
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】  前田 博志 幹事 
1．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート変

更について 

 10 月より１ドル＝１２０円（現行１２４円）に変更 

2．塩尻北ＲＣより事務所移転について 

  9 月 25 日より 〒399-0737 塩尻市大門八番町

4-21 ホテル中村屋 

   電話 0263-54-5600  ＦＡＸ 0263-54-5543 

3．小諸市制施行 60 周年記念式典並びに新市庁舎等及

び新ごみ焼却施設完成式典案内 

   日時 10 月 25 日（日）9：15～ 

   場所 小諸市文化センターホール 

4．八幡宮総代高橋正昭様より礼状 

5．例会変更 

   上田六文銭ＲＣ 10 月 20 日（火）定刻受付あり 

           11 月 3 日（火）定刻受付なし 

6．週報 

  南佐久、上田東ＲＣ 

≪本日の配布物≫ 
 週報 1290 号、甲府第一高校強行遠足応援お願い、ガ

バナー月信 4号、中川ガバナー年次報告書 

 

◆出席報告   中河 邦忠 委員 

会員数２３名 出席義務者２１名 免除者２名    

本 日      出 席   １９名 
          事前 MU 0 名  ９０．４７％   

前々回（9/8） ＭＵ  0 名  ８１．８２％ 

 

◆委員会報告    

 奉仕プロジェクト委員会 橋詰 希望委員長 

・甲府第一高等学校強行遠足応援お願い 

前田博志幹事 

・例会を 2 ヶ月程、休ませていただきます。 

 

◆ラッキー賞 
   ＮＯ．６  黒澤 明男君 

 

 

 

 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 掛川興太郎 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 手に手つないで 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 9 月 28 日帰宅。車から降りました。きれいな月で

す。虫の歌をききながらしばし呆然と眺めておりま

した。隣の家のベランダから声がかかり ”きれい

ですね。今宵の月はスーパームーンというのだそう

です。大きさが 14％大きく、明るさが 30％明るい

月に願いをかけると叶えられるということです

よ・・・。” 家へ入りみんなで月を眺め直しまし

た。 

ネットで見ました。昨日が中秋の名月。今日が満

月。2015 年今年の満月のうちで一番大きく見える満

月のことをスーパームーンと呼んでいるとありま

す。満月と、月と地球の最接近とのタイミングの一

致は、満月 14 回ごとに起こります。 

2015 年 9 月 28 日の次 14 回後は 2016 年 11 月 14

日、その次は 2018 年 1 月 2 日となるそうです。 

勉強しますと、1 ヶ月の間に 2 回満月があるとき、

その2回目の満月のことを”ブルームーン”と呼ぶ

ということであります。実際に満月が青く見えるわ

けではないとのことです。 

2015 年 7 月 31 日の満月がブルームーンでした。

次回は 2018 年 1月 31日の満月がブルームーンだそ

うでありますが、この日は皆既日食が起こるのだそ

うですので ”ブルームーンが赤く見えることに

なる”ようですが厳寒の満月 ブルームーンとい

う名にふさわしいのかもしれません。 

なにはともあれ昨日のスーパームーンには、お願

いごとをいっぱいしました。 

前田幹事の奥様、退院なされ快方に向かっておら

れるとのこと、早くお元気になりますよう。若林さ

ん、元気になられ、例会においでになりますよう。

両川さん、神津さん、中河さん・・・そしてみなさ

んがお元気でありますよう。 

”ご健勝に”という言葉がありますが、本当に健康

が宝だと思います。スーパームーンにお願い致しま

した。 

 

◆会 長 / 渡辺 頼雄    ◆副 会 長 / 掛川興太郎 

◆幹 事 / 前田 博志    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１２９１  平成２７年９月２９日  

 

2015～2016 年度 

国際ロータリーのテーマ 



◆ニコ BOX    小林 秋生 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆【本日のプログラム】 「ロータリーの友月間によせて」 クラブ広報・情報委員会  矢島 栄一委員長 
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Rotary World Magazine Pressの雑誌

 
 

 

 

神津 恭通君 
前田さん、奥様ご退院おめでとう

ございます。 

前田 博志君 本当にありがとう！ 

渡辺 頼雄君 
皆様、みんなの健康をお祈り申

し上げます。 

青松 英和君 
前田幹事の奥方のご全快をお祈

りします。 

美齊津 明君 前田先生、奥様お大事に 

小林 秋生君 

田園の黄金色が真っ盛りとなっ

ております。水害で見られない地

域にお見舞い申し上げます。豊

かな黄金色がいつまでも続く日

本であって欲しいと願っています 

黒澤 明男君 

ラッキー賞、いただき有難うござ

います。前田夫人のご快復お祈

り致します。 

1953年1月 創刊

ロータリーの友 創刊号
（1953年1月号）

1952年7月、日本のロータリーが
2地区に分割されました。

分割後も、お互いのことを知ってい
たいという思いがあり、両地区に共
通の雑誌の発行が決まりました。
創刊号は横組みでした。

9 月は「ロータリーの友月間」ですということですが、実は

2015－16 年度、国際ロータリー（ＲＩ）の特別月間が変更

になりました。 

それに伴い、今まで 4 月にあった雑誌月間がなくなったた

め、ロータリーの友委員会ならびに同理事会で、日本独

自の月間として、9 月を「ロータリーの友月間」と定めまし

た。 

この 9 月の「ロータリーの友月間」と来月 10 月の「米山月

間」が日本独自の月間ということになります。 

 

1953 年 1 月に創刊されましたが、その経緯は簡単に言

うと戦後1地区だった日本のロータリーですが、1952年

7 月に 2 地区に分割されました。 

そして、その少し前、4 月に大阪で開催された地区大会

で、分割後の 2 地区が情報を共有できるようにと、雑誌

の創刊が決まったということです。 

その後、東西のロータリアンで協議した結果、1953 年 1

月に、『ロータリーの友』創刊となりました。 

創刊号は横組みでした。その後投稿される俳句や短歌

を載せるようになり、縦組みのコーナーも必要になって

いったということです。 

ロータリー・ワールド・マガジンプレスの雑誌に関する紹

介です。 

国際ロータリー（ＲＩ）本部で編集・発行しているＲＩの機

関誌というのが、『The Rotarian』ということです。画面の

左上に載っているものです。 

その下の『ロータリーの友』以下、その他大勢はロータ

リー地域雑誌と呼ばれています。ロータリー地域雑誌

は全世界に 31 誌あり、『The Rotarian』と地域雑誌を合

わせて「Rotary World Magazine Press」と呼んでいま

す。 

 



ロータリアンの購読義務ですが・・・ 

ロータリアンは、その地域で RI から指定されているロータリー地域雑誌(日本の場合は『ロータリーの友』ということで

すが)または『The Rotarian』を購読する義務があります。当クラブで、あえてザ・ロータリアンを購読しようという方は 

・・・いなさそうですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『The Rotarian』8 月号の記事の中から、毎年、ロータリーに関する基本的な情報を転載しています。 

今年度は、内容やデザインが一新されています。 

 

   「Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉａｎ」からの転載記事その２ 

「ＲＩ指定記事」ではありませんが、2015年8月号から毎号、『The Rotarian』に掲載されている「World Roundup」を掲載

するようになりました。世界のクラブの活動をコンパクトにまとめて紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
次にコラム欄ですが、これは 1～2 年ごとにテーマを変えて掲載されています。 

現在は、「Rotary いま・・・・・・」というテーマです。ロータリーの新しい動きについて紹介していますが、新会員に 

もわかりやすいように、変更点だけではなく、これまでの経緯なども入れて作られています。 

   「心は共に」というコーナーは、東日本大震災直後からスタートしました。 

震災から 4 年以上が経過しましたが、まだ、多くのクラブや地区が支援活動を続けています。 

それらの活動や、被災地のロータリアンの現状報告などを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロータリーのとも」電子版ですが・・・いつもこちらをご覧になっていらっしゃるという方はおられますか？ 

2013 年 4 月に開催された国際ロータリー（ＲＩ）の規定審議会で、それまではアメリカとカナダだけだった印刷版と電子版 

の選択が、それ以外のロータリアンにもできるようになりました。 
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ＲＩ指定記事

ロータリー地域雑誌の義務の一つに『The Rotarian』の記
事から指定された記事を、翻訳して転載しなければならな
いというものがあります。

 

次にＲＩ指定記事についてですが、 

まず、ロータリー地域雑誌には守らなければいけない

規則がいくつかあります。 

その一つが、7 月号に新年度のＲＩ会長の写真を掲載

すること、となっています。 

それ以外の月は、各雑誌で自由に表紙を決めていま

す。 

『ロータリーの友』では、会員から公募した写真を掲

載しています。 
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横組みは、ＲＩ指定記事、特別月間の特集など、ロータリー地域雑誌としての
公式的な記事が中心。

縦組みは、日本のロータリアンのコミュニケーションの懸け橋となる投稿記事
が中心。

横組みと縦組み

 

横組みと縦組みについて 

現在、横組みには、ロータリーの特別月間に関する特集、

ロータリー地域雑誌としての公式的な記事が中心に掲載さ

れています。 

ＲＩ指定記事はこの横組みに入っています。 

縦組みは、日本のロータリアンのコミュニケーションの懸

け橋となる記事を掲載していまして、投稿記事が中心にな

っています。  
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わがまち……そしてロータリー

縦組みのこのコーナーについては、ロータリアン個人、ロー

タリークラブと、約 3 年ごとにテーマや対象を変えて、続けてい

ます。 

2013－14 年度からスタートしたシリーズは、「まち」をテーマ

にして作っています。 

地方の町に元気がないと言われていますが、いろいろと工

夫をしてがんばっている町を取り上げ、地元のロータリアンに

案内をしていただく形でプロのライターとカメラマンが取材をし、

記事にしています。 

どこの町のどのような話題を取り上げるのかは、主に、地元の

情報に詳しい「ロータリーの友」地区代表委員からの情報提供

によって取材先を決めています。 



それに伴い、『ロータリーの友』は 2014 年 1 月号から、電子版の配信を始めました。 

ご覧いただくにはＩＤとパスワードを入力する必要があります。ＩＤとパスワードは各クラブに郵送でお知らせしましたので、

幹事または事務局にお尋ねください。 

電子版は『ロータリーの友』の有料購読者だけに提供しているので、ＩＤとパスワードをクラブのホームページや週報に掲

載すると、誰でもアクセスできるようになってしまいます。したがって、このＩＤとパスワードはそれらのものに掲載しないよ 

うにしてください。 

 

「ロータリーの友」に・・・ 

『ロータリーの友』へ投稿する時に、気をつけていただきたい点についてご紹介します。 

『ロータリーの友』を興味をもって読んでいただくためには、「良い写真」が大きなポイントになります。 

そのため投稿いただく写真についてのお願いということで・・・・。 

 

「ロータリーの友」に・・・ 

投稿欄には、投稿規定が載っていますから、よくご確認のうえ、ご投稿ください。 

投稿規定を超えた長文は掲載されません。 

また、活動日から 1 か月以上経過した原稿は掲載されませんので、活動後、速やかにロータリーの友事務所に原稿と写

真をお送りください。活動日が確認できるよう、必ず活動日を入れてください。編集の担当者から、記事の確認などで、ご

連絡する場合があります。ご投稿の際は、必ず昼間、連絡の取れる電話番号、メールアドレスなどをご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブや地区で広報への関心が高まってきていますが、広報のために使える冊子がほしいという声にお応えして、2008 年

8 月、広報誌『ROTARY 世界と日本』を創刊、2009 年以降は、毎年 8 月にアップデートしています。 

A5 判 16 ページの小冊子で、1 セット（10 冊）で本体価格 500 円＋消費税（送料別）です。クラブや地区で開催する公開講

座、スポーツ大会、地域でのイベントなどの際に、ロータリアンでない人々に配ってロータリーのことを知ってもらうツール

としてご利用ください。  

続いて、2009 年 8 月、「会員勧誘用」として、『ROTARY あなたも新しい風に』を創刊しました。その後、毎年 8 月にアップ

デートしています。奉仕活動だけでなく、例会や親睦などについて紹介した項目もあります。 

こちらは、B5 判 12 ページの小冊子で、1 セット（5 冊）で、本体価格 400 円＋消費税（送料別）です。 

広報誌『ROTARY 世界と日本』と一緒に、会員候補者または新会員にお渡しいただいて、短時間でロータリーの概要を

理解してもらってください。  

『ロータリーの友』には、ロータリーに関するさまざまな情報が掲載されています。 

『ロータリーの友』を読み、『ロータリーの友』をご活用ください。 

『ロータリーの友』はロータリアンの活動や意見から成る雑誌です。 

奉仕活動をされたらロータリーの友に、原稿と写真をお送りください。 

より良い『ロータリーの友』にするために、皆さまのご協力をお願いいたします。 
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・例会一覧や各地区
・クラブＨＰへのリンク
・ロータリー関連の資料
・ロータリークラブなどの活動紹介
・ロータリー関連のニュースなど

『ロータリージャパン』ホームページwww.rotary.or.jp

 

ロータリーの友では、『ロータリージャパン』という名前で、ホー

ムページを開設しています。 

ロータリアン以外の人々にロータリーを知っていただくためのコ

ンテンツもあります。 

日本国内、全クラブの例会一覧表が載っています。ホームペー

ジを開設しているクラブは、その例会一覧表にリンクしてあります

から、メークアップの際に、事前にどのようなクラブか調べていくと

そのクラブの方々と楽しく話ができると思います。歴代の国際ロー

タリー（ＲＩ）会長・ＲＩテーマ、国際大会の開催場所・登録者数、その

他、ロータリー関連資料も掲載しています。 

現在、リニューアル作業中です。 

 

次 週 のプログラム：  

１０月 ６日  「米 山 月 間 」 米 山 奨 学 生 卓 話  任 思 暁 （ニン シギョウ）様  

次々週のプログラム：  

１０月 １３日  定 款 による休 会  

10 月 ２０日  合 同 夜 間 例 会  


