
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．国際ソロプチミスト小諸より「チャリティーゴルフ大会」

開催について 

   日時 5 月 22 日（水） 

   場所 小諸高原ゴルフクラブ 

   プレー費 7,500 円 （昼食、パーティ代含む） 

   参加費 3,000 円 

   締切 4 月 27 日（土） 

３．例会変更 

軽井沢ＲＣ ４月８日（月） 定刻受付あり 

 ４月２２日（月） 定刻受付あり 

 ４月２９日（月） 定刻受付なし 

 ５月６日(月) 定刻受付なし 

佐久コスモスＲＣ ４月８日（月） 定刻受付あり 

 ４月１５日（月） 定刻受付あり 

 ４月２９日（月） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ ４月２４日（水） 定刻受付あり 

 ５月１日（水） 定刻受付なし 

 ５月１５日（水） 定刻受付あり 

 ５月２９日（水） 定刻受付なし 

 ６月５日（水） 定刻受付あり 

千曲川ＲＣ ４月１７日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ ４月２４日（水） 定刻受付あり 

 ５月１日（水） 定刻受付なし 

 ５月８日（水） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ４月１８日（木） 定刻受付なし 

 ４月２５日（木） 定刻受付あり 

 ５月２日（木） 定刻受付なし 

 ５月９日（木） 定刻受付なし 

 ５月３０日（木） 定刻受付なし 

４．週報 

  丸子ＲＣ 

≪本日の配布物≫ 
週報 1451 号、ロータリーの友 4 月号 

 

◆出席報告   前田 博志 委員 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名     

本 日         出 席   １５名 

            事前 MU   １名  ７１．４３％ 

前々回（3/19）   ＭＵ     ０名  ６６．６７％ 

 

◆委員会報告    

クラブ広報・情報委員会  中河 邦忠 委員 

 ・ロータリーの友 4 月号紹介 

前田 博志 会長エレクト 

・4 月 7 日（日）地区研修・協議会について 

◆点鐘 橋詰 希望 会長 

◆SAA 小林 秋生 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

◆ｹﾞｽﾄ 滝沢義一郎様 

（第 2600 地区ロータリーの友委員） 

 

◆結婚祝 
小池平一郎会員・瑞穂夫人 

渡辺頼雄会員・常子夫人 

加藤輝男会員・まさ子夫人 

新井粒太会員・玲子夫人 

 

【会長挨拶】  橋詰 希望 会長 
新元号が令和に決まりました。昨日は皆さんも１１時３０

分の新元号発表をテレビの前で待っていたと思います。菅

官房長官が小渕さんと同じように墨で描いた元号を額に入

れて発表しました。大宰府で開かれた梅花の宴で読まれ

た万葉集が出典ということで、私的にはうれしく思います。 

今の平成天皇は国民と共にあり、天災があったときは、

被災地にすぐ訪れ災害に会った人たちと膝を交えて励まし

ている姿や、戦争で犠牲になったサイパンや沖縄などで戦

死者の冥福を祈る姿にわたしはいつも感銘を受けていまし

た。本当にお疲れ様と言いたいです。ゆっくり休んでいただ

きたいと思います。 

今日は遠く駒ヶ根ロータリークラブのロータリーの友地

区代表委員の滝沢義一郎さんがロータリーの友を知ると

いうテーマでわざわざ講演に来ていただきました。私たち

のクラブもロータリーの友を配布する日に、事前に目を通

した担当者が内容をかいつまんで紹介し、興味がもてるよ

うにしていますが、さらに今日のお話でロータリーの友を見

直していきたいと思います。滝沢様どうかよろしくお願いい

たします。 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．東信第一グループ小池平一郎ガバナー補佐より「東信

第一グループ親睦ゴルフコンペ」開催について 

   日時 5 月 10 日（金） 

   場所 大浅間ゴルフクラブ 

   費用 プレー費 11,000 円（キャデイー・昼食付） 

参加費 3,000 円 

   締切 4 月 9 日（火） 

 

 

 

◆会 長 / 橋詰 希望     ◆副  会  長 / 前田 博志 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新井 粒太 

◆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 3 階 

NO．１４５２ 平成３１年４月２日 
 

2018～2019 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



◆ラッキー賞     

  ＮＯ．１４   渡辺 頼雄 君 

  

◆ニコＢＯＸ   小林 秋生 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【本日のプログラム】  『 ロータリーの友を知る』  

国際ロータリー第 2600 地区 ロータリーの友委員 滝沢義一郎 様   

  

は国際ロータリー（ＲＩ）の公式地域雑誌になりました。現在は、この呼び方が変わり、「ロータリー地域雑誌」と呼んでいま

す。 

ＲＩ本部で編集・発行している国際ロータリーの機関誌『The Rotarian』と、32 の地域雑誌を合わせて、「Rotary World 

Magazine Press」と言います。（各雑誌の発行国、発行部数などは、『友』誌 2018 年 9 月号横組み P18～19 に掲載）  

ロータリアンは、その地域で国際ロータリー（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』）

または『The Rotarian』を購読する義務があります。 

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。 

その一つは、7 月号の表紙に新年度の国際ロータリー（ＲＩ）会長の写真を掲載すること。それ以外の月は、各雑誌で自由に

表紙を決めています。2018-19 年度、『友』誌の表紙はイラスト。横組みの表紙は、ロータリーの活動をイメージ、縦組みの表

紙は、日本の四季をイメージしたイラストで飾ります。 

『The Rotarian』の記事の中から、指定された記事を転載する義務もあります。『友』誌では「ＲＩ指定記事」と呼んでいます

が、記事のタイトル辺りにロゴを入れています。目次には「ＲＩ」だけのロゴを入れています。現在、横組みには、ＲＩ指定記事、

ロータリーに関する特集など、ロータリー地域雑誌としての公式的な記事を中心に掲載しています。 

縦組みは、日本のロータリアンの懸け橋となるよう投稿記事を中心に掲載しています。2016 年 7 月号から A4 判

（297mm×210mm）に変わりました 

今年度から『ロータリーの友』に親しんでもらうきっかけづくりの 1 つとして、詰め将棋、詰め碁を始めました。ちょっとした頭

の体操としてお楽しみください。答えは、同じ号に掲載しています。 

自分の地区外のロータリアンにも参加を呼びかけたいイベントや呼び掛けがある時には、ぜひ友事務所までご一報くださ

い。誌面に掲載する場合は、お早めにご連絡ください。誌面制作や締め切りの都合上、掲載に間に合わない場合は、ロータ

リーの友ウェブサイトでお知らせいたします。地区外のロータリアンとの交流を深める場として、ご活用ください。 

2017-18 年度から、『ロータリーの友』の表紙はイラストにしています。今年度は、横組みは、おかドドさん、縦組みの表紙

は、ますこひかりさんに年間を通して描いてもらいます。また、昨年度、表紙についての解説がほしいという声を多数いただ

いたため、今年度はイラストレーターによる簡単なコメントを掲載します。 

2020 年 10 月で、日本にロータリーができて 100 周年になります。そこで「日本のロータリー100 周年実行委員会」、「日本

のロータリー100 年史編さん委員会」と協力し、必要な情報を皆さまに届け、100 周年を祝う機運を高めていきます。掲載さ

滝沢義一郎様 

ロータリーの友委員として皆様を訪問さ

せて頂きました。本日はよろしくお願い

致します。 

橋詰 希望君 
滝沢様、本日はご講演ありがとうござい

ます。 

前田 博志君 令和。おめでとうございます。 

小池平一郎君 

滝沢さん、遠い所をようこそ。結婚祝あ

りがとうございます。4 月 22 日、46 回目

です。先週の金曜日“とわいえ”にロー

タリー東信第一グループの広告が載り

ました。ご協力感謝申し上げます。 

渡辺 頼雄君 
結婚祝ありがとうございます。重ねてラ

ッキー賞頂きました。 

新井 粒太君 結婚祝、ありがとうございます。 

小林秋生君 

５月から新元号が令和と決まりました。

まだ約１ｹ月ありますが新時代を心して

迎えたい。平和が続き、地球全体が良

き発展を望めますように祈りたいと思い

ます。 

青松 英和君 中込会員の近況を報告致しました。 

加藤 輝男君 

結婚祝ありがとうございました。何だか

んだと 48 年になりましたが、長く一生続

けさせて頂きたいと願っています。 

 

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、4 月の雑

誌月間がなくなりましたので、ロータリーの友委員会ならびに同理事会では、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。9 月の「ロータリーの友月間」と 10 月の

「米山月間」が日本独自の月間となります。戦後 1 地区だった日本のロータリーが 2 地区に分

割されたのが 1952 年 7 月。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、雑誌の創刊が決まりました。 

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』が創刊され

ました。1979 年 7 月号から 1 年間の試験期間を経て、1980 年 7 月号から、『ロータリーの友』 

 



れた記事に一言、読者からの感想を伝えるコーナーです。昨年 10 月号から開始しています。対象となる記事が３ヶ月前の

号になってしまいますが、このコーナーを見て、再度、『ロータリーの友』を開くという方もいらっしゃいます。ウェブサイトから

のご投稿もできますので、お気軽に感想をお寄せください。 

友をつくっている現場の声を聞きたい、というご要望にお答えして、編集部のあと「あ」がき という欄を設けました。 

「あとあがき」ってどういう意味？と思われた方は、『ロータリーの友』9 月号の横組み 51 ページをご覧ください。ほぼ毎月、編

集に携わるスタッフのコメントを掲載しています。 

『ロータリージャパン』として作成していたウェブサイトを『ロータリーの友』として、2016 年にリニューアルしました。内容も、

ロータリアン向けの情報に集約しています。2013 年 4 月に開催された国際ロータリーの規定審議会で、アメリカとカナダ以外

のロータリアンも、印刷版と電子版の選択ができるようになりました（アメリカとカナダのロータリアンについては、2010年 4 月

の規定審議会で、印刷版と電子版の選択ができるようになりました）。それに伴い、『ロータリーの友』は 2014 年 1 月号から、

『友』誌の購読者（国内のロータリアンに限る）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、事務局にお尋ねください。なお、このＩＤとパスワード

をクラブのホームページやクラブ会報（週報）には掲載しないでください。電子版は『ロータリーの友』の有料購読者だけに提

供しているもので、ＩＤとパスワードをそれらに掲載することによって、誰でもアクセスできるようになってしまいます。また、「投

稿フォーム」を用意しました。「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」「わがまちの味」

「声」は、この投稿フォームを利用して、投稿できます。「『友』電子版ログイン」ボタンの下にある「投稿をお待ちしています」

ボタンをクリックしてください。なお、これまで通り、郵送や E メールでのご投稿もお受けしています。また、友事務所の出版物

の注文、増部、減部もこちらのサイトからできますので、ご活用ください。 

『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』を興味を持って

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。そのために投稿いただく写真について、お願いがありま

す。活動の様子がよくわかる写真をお送りください。また、投稿する際は、データを加工せず、そのままの形でお送りくださ

い。 

集合写真、記念写真は掲載されません。ロータリーの友編集部では、皆さまからのご投稿をできるだけ掲載したいと考えて

いますが、100％掲載されるものではありません。特に、ここに書かれている 5 点について該当する場合は、掲載されません

ので、ご注意ください。 

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、広報誌

『ROTARY 世界と日本』を発行、毎年 9 月に改訂しています。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。  

また、会員候補者用として、『ROTARY あなたも新しい風に』を発行しました。B5 判 16 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

いただければ、ロータリーの概要を理解してもらうことができます。 『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』はロータリアンの活動や意見からなる雑誌です。『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。 

また、奉仕活動をされたら『ロータリーの友』に、ご原稿とお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。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム：４月 ９日  「地 区 研 修 ・協 議 会 報 告 」 

次々週のプログラム：４月 １６日  「会 員 増 強 について」 会 員 増 強 委 員 会  
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活動の様子がわかる写真をお送りください

生き生きとした動きのある

色のきれいな写真が

読んでもらうための重要なポイント

『ロータリーの友』に掲載されるには 1

写真は
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こんな原稿は掲載していません

� 活動後、時間が経過したもの

� ○周年記念例会・記念式典の記事
（記念の奉仕活動は掲載します）

� 長さなどが投稿規定に合わないもの

� 個人・団体を誹謗中傷したもの

� 地区やクラブのもめ事について書かれたもの

『ロータリーの友』に掲載されるには 3

 


