。 

１．ガバナーエレクトにより依頼され、ガバナーの代理として全国３
４地区、３４名の委員から構成され、年に５～６回委員会があります。
ガバナヽ－を選出するクラブからなる事が多いのですが、2590 地
区はここ数年私も含めてそうではない時もあります。ガバナーエレ
クトの方や地区幹事、クラブ会長等の方もいますが、非常に大変
で兼務するのは大変という声が聞かれます。 

 ほとんどの地区委員は１年が任期ですが、私の前年度委員は２
年、他地区でも３年という地区もあり前年度委員・今年度委員・次
年度委員というようにそれぞれのガバナー、ガバナーエレクト、ガ
バナーノミニーからそれぞれ選出されて構成している地区もありま
す。 

２．毎月クラブ雑誌委員長には早めに友が届きますが、友委員に
もさらに早めに届き翌１５日までに１冊分のリポートを書いて提出し
ます。毎月開催される代表理事により、３４名分の書類に目を通し
検討して各委員に返送されてきます。 

 どの記事が興味を持って読まれたのか、質問があった記事は何
か等を把握する意味もあるようです。 

３．各クラブからのロータリーの友の申し込み数は原則会員数と同
じでなければなりません。 2590 地区は会員数と同数の申し込み
数が守られています、年に２回７月と１２月に会員数の訂正ができ
ます。 

４．各地区の会議において、インターアクト・ローターアクトの会員
にも「ロータリーの友」を読んでもらいたいという声がありました。し
かし有料なのと果たして読んでもらえるのなら良いが、読むかどう
か疑問という声もありました。 

提唱クラブが購読料を払うのかという問題もあります。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 ２１名 ３名 ９１.３０％ 

前々回(4月 9日)欠席 10名 Make up 3名 ８０.９５％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



５．友委員は直接編集には携わっていませんので、私に連絡す
れば掲載されると思う方がいますがそれはありませんので・・。 

６．地区大会をはじめ IM や周年行事などに「ロータリーの友委員」
としてご招待並びにご紹介して頂きますが、他地区は少ないそう
です。ガバナー自身がロータリーの友委員長に対する認識が薄
く、ほとんど他地区委員はお呼びがなく出席しても名前がなかっ
たりすることもよくあるそうです。この 2590 地区は「ロータリーの友」
に対しての認識が高い事を再認識する事ができました。それは
パストガバナーが数名理事や特別顧問にいるという事ではない
でしょうか。 

７．４月の「雑誌月間」の卓話依頼が１０クラブ程ありますが、他地
区ではゼロという声が結構ありました。お陰様で 2590 地区はロー
タリーの友の認識が他地区と比べて非常に高く、羨ましがられま
した。 

８．次年度は各月の特別月間の名前が大幅に変わります。「雑誌
月間」というのは無くなりますが、９月に「ロータリーの友月間」とい
う名前になるといわれています。２月号に次年度の特別月間の詳
細がのっていますので、次年度の理事の方は確認をお願いしま
す。 

2月号 

２月号に縦書きページ「わがまちそしてロータリー」に川崎市・武
蔵小杉周辺が紹介されました。このページは年間でどこがやると
決まっているのですが、２月号の予定していた地区が急に変更に
なり私が武蔵小杉周辺に住んでいるので１２月にバタバタと取材
をして掲載されました。全国の中から取り上げて頂きもう少し事前
の調べる時間があったらと思いました。 

2013 年～今年３月号までに掲載されたのが神奈川県は今月の
川崎だけですから、横浜市もぜひ掲載して頂きたいですね。次
年度の地区委員の方にお願いしましょう。この 

コーナーは各地区友委員の推薦からですので・・。 

３月号 

｢小さなクラブにあふれるヽ爽仕の心｣会員数が減少して思うような
活動が出来ないというクラブも少なくありませんが、少人数のクラ
ブでも出来る活動はあるという報告があります。当地区横浜あざ
みＲＣも紹介されていました。 

４月号 

 ｢今年度ロータリーの友地区代表委員座談会｣では女性委員だ
けの意見交流が掲載されています。今年度は４名の女性委員が
いるという事で企画されました、例年は１～２名だそうです。また
｢ロータリーアットワーク｣には地区補助金を使った事業が紹介さ
れていますので、クラブで参考にして下さい。現在「ロータリーの
友」は雑誌と電子版の両方で利用できます、多くのクラブは月１
回友誌を委員長または会長により紹介されています。 

●記事を投稿をされる前に 

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る 
(集合写真ではなく活動している様子の写真を) 

②日本全国の人が読むことを意識して原稿を書く 

③読者が興味をもち役に立つ事を書く 

④色具合が鮮明な物 

⑤新鮮なネタを提供する・実施後１か月以内に送付して頂きたい 

⑥周年行事や記念写真は掲載されませんが、そのための奉仕活
動はＯＫ 

他地区では雑誌委員長会議を開催している地区がほとんどあり
ません。クラブに雑誌委員長がないところが多く、ほとんどの地区
はロータリー情報・広報・IT委員会が兼ね 

ています。そして例会で雑誌を紹介している地区も少なく、会長
や幹事が毎月ではなく時々紹介している程度のようです。 

昨年、クラブ雑誌委員長会議を開催して皆様にアンケートをお願
い致しました。まとめたものをクラブに送付致しました。 

１.  ６０クラブ中紹介をしていないクラブが７クラブ他地区ではほ
とんど例会で紹介はしていないクラブが多いそうです。 

2. 2590 地区は友に掲載されることが多い地区で、毎月取り上げ
られています。 

同じクラブからの投稿記事が多く、クラブによって写真やパソコン
に強い会員がいると投稿しやすく、掲載されることが多いように思
います。他の地区も同様の傾向があります。 

＊次年度８号掲載予定に各クラブの珍しい例会風景やエピソー
ドをお聞きしています。変わった進行の仕方などありましたら、ご
連絡ください。詳細はプリントをお渡しいたします。「ロータリーの
友」を通してより多くのご意見、ご要望等がありましたらお聞かせく
ださい。今後共宜しくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうござ
いました。 

  

ニコニコ報告   古越 孝男 親睦委員 

長戸はるみ様 川崎高津南 RC ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 
今日はよろしくお願いいたします。 

小林 敏伸 様 川崎中 RC 
平素より大変お世話になっております。メークアップにお伺い
させていただきました。 

小林 正樹会長 
黒澤支店長大変お世話になりました。ありがとうございました。 

小林 正樹会長・髙瀬 建夫幹事  
大変いい季節になりました。運動という言葉、運が動くというこ
とでしょう。野球にテニス、ゴルフ野外に出て体を動かしましょう。
一句 アドバイス抜群なのに下手な人 長戸さん、今日はよろ
しくお願いいたします 

市川 功一 会員 
今日は長戸はるみ様、お忙しい中、ありがとうございます。「ロー
タリーの友」についてのお話、楽しみにしております。 

河合 束 会員 
黒澤さん、ご栄転おめでとうございます。 

黒澤 穣 会員 
2 年間という大変短い間ですが本当にありがとうございました。
非常に良い思い出になりました。大師に行きますが、これからも
よろしくお願いいたします。 

戸張 裕康 会員 
江口さんようこそ、法人会青年部ではお世話になります。今後も
毎週ここでお会いできるのを楽しみにしております。 

宮崎 玲児 会員 
江口様、今日はようこそ中原ロータリークラブへ！ 

ＳＡＡ一同 
ロータリーの友地区代表委員、長戸はるみ様、本日の卓話よろ
しくお願いいたします。 

親睦委員会一同 (古越 孝男 会員) 
来週からゴールデンウイーク。家族サービスに努めましょう。 

「みんなニコニコ」 会員卓話よろしくお願いします！ 
鈴木 次男会員・会田 公雄会員・島田 叔昌 会員 
若狭 滋則会員・山本  剛会員・都倉 八重子会員 

 

ニコニコボックス 本日 25,000円 累計 691,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 85,000円 


