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前回の例会 

 2020年 9月 11日(金)第 1889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  「 R-O-T-A-R-Y 」「 長崎の鐘 」 

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 

〇皆出席表彰 (９月) 

 坂田兼則会員（第１４回） 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 9月 25日・第 1889号 

 

 2020年 9月 25日(金)第 1890回 

卓 話「つながりづくりから地域づくりへ」 

    ― 社会福祉士の役割とは ― 

卓話者 堺市社会福祉協議会北区事務所 

    地域活動推進係  

    係長 藤本 浩一 様 

紹介者 笹山 悦夫 会員  

今週の歌  「 我らの生業 」「 堺北ＲＣの歌」 

      「 大きな古時計 」 

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  

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ） 

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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：坂田兼則 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2020年 10月 3日(土)第 1891回 

「 創立 40周年記念例会 」 

 11：00 開会（10：30～受付） 

 11：45～食事会 

 於：南海グリル東店3Ｆ「宴」  

＊10月2日（金）は上記記念例会へ変更します   

＜9月11日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           30名 
出席会員           16名 
欠席会員             14名 

     ゲスト              0名 
    ビジター            0名 

本日の例会 

 

時間 

 

    今週の歌 「 大きな古時計 」 
  大きなのっぽの古時計 
  おじいさんの時計 
  百年いつもうごいていた 
  ごじまんの時計さ 
  おじいさんの生まれた朝に 
  買ってきた時計さ 
  今はもう動かないその時計 
  百年やすまずにチクタクチクタク 
  おじいさんといっしょにチクタクチクタク 
  今はもう動かないその時計 
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1953年1月 創刊号 2020年9月号  

 

 

「ロータリー雑誌フォーラム」 

   広報委員長 坂田 兼則  

 

 今月は、「ロータリーの友月間」で

す。 

本日の卓話は、「ロータリー雑誌フ

ォーラム」ということで、日本で出

版されております「ロータリーの友」

について少しお話させていただきます。 

 まず、アメリカの国際ロータリー本部で編集・

発行している RIの機関紙「THE ROTARIAN」に加

え、RIに認可された地域機関紙を「機関雑誌」と

して定義されており、これらの雑誌は全世界に３

０誌以上あり、日本の「ロータリーの友」もその

一部です。 

 掲載記事は、基本的にその発行地域のロータリ

ークラブやロータリアンの活動を紹介するとと

もに、RI に関する情報や、RI から要請された話

題や特別に指定された記事を掲載しています。 

 当クラブでは、月に１回基本的には月の第三週

に「ロータリーの友」を広報委員会のメンバーで

紹介しております。紹介する時に、左開きの横組

とか、右開きの縦組として紹介しますが、横組に

は、RIの指定の記事や、ロータリーの特別月間の

関連記事、特集などを掲載しており、縦組には地

区やクラブの活動、ロータリアン個人としての意

見や経験談、職業上の知識などを掲載しています。 

「ロータリーの友」は、東京にあります、一般社

団法人ロータリーの友事務所によって、発行運営

されておりますが、その事務所の職員は 

現在 10 名であり、毎月大変な思いで頑張ってお

られます。 

日本の「ロータリーの友」は、1952 年（昭和 27

年）に企画され、1953年 1月に最初の「ロータリ

ーの友」がすべて横書きで発行されました。その

発行部数は、3.300 部で最初の定価は、100 円で

した。現在は 200円で、各クラブが購入しており

ます。 

ちなみに、2020年の 6月号の発行部数は、94,500

部です。 

 1972年 1月からは、現在の縦書き、横書きに変

更され現在に至っております。 

 縦書き記事については、「友愛の広場」、「ロータ

リー・アット・ワーク写真編」、「ロータリー・ア

ット・ワーク文章編」、「ロータリー俳壇・歌壇・

柳壇」、「内外よろず案内」、「声」、等があり、ロー

タリアンの投稿記事となっており事務局で募集

いております。 

 当クラブでは、池田会員が常に注意して投稿し

ていただいております。 

 

 ちなみに、「ロータリーの友」に掲載されるコツ

にはそれぞれ３つのポイントがあるらしく、 

「ストーリーを伝える原稿を書く３つのポイン

ト」には、 

 1. クラブは、地域社会のどのような問題や課 

  題を解決しょうとしているか。 

 2. どんな行動をおこしたか。 

 3. その活動によってどんな変化をもたらされ 

  たか。 

「ストーリーを伝える写真を撮る３つのポイン

ト」には 

 1. ポーズを撮らずに、自然な様子をとらえ、 

  集合写真ではなく活動中の姿を写す。 

 2. 写っている人たちが、楽しそうに生き生き 

  とした表情をしている瞬間を撮る。 

 3. 活動に参加したロータリアン以外の参加者 

  を写し出している 

これらが、掲載されるポイントだそうです。 

ただ、全ての写真や文章には著作権があるので注

意が必要だそうです。 

ちなみに、「ロータリーの友」の出版物には、「ロ

ータリーの友」、「ロータリー世界と日本」、「ロー

タリーソング CD」、「ロータリー手帳」、「ロータリ

ーソング楽譜集」、「インターアクトの歌・ロータ

ーラクトの歌ＣＤ」等があるそうです。 

今後とも、ぜひ「ロータリーの友」をお読みいた

だくよう、広報委員会としてお願いし、本日の卓

話を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 
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会長 山中 喜八郎 

  

 9月に入りまして、10日を過ぎま

すと、朝はかなり涼しいです。 

いつもは 2階で寝るのですが、暑い

時期は、1階の庭に面した部屋で寝

ます。今までは、起きるまで、いや、

起きてもクーラーのお世話になり、止めるタイミ

ングを外すと、1 日中付けています。私が仕事で

出かけ、嫁が買い物に出かける時以外は付けてい

ます。いつからこんな事になったのかなーと思っ

ています。 

贅沢やと思いながら、クーラーを切るタイミング

も見つからず、ダラダラと付けていました。でも、

私は朝 4時に起きますので、近頃はやっとその時

にクーラーを止めて、家中の戸を開けます。そう

しますと、涼しい風が、庭から入ってきます。や

っと止めるタイミングが見つかりました。 

皆さんは如何なさっていますか？ 

  

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 9月号の紹介」                                           

              広報委員 池田茂雄 

 

(左開き) 

（1）9月は「識字率向上月間」 P7 

  正確には「基本的教育と識字率向上 

 月間」となっております。識字率向 

 上と聞けば先ず発展途上国の事を 

 思い出してしまいますが、ここでは 我が国の事 

 が書いてあります。日本の15歳以下の若者の「読 

 解力」は世界で15番目にまで低下した。2012年 

 から低下が続いています。読解力を養うには、ま 

 ず本を読むことです。読書は他人の頭で物事を考 

 えることです。 

 これらに関して3ロータリークラブからの記事が 

 載っております。 

（2）9月は「ロータリーの友月間」 P12 

  クラブがこれはと思われる活動をされたら、その

活動についての原稿と写真を1ヵ月以内に是非投

稿してください。掲載欄では目安となる文字数は

ありますが、文字数には縛られないで大丈夫との

ことです。 

（3）ロータリー雑誌の仲間たち P18 

  それぞれの国または地域で発行されている RI 承

認のロータリー友誌はここにあります 33 種類で

す。ロータリーの友誌はロータリアンと RI をつ

なぐ役割を担った雑誌なのです。6 人のロータリ

アンの方々から友に対する思いなどが載ってお

ります。 

（4）ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識 P28 

  2019～20 年度(６月締め)の寄付金収入は「13 億

3.632 万円」で、前年度より 7.500 万円の減少と

なった。新型コロナウイルス感染症の拡大で全国

的に例会が休会となったことが大きく影響して

いる。 

（5）10月24日は「世界ポリオデー」 P34 

  ロータリーはポリオ根絶を最優先目標として活

動しております。 

（6）ポールハリスとロータリー P35 

  8 月号にはポールハリスの生い立ちが載っており

ましたが、9 月号には「５か年の愚行・前半」と

題して同じくイラスト形式で分かり易く載って

おります。アイオワ州立大学卒業後、10年先輩の

弁護士からアドバイスを受けた。すぐ弁護士とい

う仕事に入るのではなく、5 年位は田舎で人の営

みを観察することも大事だよ。そのあと、大都会

に出て一生の仕事に入ることが望ましいとのア

ドバイスを受けた。ポールは思いがあり田舎で過

ごすのではなく、5 年間の放浪の旅に出た。大陸

横断道路をたどり、ロッキー山脈を越えて、太平

洋沿岸の北西部に出て南下し、サンフランシスコ

に到着。そこで新聞通信員となったり、箱詰工場

で働いたり、ロス商科大学で講師もした。そこか

らコロラド州デンバーに行き、地方新聞記者や、

音楽活動、そして農場でのカーボウイ生活を送っ

た。そしてフロリダ州に移り、一流ホテルの夜間

事務員となった。ワシントンに行きワシントン新

聞の記者となったり、大理石会社営業部員として

働いたが、イギリスに行くべく同社退社した。メ

リーランド州から家畜運搬船の乗組員として大

西洋を渡ったが着いた先がリバプールだったの

で、すぐに帰国した。缶詰め工場に勤務するなど

してお金を貯め、イギリスに行くべくロンドン行

きの貨物船に乗りウエールズ着。そこでイギリス

見物を堪能して、1893年に帰国した。今から127

年前のこと。旅行で手持ちのお金が僅かとなり、

 会長の時間 

委員会報告 
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大学時代の友人にお金を貸してと頼んだ。ニユー

オーリンズのオレンジ農園で借金を返すために

働いた。 

（7）日本のロータリー100周年記念切手発行 P43 

  9 月 18 日記念切手発行。1920 年 10 月東京ロー

タリークラブ創立し今年100周年です。 

(右開き) 

(1) 変態が改革する多様性社会 P77 

 森の姿を素直に見なければ、1本の木ですら正し 

 く把える事はできません。 

 

  

  

中田 学会員 那須会員、地獄からの生還の卓話 

       お願い致します。 

米澤邦明会員 今日は何の日 

       9月 11日と言えば、アメリカ同時 

       多発テロが有った日です。もう一 

       つ有ります。小生の 67歳の誕生 

       日です。 

塩見 守会員 米澤会員、お誕生日おめでとうご 

       ざいます！ 

              合計６，０００円 

◆米山特別寄付・・・濵口正義会員 

 

 

 

（１）本日配布物  

  ・週報    

  ・ロータリーの友 9月号 

 

（２）例会変更のお知らせ 

 １０月２日（金）の例会は１０月３日（土）の  

 創立 40周年記念例会へ変更いたします。 

  １１：００～記念例会（受付 10：30～） 

  １１：４５～食事会 

 （終了は 14時頃予定しています） 

  於：南海グリル東店 3Ｆ「宴」  

   

   

 

「第98回北輪会 報告」 

代表世話人  塩見 守 

 

令和 2年 9月 12 日（土）天野山カントリークラブ

にて、第98回北輪会を開催致しました。今年は、新

型コロナウイルスの影響により開催が危ぶまれま

したが、皆様からの励ましのお言葉をいただき、開

催する事ができました。参加人数は 20名で、優勝は

宮田様、準優勝は西内様、３位は城岡会員、ベスグ

ロ賞は牧野様でした。人数の集まる活動を行いにく

い中で、多数のご参加をいただき、ありがとうござ

いました。今回もたくさんのご協賛をいただきまし

たので、ご紹介させていただきます。山中会長、中

田会員、山ノ内様、鶴様、天野山カントリークラブ

様より頂戴し、表彰式も大変盛り上がりました。心

より感謝申し上げます。次回は、Ｒ2年 11月 28日

（土）に天野山カントリークラブにて、第 99回北輪

会を開催する予定です。たくさんのエントリーをお

待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＳＡＡ報告 

幹事報告 

9月皆出席表彰 坂田兼則会員（第１４回） 

 例 会 風 景 

その他 

長らく療養中でお休みされていました那須会員
が今月よりご出席くださるようになりました。 
那須会員、お帰りなさい！！ 


