
 

 

国際ロータリー 第2790地区 第13グループ 
 

 

松戸北ロータリークラブ会報 

 「四つのテスト」 言行はこれに照らしてから 
 

          １・真実かどうか 

          ２・みんなに公平か 

          ３・好意と友情を深めるか 

          ４・みんなのためになるかどうか 

 

第2219回 例会 2018年9月19日(水)

第2220回 例会 2018年9月26日(水)
（第13グループ合同例会/情報研修会） 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週水曜日12：30より（第1例会18：30） 

流山市前ヶ崎717「柏日本閣」      

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101   

047-711-5950 / 047-711-5910   

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 

■国際ロータリー会長     バリー・ラシン  

■第2790地区ガバナー       橋岡久太郎 

■第13Ｇ アシスタントガバナー   野村 充  

■松戸北ロータリークラブ会長  髙橋 一彦 

■松戸北ロータリークラブ幹事   小澤 直之 

2018-2019年度   
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＜第2219回 例会プログラム＞ 
             

          12:30   点鐘                                高橋一彦会長  

                ロータリーソング斉唱  【♪我等の生業】  

          12:35   会食  

                    13:00   会長挨拶・報告                                       高橋一彦会長  

                               幹事報告                                              小澤直之幹事  

                    13:05   「ロータリーの友の歩み」について  

                           雑誌・会報・広報委員会     大川隆永委員長  

          13:25   社会奉仕基金発表        社会奉仕委員会     大塚精一委員長  

                    13:30   点鐘                                                    高橋一彦会長  

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 
  

 皆様こんにちは。 

 去る９月１６日に地区主催の「奉仕プロジェクト推進セミナー」に5大

奉仕委員長と共に参加して参りました。ご参加頂きました委員長に

おかれましたは長時間に渡りお疲れ様でございました。この場をお

借りしお礼申し上げます。 

 

 さて、当日の報告となりますが、初めに地区・奉仕プロジェクト統括委員長である平野弘和さまより今回

の研修において、ロータリーとしての奉仕理念を基調講演よりさらにご理解頂き、各クラブにおいて役立

てて頂きたいとの説明がございました。 

その後、基調講演ではタイより国際ロータリー第3360地区チェンライRCパスト会長、原田義之さまが来

日され、25年に渡るタイ国内でのロータリー活動と現地での経験談が事例を参考に発表が行われまし

た。特にタイ国内でも貧困度の高いアカ族への支援にお力を注がれている様でございます。特に水と衛

生、地域の識字率向上からの留学支援、米山奨学生にも多大な尽力を尽くされている方でございま

す。 

  

 現在はタイ国立ダムロンラートソンクロ高校においてボランティア教師を務められ、日本語、日本文化

をご担当されており、日本国内の各地区ロータリークラブよりのタイ国への支援活動を繋ぐ立場としてご

活躍の様でございます。困っている方々、またその地域に向けて奉仕する事がロータリー活動としての

課題の一つではありますが、実際に活動実施に至るまでの『心と行動力』の重要性が感じ取れ、大変に

参考になる講演内容でございました。 

 

 今後、松戸北クラブとしても各委員会において奉仕活動をさらに策案しなければならない時期であると

感じてはおり、多くの提案がなされると想像しますが、やはり、ロータリーの理念と原則原理に基づいた奉

仕活動内容に結び付ける事を忘れてはならないと思います。 

また、講演の中でロータリーバッジの素晴らしさについても語られました。 

 

 原田義之さまが初めてタイに渡り言葉も分からずクラブ訪問された時に、現地のロータリアンの心遣い

に大変に感銘を受けたそうでございます。我がクラブの森谷パスト会長よりの話もございました中国での

経験談と共通する内容でありましたので、ロータリーバッジの大切さを再認識させられる瞬間でもありま

した。 



 
 
  

                                                   WEEKLY  REPORT 

 

 

「ロータリーの友の歩み」について 

雑誌・会報・広報委員会：大川隆永委員長 
 

 9月は「ロータリーの友月間」という事なので、本日は「ロータリーの

友」について少しお話しさせて頂きたいと思います。その前に、皆さ

ん ９月が「ロータリーの友月間」であるという事をご存知の方はい

らっしゃいますでしょうか？ 

 

 RI理事会では９月を「基本的教育と識字率の向上月間」としておりますのはご存じの通りだと思います

が、「ロータリーの友月間」という表記については、知名度も低く、あまり目にする機会が無いので、ご存じ

で無い会員様も多いのかもしれません。 

 

 そもそも「ロータリーの友月間」と言いますのは2015―16年度にRI理事会で従来4 月に設定されてい

た「雑誌月間」を廃止したところ、国内多くのロータリアンから「雑誌月間は残せないでしょうか？」との声

を受けて、日本独自の特別月間としてロータリーの友委員会・ならびに同理事会により新設されたもの

であります。「米山月間」と同じく日本独自のものであります。 

 

「ロータリーの友月間」の目的と致しましては『ロータリーの友』を推進し、奉仕プロジェクトのアイデアや、

新会員の勧誘、ロータリーへの情熱の喚起のために、『ロータリーの友』をどう利用できるかについて話し

合うこと、そして会員の義務でもある雑誌の購読や記事の紹介を会員に強調することです。その様な事

から「ロータリーの友の購読義務」と「ロータリーの友の歩み」についてご説明させて頂きます。 

 

「購読義務」について 
 購読義務については皆さんご存知の通りだと思いますが、定款第17 条におきましてロータリークラブ

の正会員は、ＲＩの機関雑誌またはＲＩ理事会が承認した地域雑誌の有料購読者となり、会員であるか

ぎり購読を続けることを、会員身分保持の条件としなければならないと定められております。 

 

 RIの機関雑誌と申しますのはアメリカの国際ロータリー（ＲＩ）本部で編集・発行しております『The Ro-

tarian』の事をいいます。それとは別にＲＩ理事会が承認した地域雑誌は全世界に32 誌あります。『ロー

タリーの友』は正にその内の１誌であり、1980（昭和55）年7 月号より、日本のロータリークラブのための

公式地域雑誌としてRIが指定したロータリーの地域雑誌であります。         

【次ページに続く】 

 
＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

（1）例会変更のお知らせ 

   松戸中央ロータリークラブ  

9/27の例会が9/26 移動例会（５クラブ合同例会）  

場所：柏日本閣に変更となります。 
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【前ページより】 

因みに発行部数については 

    １．RIの公式雑誌    『The Rotarian』       500,000部/月 

    ２．インドの地域雑誌  『ROTARY NEWS』      97,000部/月 

    ３．日本の地域雑誌  『ロータリーの友』        95,500部/月 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『ロータリーの友』にはロータリークラブやロータリアンの活動を紹介するとともに、『The Rotarian』から指

定される記事を、横組みページに日本語に翻訳して掲載しています。指定記事と申しますのは世界中

のロータリアン約120万人が目にするものであり、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 OUTLOOK」

等がその代表的な記事となります。 

 

 また、『ロータリーの友』の縦組みのページにはロータリアンとしての意見や経験談、職業上の知識など

を掲載して、ロータリアン同士が議論し、交流を図る事を目的とした「友愛の広場」というコーナーが提供

されております。１冊２１６円となりますが、先程、申し上げました様に、定款では購入ではなく購読と書

いてあります。更に購読が会員身分保持の条件と定められておりますので,無駄にせず、ぜひご一読くだ

る様お願い致します。 

 

「ロータリーの友の歩み」について 
 事の発端は1952（昭和27）年4 月25 日、大阪市で開かれたました地区大会で、次年度から日本が

2つの地区に分割されることが決定していました。それまでは一つの地区としてまとまっていた日本の

ロータリアンが東西２地区に分かれるわけですから、寂しさと期待の入り交じった雰囲気が当時の人たち

にはあったようです。そのようなロータリアンの気持ちから、2 地区になってからも連絡を緊密にするた

め、共通の機関誌の創刊が企画されました。 

  

 機関紙発行に向けて第１回の準備会は大阪で開かれました。当時、大阪ロータリークラブの星野行

則氏が第60区（日本）のガバナーであったこともあり、同クラブの露口四郎氏が幹事役となって開催さ

れました。東京、横浜、京都、大阪、神戸の各クラブ代表者が出席されたそうです。 

 

 共通の雑誌ということでしたが、東と西とでは雑誌に対するイメージがかなりくい違っていたようです。

西の星野氏は「謄写版刷りの簡単なものでよいから早く発行すべき」という意見であり、一方、東では

「謄写版では手軽すぎて恒久性がない、はじめからある程度きちんとしたものを望む」という考えであっ

たため、最初の会合では具体案の作成までには至りませんでした。 
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 そして第２回の準備会が岐阜ロータリークラブの遠藤健三氏の世話で、1952（昭和27） 年7 月、岐

阜県の長良川ほとりの大竹旅館で開かれました。この時は、第１回の準備会よりも具体的になり、議論

も沸騰したようです。ここで機関紙について次の内容が決定しました。 

    

    1．編集委員は合議制とする。 

    2．東京で発行する。 

    3．定価50 円とするが、広告を取って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。（横書き、縦書きで意見が分かれ、各クラブの意向をうかがうため一般投票を 

                行ったところ、2 対1 の割合で横書きが採用されることになった）。 

    6． 創刊は1953 （昭和28）年1月号とする。 

 

 雑誌名称は、先程、申しました通り第2 回準備会で、投票によって遠藤

健三氏提案の『ロータリーの友』に決定しました。この名称に対して、柏原

孫左衛門氏（東京RC会長）より、おつまみの『ビールの友』からヒントを得た

のではとの発言があり、爆笑となったそうですが、遠藤氏自身、後日の談

話で『主婦の友』からヒントを得たと述べていたとのことです。定価に関して

は東西が対立し、遠藤氏の仲裁案である50 円に決定しました。 

 

 雑誌の体裁としては西の謄写版ではなく、東の活版案になった訳です

が、活版で作成すると原価が93 円75 銭かかり、予算が不足することは

明らかでした。それを承知で遠藤氏は50円という仲裁案を出すときから広

告を取って補てんしなければならないと考えていたようです。 

  

定価100 円は1962（昭和37） 年12 月号まで続き、その後1974（昭和49） 年12 月号まで定価110 

円が続きました。ところが、印刷代や諸物価の上昇により、1975（昭和50） 年1 月号から定価200 円

になり現在に至っております。現在でも『ロータリーの友』にとって広告は大事な収入源であり、1975 年

以来の200 円を維持していくためにも、この広告収入が一役買っているとの事です。ちなみに、広告掲

載はカラー１ページで680,000 円との事ですのでご希望の方は（株）駿河台広告社『ロータリーの友誌 

取り扱い代理店』にご連絡くださいとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に、今年度の雑誌委員会と致しましては購読義務向上の為、皆さんの中で『ロータリーの友』の

気になった記事について、発表して頂ける方を募集しております。その際にはお気軽にお声かけください

ますよう宜しくお願い致します。 
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第１３グループ合同例会・情報研修会  

９月２６日(水）１２:３０～ 於：日本閣 
 

     松戸ロータリークラブ    第３０１６回例会 

     松戸東ロータリークラブ   第２３５４回例会 

     松戸中央ロータリークラブ 第１７４５回例会 

     松戸西ロータリークラブ    第１５２８回例会 

     松戸北ロータリークラブ    第２２２０回例会 
 

 

＜第１３グループ 野村ガバナー補佐挨拶＞ 
  

 皆様、こんにちは 第１３グループガバナー補佐の野村です。 

皆様に於かれましては本日の合同例会、情報研修会への御出席あ

りがとうございます。 

 又、本日の講師 本年度奉仕プロジェクト統括委員長 平野弘和

様、研修委員会委員長 並木鷹男様、委員の花島和宏様には吾々

の為に遠く木更津、千葉、柏からの御来松 誠にありがとうございま

す。 

 

皆様に於かれましても、暑さ寒さも彼岸までと申しますが釣瓶落としの如く日が短くなって参りました。 

昨今、季節の変わり目はとかく体調を壊し易うございます。どうぞ御自愛頂ければと思います。 

 冒頭、吾１３グループの特徴という事で私見を述べさせて頂きます。松戸各々５クラブは相互に仲の

良い、居心地のそして風通しの良いクラブ同士である事に尽きると思います。 

 この事は松戸５０万人都市各界を代表する名士、御歴々の皆様が各々ロータリーに属されている事

もさる事ながら、第２７９０地区の最早レジェンドとも言える圡屋亮平パストガバナー、石井亮太郎パスト

ガバナー又、本日の研修のサブリーダー得居仁パストガバナーに於かれましても決して上から目線にお

話をされる事に「ロータリアンが１００人居たら、１００通りのロータリーがあっていいんだよ」と問わず語りに

お話しされます。こんなことも私の様な下々が伸び伸びやらして頂いてる遠因かなと思っております。 

  

 本日は、合同例会でございますので、各々RC会長の挨拶が本日のレジメに沿う形であろうかと思いま

す。本日半日の合同例会、情報研修会が皆様方にとりまして有意義な会と成ります事を祈念申し上げ

私の発表と挨拶にさせて頂きます。    

ありがとうございました。 
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＜髙橋一彦会長挨拶 「我がクラブの社会奉仕について」＞ 
  

 「我がクラブの社会奉仕」 

 

 松戸北ロータリークラブの奉仕活動として挙げさせて頂くのは、30年

ほど前に我がクラブ物故会員であります故坂田長作氏、故高橋次三

郎氏よりの提案で、近隣地域の生涯を持つ子供達に「芋掘り」を体験

してもらおうと始まり、長期に渡り当クラブ社会奉仕委員会を中心に毎

年実施しております『芋掘り大会』です。 

 

 『芋掘り』と申しましても、実施に至るまでの農作業を業者に委託している訳ではなく、松戸北クラブ会

員による全員参加形での農作業を行っております。 

 会場となります用地につきましては当クラブ会員の所持されている畑をお借りしております。準備につ

いては4月初旬の雑草除去から始まり、5月の肥料散布から中旬での畝作り、そして苗付けとなります。

また、7月から9月には草取り並び「芋のツル返し」と多くの作業工程がございますが、全てクラブ会員の

手作業によるものとなります。 

 幸いな事ですが、過去に農業を経験された先輩会員が数名在籍しておりますので、その指示のもとに

若手会員が率先して体を動かしており、クラブとしても結束力、新旧融合、また親睦の場として大変に

有り難い活動となっております。 

 

 尚、今期も10月10日に芋掘り大会を予定しており、近隣小中学校なかよし学級より教員、親族含め

約120名ほどの参加回答を頂戴していますので、会員も含めますと約150～160名参加による活動と

なります。 

当日に至るまでの会員の苦労も参加される子供達の笑顔や歓喜の声、父母方々よりの感謝の言葉を

頂戴しますと、ロータリアンとしても努力に値する奉仕活動でありその後も継続をして行ければと考えて

おります。 

 

 また、3年前には地区補助金を利用させて頂き財政的にも大変に助かりました事が記憶にございま

す。学校から芋掘り畑までは送迎の為に大型バス等をお願いしており、予算の大半がこの費用に充てら

れるのが実情であります。今期までは補助金規約より願い出る事はできませんでしたが次年度に向け

申込みを検討しております。 

また、松戸北クラブとして他の奉仕分野にも目を向け、ロータリーとしての原則原理に基づいた事業を

思案して行く事に努力して参ります。 
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社会奉仕基金１ 円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 

  

＜わくわく探検隊支援のお礼 ＞ 
  

 先日、9月15日の土曜日に

高橋一彦会長の参加をいただ

き、第20回目となる「わくわく探

検隊」が行われました。 

小金の有志が集まって発足し

た｛小金の街をよくする会｝が中

心となって、子供たちに郷土愛

を持ち、ふるさと意識を持って

もらうために行っています。 

松戸北ロータリークラブ他いろ

いろな団体より支援をいただき

有り難うございます。 

  

今年は町の中20か所を選定し、そこを4,5年生5－6人のグループで4か所位を回って、街を体験し、

実感する事が目的です。各箇所の説明員は事前に6年生5,6人

のグループがが地元の人から勉強して、4,5年生に説明します。 

例えば、駅前の和菓子店で和菓子作り、銀行の業務の体験、ド

ラッグストアの研修所の見学、元ロータリアンの「玉屋」旅籠の見

学、昔遊びの体験等参加人員4,5,6年生他総勢350人程が参

加して行わ、安全に行うことができました。ご支援有り難うござい

ました。    

         （2018年9月18日わくわく探検隊協力委員より） 

  

＜情報研修会 閉会の御礼 野村ガバナー補佐挨拶＞ 
  

 皆様、合同例会、研修会と長時間に渡りお疲れ様でした。 

そして講師の平野様、サブリーダーの得意パストガバナー、地区研修委員会の皆様、本当に有り難うご

ざいました。 

 ＲＩ会長テーマ「BE THE INSPIRATION」の言う“意識改革”橋岡２７９０地区ガバナーの掲げられる「伝

統と未来」“誇りと連帯感”を理解する上で「わかりやすいロータリー」という平野様の体験をと通した本日

のテーマでおぼろ気ながら解ってきたような気が致しました。 

創設１１３年を迎えるロータリーも輝かしい歴史の中で光と影、ライト＆シャドーが生じて参ります。こんな

時、正に吾々ロータリアンが原点に立ち帰る事の意義を教えて頂けたような気が致しました。いづれに

致しましても本日１日ご苦労様でした。 

 最後に本日の会の準備を早朝よりして下さった同胞の松戸北ＲＣの皆様、又急な会場申込の開催に

も拘らず設営・準備をして下さいました日本閣のスタッフの皆様に感謝申し上げ、本日の閉会御礼の挨

拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 


