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●司　会　　中村　　孝ＳＡＡ

●点　鐘　　竹田　正和会長

●斉　唱　　「国歌」 「４つのテスト」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂東　保則会員

来訪ロータリアン紹介　　　　　沼田　直輝親睦委員長

川崎中央RC　川島　光様

４月入会祝い　　　　　　　　　沼田　直輝親睦委員長

　寺尾　　巌会員　昭和46年5月11日（入会４５年）

　鈴木　昇二会員　平成16年5月12日　

　黒澤　　穣会員　平成21年5月27日

会員の誕生祝い

　遠藤　悦弘、須山　文夫、牛山　裕子、須釜　賢治

　黒澤　　穣　各会員

奥様誕生祝い

　布川二三夫会員　奥様　やす子様

　石渡　利治会員　奥様　紀美子様

　清水　宏明会員　奥様　晶　子様

　秦　　琢二会員　奥様　明　子様

　永松慎太郎会員　奥様　智　子様

　金澤　康治会員　奥様　路　代様

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

パズルでロータリー

　沼田直輝会員が当選しました。
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・エクアドル地震義援金のお願い　募金箱回収

　（1人1000円程度目安にご協力お願いします）

・田島支援学校第31回運動会のご案内が届いておりま

す。（掲示）

・ソウル国際大会の出席者のためのご案内が届いていま

す。　5月13日　9時30分～　

余談：プレミアリーグ　岡崎選手が在籍しているレスタ

ーに感動いたしました。5000倍の確率です。

当たりくじが12人しかいないという確率のサッカーで優

勝したということは本当におめでたい。日本人として誇

りであると思います。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

・ロータリーの友、ガバナー月信を配布いたしました。

・横浜東ローターアクトクラブの第2例会案内が届いて

います。掲示します。ご参加お願いします。

・ライラの報告書回覧いたします。

・他クラブの例会変更回覧しますのでメイクアップにお

役立てください。

・本日は理事会がございます。13時45分～会議室　出席

義務者の方は出席をお願いします。

メークアップ：

鈴木　幹久、鈴木　昇二、坂東　保則、髙濵　玲奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

３月出席報告

ホームクラブ100％

布川二三夫、宮山　光男、竹中　裕彦、岩井　茂次

鈴木　昇二、須山　文夫、牛山　裕子　　　各会員

３月出席順位

180％　牛山　裕子

160％　竹田　正和、横山　俊夫

140％　鈴木　幹久

120％　布川二三夫、野澤　隆幸、竹中　裕彦

　　　　渡辺冨士夫、岩井　茂次　　　各会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久副会長

川崎中央RC　川島　　光様

久し振りにお世話になります

出席報告　　　　　　　　　　　　木村　秀文出席委員

2093回

2091回

５８

５７

４７

５０

３１

３４

１６

１６

会員数 対象者 出　席 欠　席 出席率

前々回の修正　メークアップ 名4 76.00

65.95

68.00

％

％

％

修正出席率
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竹中　裕彦会員

①ソウル国際大会出席予定の皆さま、楽しみましょう。

②岩井さん、残り２回ですね。頑張って下さい。

牛山　裕子会員

誕生日祝いの花鉢、ありがとうございました。

「子供の日」なので、孫を楽しませる日、家族は私の誕

生日を、いつも忘れています。

竹田　正和会長

①ロータリーの友精読よろしくお願いします。

　残り２回です。雑誌広報委員会の皆さまへ

②ゴールデンウィークはいかがでしたか？

本日のニコニコのテーマ

「ロータリーの友精読です。岩井さん残り２回です。

　今月もお願いします。」

松井　昭三、坂東　保則、船木　幸雄、野澤　隆幸

鈴木　昇二、竹内　祥晴、横山　俊夫、中村　眞治

石渡　勝朗、鈴木　幹久、沼田　直輝、秦　　琢二

宮沢　和徳、金澤　康治、矢野　清久、黒澤　　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

　　　　　　　　　　　　　　合計　３８，０００円

ロータリーの友　精読　　　岩井　茂次雑誌広報委員長

第10回のロータリーの友精読です。

高野山の表紙

2ページ 1949年　東京ロータリークラブが国際ロータリ

ーに復帰した時の写真です。

3ページ　RI会長メッセージ

　坂東　保則会員精読お願いします。

坂東　保則会員読み上げ

坂東さんありがとうございました。

7ページ～13ページは子どもたち、若い人たちが夢を持

てる未来のためにという特集記事で4か月目になります。

2月号から社会奉仕、青少年奉仕と続いてこれを中心と

した国内外で行われているの事業が紹介されています。

宮崎県の日向RCであったり、補導活動に着用するベスト

贈呈ということで香川県の観音寺RC　地域の文化が何か

違う感じがあるのだろうなと思います。その他、美術で

あったり学童野球、中学生卓球指導など行なわれている

ものが紹介されています。

14ページ～17ページ　異文化に接して　青少年交換派遣

を通して。

すべての記事の中からピックアップしてご紹介させてい

ただくのが17ページ　一番の親善大使になるにはという

記事です。

　猪狩佳亮会員精読をお願いします。

猪狩　佳亮会員読み上げ
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　猪狩さんありがとうございました。

　このような形で高校生の皆さん、交換留学生で世界各

地に行かれていますが、留学をして日本国内で１年を過

ごすより、数えきれないくらい多くの知りえない経験を

されて成長していくカタチになると思いますが、この方

たちが帰ってきた後も是非成長した思いなど聞いてみた

ら、当クラブから出ている留学生何人もいらっしゃいま

すし、そういった方たちの得られたものを貴重な体験を

より楽しみにしたいなと思いました。

18ページ「This Close」ポリオ撲滅に取り組むロータリ

アンたちの記事です。

募金に関する記事が多いですが18ページ熊本城東ロータ

リークラブ、19ページ熊本南ローターアクトクラブと熊

本の2つのクラブの記事です。

5月号に掲載されていますが、4月の震災が起きたからこ

の熊本のクラブが載ったわけではなくこういう活動をし

ている中でたまたま、載ったわけです。

こういった奉仕活動を取り組んでこられている方たちが

この国の中で甚大な被害に見舞われることもあり、当然

のことながら東日本大震災も5年経って、まだ直ってい

ないところがある中で、熊本県を中心とした地域で甚大

な被害にあわれた。

この中で私達は被災地に対して何かできることを協力・

支援できるものがあるならばとおいおもいを強くしたペ

ージでありました。

21ページ　ロータリーの友編集長の　二神典子さんの毎

月の1ページです。

抜粋したところで“あなたのクラブに女性会員はいます

か？”とこれを私たちは今現在女性会員のいる中で抜粋

左上をよんでまいります。

1行目（今月の…）9行目（暗礁に乗り上げってしまうで

しょう）

左下から8行目（1989年、…）正式に女性の入会が認め

られた。左下から20行目（1978年、アメリカ…）

社会のなごりというか当時の風潮だったのだろうな。

私の入会した12年前は既に当クラブも女性会員の方誕生

していますからそういう点ではこの記事をみてそういう

時代だったのだなと感じました。

右上1行目今年度、来年度女性ガバナーはゼロです。

2007-08年度日本に初めて女性ガバナーが誕生して以来

今日までガバナーに就任した女性ロータリアンは5人に

すぎません。

クラブの運営、男性の比率が多いので内何名は女性です

と記述がありましたがそれ以来こういう記述はやめたと

いう記事がかいてあります。

右側下から3行目（大切なのは・・・）

まさしく男か女かなんてこと、考え方は当然いろいろあ

る中、すべてに共通した考え方なのではないかなという

記事でございました。

25ページ　パズルDEロータリー

今月5号連続で竹下さん、横山さん、野澤さん、髙濵さ

んに続いて今日沼田会員が当選しました。

いよいよ毎月毎月のように当選するようになりました。

今月はクロスワードのようにぱっぱと解けないので、回

答いただいた方、須山幹事、猪狩会員、竹下さんからご

回答をいただいて3人共に同じ回答できています。

ハガキ、皆さんの所に置かせていただきましたので回答

の上、ご応募ください。

来月、再来月、9月になるまで応募分の発表があります。

そこまで本当にどれだけ当たるのか楽しみです。

答えから回答を導くのも楽しみです。

前回回答　解説41ページにあります。

28ページ　東日本大震災で復興に関する記事です

上の段に奈良県2650地区のあすかRCからの投稿がありま

す。昨年11月8日に被災地に支援に行くことができない

人たちに食べて応援ということで東松島応援ということ

で物産展　7つの食ブースと産地直送生さんまのブース、

物販ブースは開始3時間後食ブース次々開館になり、予

定時間を待たずに終了になりました。

地域の方々4500人の参加でこういうことが行うことがで

きる。

これは東日本の事ばかりこういってやってきましたが、

おそらく熊本の方、こういったところに向っていくこと

ができるのかなと思いましたのでこういった記事をご紹

介させていただきました。

34ページ～38ページ　ガバナー記事

延べ10人のガバナーの方の記事が掲載されています。

38P　2740地区宮﨑清彰ガバナー（長崎県諫早北RC）で

すが、タイトル「ガバナーの長距離84.39Kmを走破し

て」2014-15年度のガバナー年度1年が終わりました。

2015-16年度のガバナーとして準備をされていた太田さ

んという方が突然病魔に襲われ再起不能に陥り退会され

ました。

そのまま2度目のガバナーを2年連続やり、2年間ガバナ

ーを務められた。

各クラブの公式訪問が1年かかってやるものを、2年続け

てやるというのはものすごいことだと思って拝見したの

がこのページでした。

　

39ページ　ソウル国際大会記事

いよいよ今月末に迫っています。登録していなくても参

加できそうなものが5月28日の一番上の方に3キロ平和行

進などがあります。

40ページ　管理委員長の思い　RI指定記事

猪狩会員精読お願いします。

猪狩　佳亮会員読み上げ
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猪狩会員ありがとうございました。

財団100周年ということっでここからいろいろなことが

展開されるのだろうなと思います。

64ページ　友愛の広場

お二人の記事をご紹介させていただきます。

・愛と奇跡の友好クラブ協定調印式

　大阪心斎橋RC　眞鍋武司さん

・ロータリーで学んだ一番大切なこと

　甘木RC　富田英壽さん

猪狩佳亮会員精読お願いします。

猪狩　佳亮会員読み上げ

ありがとうございました。

今月もご紹介したい記事、これがすべてになります。

最後のRC記事の富田英壽さん　2700地区のガバナーエレ

クトということで、この方著書が10冊以上ありロータリ

ーに造詣の深い方なんだなと思いながら素敵な記事を書

く方は色々なことをご存知の立派な方なんだなと思いま

した。

総　評　　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

今月も岩井委員長、坂東さん、猪狩さんありがとうござ

いました。

最初のここのページのところですが、東京クラブが復活

するというところに吉田茂元首相が映っているというこ

とに気が付きました。

38ページ時折、ロータリーで学んだ一番大切な事、ガバ

ナーエレクト、時にロータリー悩むことがあります。

私はアイサーブにこだわってみたいというこの１年、会

長を引き受けました。

石川君という青少年交換留学生がタイのトラン県という

ところに派遣が決まったそうです。

女性会員が3人ではありますが当クラブに在籍している

ということは、誇りかなと思っています。

財団でよく使われているTRFという言葉があります。　

The　Rotary　Foundation　Committeeの略です。

「ロータリーの友精読」あと１回です。大変です。岩井

さんは、たぶん全部読んでいるのでしょう。おそらくこ

こで学んだことは必ず生かせるという風に思って頑張っ

ていただきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。

●点　鐘　　竹田　正和会長

川島さん本日は最後までお付き合いいただきありがとう

ございます。

第1例会ではこのようなことを行っています。

ソウルの方でまた中央ロータリークラブと共に食事でも

ということになっているようです。

ひとつよろしくお願いします。

　第３回　大　連　宣　言 全４回

－大連宣言－
大連ＲＣの副会長だった古澤丈作が「ロータリーの目的」と「ロータリー道徳律（倫理訓）」の
神髄を翻訳という方法によらず格調高い日本語で的確に日本語で表現し、1928年に発表した職
業奉仕についての文章です。　　　　「ロータリーの友　2015.12月号　Annotation」より

大連クラブのロータリー宣言は次のとおりである。

第４．義を以て集まり、信を以て結び、切磋し琢磨し、相扶（たす）け相益す。これ吾人団結の
本旨なり。然（しか）れども党を以て厚くすることなく、他を以て拒むことなく、私を以て党す
る者にあらざるなり。

　　　【字義】党（なかま）…　同志の集団。
　　　　　　　党する（くみ）する…　　かたよる。えこひいきする。

「日本ロータリー五十年史」S46発行より

日時：平成２８年５月２５日(水)は

　　　通常例会です。

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会


