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前回の例会 

2015年 4月 3日(金)第 1656回 

卓 話 「ロータリー雑誌フォーラム」 

卓話者  坂田兼則 広報委員長 

今週の歌「 君が代 」「奉仕の理想」 

「 バースディソング 」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い（４月度） 

 坂田兼則会員( 2日) 城岡陽志会員(19日) 

  三上 美江様(14日) 山中加須美様(23日) 

 池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い（４月度） 

  堀畑好秀会員( 9日) 嶽盛和三会員(14日) 

 笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

  

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：藤永 誉 

 

2015年 4月 10日 第 1656号 

 

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 

本日の例会 

 

時間 

 

 2015年 4月 10日(金)第 1657回 

卓 話 「この 1年を振り返って」 

卓話者  畑中 一辰 会員 

今週の歌「 我等の生業 」 

「 浜辺の歌 」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○皆出席表彰（４月度） 

 城岡陽志会員（第７回） 

 中川 澄会員（第５回） 

 

 2015年 4月 17日(金)第 1658回 

卓 話「 かんたんモノづくり 」 

卓話者 藤永 誉 会員 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜４月３日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           23名 

欠席会員             9名 

ビジター            0名      

2月 27日(金)の出席率   81.25％ 

 

今週の歌 
「浜辺の歌」 

 
あした浜辺を さまよえば 
昔のことぞ 忍ばるる 
風の音よ 雲のさまよ 
寄する波を 貝の色も 
 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓  話 
 

 

 

「ロータリー雑誌フォ－ラム」 

            広報委員長 坂田兼則 

 

 本日の卓話は、「ロータリー雑誌フォ－ラム」ですが、広報委員会では、毎週の週報と、

「ロ－タリーの友」を毎月紹介させていただいておりますが、週報については、事務局で

作成してもらっております。しかしながら掲載記事等については会員皆様からの情報が主

であり、今後共御協力をお願いいたします。 

 「ロ－タリ－の友」につきましても、例会にての委員会報告で紹介させていただいてお

りますが、何分時間が限られており十分な紹介はできません。 

 すでにご存知の会員さんも多くおられるとは思いますが、「ロ－タリ－の友」は1952

年（昭和27年）4月に日本の地区大会が開催され、日本の地区は、新年度の7月から東

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たので、分割されてからも互い

に連絡を取り合い、情報を共有するための機関誌として企画されました。機関誌につい

て本格的に議論されたのは同年８月の岐阜県での会合においてで、1953年１月から毎月

発行すること、価格を 50 円にすること、名前を「ロ－タリ－の友」とすること等が決

定されました。 

 又、その時には雑誌を縦書きにするか、横書きにするかも議論され、投票の結果当時

とすれば先進的な横書きが採用されました。 

 その後、俳壇や歌壇など横書きでは具合の悪い欄が始まり、これらを縦書きで入れる

ことになり、縦書き・横書きが入り混じるのは読みにくいとの読者の声を受け、１９７

２年（昭和 47 年）１月号から左開きは横書き、右開きは縦書きという現在の掲載方法

になりました。ちなみに左開き横書きの記事は RI の方針や地区、クラブの活動を紹介

など、いわゆるロ－タリ－の公式の活動を紹介しており、右開きの縦書きは会員のコミ

ュニケ－ションの場や、基礎知識を広めてもらう場所として会員からの投稿を中心に掲

載されております。 

 標準ロータリー・クラブ定款 第１４条 第１節には購読義務が規則としてきめられ

ており、「ロ－タリアンであれば、ロ－タリ－の雑誌を買って読まなければいけない」

となっております。 

 国際ロータリー（RI）の機関誌は、1911 年に創刊された「THE  NATIONAL 

ROTARIAN」が始まりであり、1912年に改称され「THE  ROTARIAN」として現在

にいたっており、当初の購読者は 3.000 人でしたが現在では 50 万人になっているそう

です。 

各地域で発刊している雑誌については、1977年に標準ロータリークラブ定款の改正に

より公式地域雑誌の規定が設けられ、RI が指定した公式地域雑誌を認めることになり、

日本の「ロ－タリ－の友」誌も1980年７月号から公式地域雑誌となっております。 

 公式地域雑誌の用件はいろいろあるようで、その一つに「毎年、年度の始まる７月号

の表紙には、国際ロ－タリ－の（RI）会長の写真を掲載する」というのもあります。 

 先ほどもお話しましたが、「ロ－タリアンであれば、ロ－タリ－の雑誌を買って読ま
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会長の時間 

委 員 会 報 告 

なければいけない」と標準ロータリー・クラブ定款に規定されておりますので、会員の

皆様には今後共「ロ－タリ－の友」を熟読いただきますよう広報委員会としてお願いい

たします。 

 

 

 

「報告事項二つ」 

会長 山ノ内修一 

 

春の親睦家族旅行はお疲れさまでした。非常に楽しい２日間でした。徳田委員長は

じめ親睦委員の皆様には大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。 

さて、今日は報告事項二つ。 

１．４月５日（日）のＮＨＫテレビ「サキどり」（８：２５～）で城岡会員のことが放

映されます。ぜひ観ていただきたいと思います。なお、このテレビ放映に関しクラブ

事務局から皆さんにメール（またはＦＡＸ）で案内しましたが、これは城岡会員から

頼まれたものではありませんので誤解のないようにお願いします。ただ、今後、同

様のことがあれば会長名または幹事名で流すようにしたいと考えます。いずれにし

ても、各会員の喜びや悲しみを皆で分かち合えるクラブでありたいと考えますので

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

２．元会員の正木さんが亡くなられたそうです。昨夜、小西会員が知らせてくれました。 

  謹んでご冥福をお祈りします。亡くなられた正確な日にちは分かりませんが、また

分かりましたら報告させていただきます。 

  

 

 

広報委員会 

「広報委員会だより」 

広報委員 池田茂雄 

 

広報委員会活動の近況報告です。 

(1)「ロータリーの友」についての嬉しいニュースです。当クラブ国際奉仕委員会の奉    

仕活動として今年2月6日(金)から2月11日(水)に、タイ国カンチャナブリ地区にあ  

ります小学校２校へ浄水器などを寄贈するため当クラブ会員９名が同国を訪問しまし 

たが、この記事が「ロータリーの友」誌に掲載されることが決まりました。嶽盛委員 

長おめでとうございます。 

 (2) 次に「ロータリーの友」についての残念なニュースです。昨年 11 月 23 日(日)当

クラブ主催により実施しました「子ども囲碁フェスタ・堺」ですが、今回で４年目と

なったこの行事の記事を投稿しましたが、今回は不採用となりました。１年目、２年

目、３年目と連続して友誌に掲載されましたが、新鮮味にかけたのでしょうか。残念

な結果となりました。 

 (3) 毎週の例会時に配付しております週報の発行ですが、事務局の協力により非常に
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

 

幹 事 報 告 

スムーズに発行できております。 

 (4)「当クラブホームページ」の更新についてですが、会員ごとの出欠状況やニコニコ

箱の個人別実績など事務局サイドで行ってもらっており、こちらについても非常にス

ムーズに実行できております。 

 (5) ＲＩ第2640地区 辻ガバナー年度において、クラブが負担すべき地区分担金を当

クラブは現在のところまだ支払っておりません。これは、予算の未承認など当地区に

おいてトラブルが続いていることによるものです。 

 従来から、当地区においては、①地区資金年間２千数百万円、②部門別資金年間３千

数百万円、合計年間６千万円前後の予算により活動してきております。資金がなけれ

ば、充実した活動は出来ません。一日も早い解決を望んでおります。ご参考までに、

お配りしております久保ガバナー年度の「地区資金会計報告」をご覧くださいませ。 

 

 

 

 

那須宗弘会員 永く欠席してすみませんでした。 

徳田 稔会員 先日28、29日親睦家族例会の旅行に無事行ってきました。楽しかった

です。 

城岡陽志会員 今回又、クラブに迷惑をかけました。一度ならず、二度まで申し訳あり

ません。処分が必要であれば処分して下さい。 

山ノ内修一会員 親睦家族旅行は大変楽しかったです。親睦委員の皆様、ありがとうご

ざいました。 

嶽盛和三会員 家族旅行大変楽しく参加させていただきました。 

       ♪土佐の高知のはりまや橋で坊さんかんざし買うを見た～♬  

       坊さんの名前、純信さん  娘の名前、おうまさん 

米澤邦明会員 山ノ内会長のあいさつで、「簡単措辞」を忘れていましたね。何かもの

足りませんでした。 

 計 ２６,０００円 

 

 

 

(１)配布物  ・週報 

(２)他クラブ例会変更のご案内 

 ・堺フラワーロータリークラブ 

  4月18日(土)→4月19日(日)11：00～「いちご狩り例会」 

於：いずみふれあいの農の里 

   5月2日(土)→休会  定款第 6条第1節の規定により 

  ・堺清陵ロータリークラブ 

   5月7日(木)→休会  定款第 6条第1節の規定により 

(３)クラブ友好推進委員長会議のご案内 

地区より、地区内クラブ間の友好とクラブ内の親睦について考える機会を持ちたいと
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そ の 他 

 

 

 

2015-2016年度 

 

ＲＩ会長 Ｋ．Ｒ.ラビッドラン氏 

 

（コロンボＲＣ・スリランカ） 

 

下記の通りクラブ友好推進委員長会議開催の案内が届きました。クラブの会長、理事役

員、親睦関係の委員長はじめ「親睦」について学び合いたい方はどなたでも出席をお願

いしたいとのことです。 

                   記 

日 時  2015年5月16日（土）14時00分～16時30分（登録受付 13時30分開始） 

場 所  テクスピア大阪 3階 第2研修室 

     〒595-0025 大阪府泉大津市旭町 22-45  TEL 0725-31-4401 

締 切  2015年5月1日（金）迄  

内 容 

 ・卓話「地区及びクラブ内の親睦とは」 和歌山ロータリークラブ会長 垂井 一 

・各クラブの親睦活動、友好推進について 

・各クラブの親睦事業の情報交換（グループセッション） 

 

 

  

第１０回  定例理事会 

2014-2015年度理事会構成メンバー 

山ノ内、中田、坂田、塩見、木畑、池田、徳田、宇瀬、嶽盛、城岡、中川、藤永、

笹山 

（計１３名中１１名参加で理事会成立） 

日 時 ２０１５年４月３日（金）例会後 

場 所 「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．仁徳天皇陵母権更新のお知らせと保険料のお願い ―承認 

２．その他 

１）米山カウンセラーの件  

・カウンセラーを米澤会員に引き受けて頂く － 承認 

２）次年度ガバナー公式訪問の日程は７月２４日（金）とガバナーエレクト事務所から

連絡がありました。 － 承認 

３）鹿児島北ＲＣとの友好クラブ関係について 

５月３０・３１に山ノ内会長・塩見幹事・木畑ＳＡＡ・中田会員の４名で訪問予定 

－ 承認 

４）地区の決議会について ・賛成する方針 － 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


