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第2605回例会（4月15日）☆司会

十亀健志 副SAA

点鐘 …髙橋 宏会長

会長報告

斉唱 …我らの生業

◎ガバナー事務所

より

・２０１６規定審議会立法案提出のお願い

ゲスト紹介

・インターアクト通信
・ガバナー月信

４月号

第１０号（４月号）訂正・変更

◎ロータリー米山記念奨学会

より

・ハイライトよねやま１６９

幹事報告
◎例会変更
・寒川ＲＣ
5月 5日(月) →
19日(月) →

休会(祝日のため)
18日(日) ～ 19日(月)

創立移動例会に振替
26日(月) →

髙橋 晃様
RI第2780地区 ロータリーの友・地区代表委員
（海老名RC）

(焼津温泉「松風閣」)

12:30点鐘

事業所訪問

例会後､ヨコレイ(株)伊勢原物流センター訪問
・厚木県央ＲＣ
4月25日（金） →

26日
（土）公開例会

「今、首都直下型地震が来たらあなたはどうす
る？」被災地

語り部

から聞く生の体験

場所：厚木商工会議所 5階
5月 2日（金） → 休会(定款第6条第1節により)
5月16日（金） →
例会

会場変更

5月23日（金） →

相模人形芝居鑑賞
厚木商工会議所 5階
移動例会

アサヒビール工場見学
◎週報
吉田 幸一郎様
司法修習生（常磐法律事務所）

・座間ＲＣ

今日のお祝い 「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」
＊事業所開設

＊会員誕生日

＊結婚記念日

山口巖雄君（5月1日）

三宅壯平君（24日）

小野

吉川博宣君（5月1日）

会田義明君（27日）

壽永純昭君（23日）

和田勝美君（5月1日）

和田勝美君（5月5日）

滝澤

勇君（29日）

米山尚登君（5月11日）

吉岡

敏君（5月3日）

今日の例会（2014 年 4 月 22 日）
次年度委員会例会
担当：次年度会長 前田賢一君

修君（22日）

次回の例会（2014 年 5 月 13 日）
調整中
担当：市川信也君

雑誌委員長 本多正彦君

委員会報告

海老名クラブの髙橋晃さん、雑誌月間の卓話を御快

新世代奉仕委員会
・開催の第２回厚木ロータリークラブ会長杯の
ティーボール大会のご案内です。
・会員の皆様に観覧においでいただきたく、お願い

諾いただき有難うございます。地区の「ロータリーの
友」代表委員として最新の情報を期待しています。
田口周介君
誕生日のお祝いありがとうございます。まもなく50

致します。
・大会のスケジュールは次の通りです。

歳です。まだまだ飲み盛りです。
鈴木茂男君

日時：５月６日（火）
会場：及川球技場

4月20日の結婚記念日のお祝いありがとうございま

開会式：午前９時３０分

す。34回目の記念です。

閉会式：午後３時３０分

今井一男君

・会員の集合時間は午前９時です。
・会員が１０名以上ご参加のときは、開会式直後
に、他のチームと試合を行い、ティーボールを体
験していただきたいと思います。

スマイル
髙橋

前回、入会記念のお祝いをいただきありがとうござ
いました。入会時の気持ちを忘れずに頑張ります。
西迫

哲君

今年の初めから海老名ドライバーズスクールにて自
動二輪大型教習を受講しておりましたが先日無事卒

晃様（海老名RC）

業検定に合格いたしました。本多さん、ありがとうご

本日は卓話に伺いました。久し振りの訪問です。宜し

ざいました。今後もおしえていただいた事を忘れる

くお願いします。

事なく交通安全に努め、オートバイライフを楽しみ

髙橋

たいと思います。

宏会長・常磐重雄幹事

ロータリーの友 地区代表委員の髙橋晃様、本日の卓

具島健太郎君

話よろしくお願い致します。ロータリーの友に関す

妻の誕生日祝いありがとうございます。週報を見て

るお話し楽しみにしています。

気付きました。今日帰りに早速プレゼントを買いに

髙橋

行きます。

宏会長

先週の事業所開設のお祝いありがとうございまし

壽永純昭君

た。スマイルが遅くなりすいませんでした。H15年

髙橋晃様
（海老名RC）本日は講演ご苦労様です。地区

に法人設立し、11年目を無事迎えられました。今後

代表委員として
「ロータリーの友」編集にたずさわり

ともよろしくお願いします。

大変だと思いますが、
お身大切に。

常磐重雄幹事

山口巖雄君

当事務所で2 ヵ月研修中の吉田さんをおつれしまし

髙橋先輩ご苦労様です。宜しくご指導下さい。やさし

た。来年の１月には弁護士になる予定です。見分を広

くネ…

めたいとのことですので宜しくお願い致します。

西嶌洋一君

次年度

会長 前田賢一・幹事 滝澤

勇

髙橋さんようこそ。本日はご苦労様です。勉強させて

先週は次年度理事・役員・委員長会に多くの方に参

いただきます。

加を頂きましてありがとうございました。次年度に

三橋一皓君

向け有意義な時間であったと思います。又、今週末の

所用で中退いたします。

地区研修協議会にはご参加の方、よろしくお願いし

米山尚登君

ます。
本多正彦君
4月6日～ 15日（本日）まで、春の全国交通安全運動が
行われています。期間中の一昨日の13日までの8日間
で死亡事故が県下で11人(4/1 ～ 4/13で13人）と多発
しています。歩行者、自転車の犠牲者が夫々 4人の計
8人です。残念ながら全国でワースト2位、交通安全に
御協力下さい。

所用により早退します。

今日のお花

著莪（シャガ）
（本多正彦君）
アメリカハナミズキ（赤白）
・ボタン（壽永純昭君）

卓話 ロータリー雑誌月間「これからの『ロータリーの友』」
担当：雑誌広報年史委員長 本多正彦君
講師：ロータリーの友・地区代表委員 海老名RC 髙橋

晃様

「ロータリーの友」誌について
４月は雑誌月間ですので「ロータリーの友」についてお話しします。
（１）
「ロータリーの友」はロータリーの機関紙であり情報誌であります。
皆さんも既にご承知ですがロータリーアン３つの義務、その一つは「ロータリーの友」の購読であります。
「ロータリーの友」は日本におけるロータリーの機関紙で、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（ＴＨＥ

ＲＯＴＡＲＩＡＮとロータリー地域雑誌の総称）の一員として発行さ

れているロータリーの地域雑誌であります。
地域雑誌としての「友」は、ロータリーアンがロータリー・ライフを深めるためにも、またクラブがＲＩ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言う事をまずご理解頂きたいと思います。
「ロータリー
の友」はロータリーについての最大の情報誌でもあります。ＲＩの最新情報や世界におけるロータリーの状況
やロータリー活動について最新情報を提供しています、また編集に際しては日本全国のロータリーアンが情
報や思いを共有できるようなより身近でより親しまれる様に編集されております。
（２）
「ロータリーの友」誌が電子化されました。
今年１月から「ロータリーの友」が電子化されました、この電子化により何時でも、何処でも「ロータリーの
友」を見る事出来て身近になりました、
「ロータリーの友」にアクセスしてページをめくりお読み頂き、ロータ
リーを学んで下さい。
（３）ロータリー雑誌のいろいろ
ロータリーアンの有効な「ロータリー情報」の活用の仕方は
世界情報は＝＝＝＝＝＝ＲＩ公式機関紙

ＴＨＥ

ＲＯＴＡＲＩＡＮ

日本の情報は＝＝＝＝＝ロータリーの友
地区の情報は＝＝＝＝＝ガバナー月信
クラブの情報は＝＝＝＝クラブ週報
（４）日本の公式機関紙「ロータリーの友」について
「ロータリーの友」は１９５３年（昭和２８年）１月に初刊されました。
創刊当初は３３００部、５２年後の２００５年７月号は１１、５万部で通巻６３１号になりました。そして
２０１３年７月号では９万５，５００部で有りました、２０１４年３月号は通巻７３５号となりました。

（５）ロータリーの友の由来
初刊に際し機関紙の名称がいろいろと議論され最終的には「タリーの友」と命名されました。この名称の由
来は当時の女性雑誌主婦の友にあやかって命名されたと言われますが別説としてビールの友からのヒントと
も囁かれ手います。この方が親しみやすいと考えました。
（６）
「ロータリーの友」編集方針
公式地域雑誌は「手続き要覧」に有るようにその雑誌を発行している地区のガバナーが任命した委員会が直
接監督する事になっています。
「ロータリーの友委員会」の委員長は地区ガバナーに対して「友」運営の一切に
ついての責任を負っています。
「ロータリーの友」は日本ロータリー３４地区のロータリークラブ会員ための
公式地域雑誌として、国内の地区、ロータリークラブ及び会員の活動状況を紹介して親睦を図り、また、国内外
における各種ロータリー情報を掲載することによりロータリー精神の普及、ロータリー活動の発展に寄与す
ることをその目的としています。
投稿原稿は紙面の都合上、総て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
ます。投稿規定は各欄を初め、あるいは末尾に掲載してありますので多くの会員の投稿をお待ちしています。
また、他人を誹謗する記事や公序良俗に反する記事は掲載できません。総ての投稿原稿の取り扱いは常任委員
会、編集部一任となっています。
多くの皆様の投稿お待ち申し上げます。
（Ｅメール

hensyu@rotary-no-tomo.jp）
）
「ロータリーの友」２７８０地区代表委員

出席報告

＜会員 37 名、出席対象 32 名＞

4 月 1 日例会

確定出席率 90.32％

4 月 15 日例会
出席 28 名 欠席 4 名 出席率 87.50％
＜事前メイク＞
黄金井康巳君（4月2日／伊勢原RC）
＜欠席＞
柳田純昭君、丸田隆弘君、小山賢司君、吉川博宣君

髙橋 晃

