
第 2017 回例会 

９月 10 日 №９ 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ロータリーの友地区代表委員 

今月 9 月は「ロータリーの友月間」です。10

月の米山月間と同様、日本独自の月間です。 

当地区には、ロータリーの友地区委員は私１

人だけですので、各クラブの担当委員長に卓話

をお願いできればと思いましたが、幸い本日は

空いていましたので、お伺いさせて頂きました。 

      ロータリーの友地区委員は、年間に 5～6 回

の会合があり、また毎月、ロータリーの友につ

いてレポートを提出しなくてはなりません。さ

すがに隅から隅まで読むのは大変なので、面白

そうな記事があれば読んでいますが、どうした

ら皆様にも興味を持って読んで頂けるのかな

と思っています。では本日は資料に添って、「ロ

ータリーの友」を紹介させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川 忠久（相模原グリーンＲＣ） 

○創 刊 

 1952 年 7 月、日本のロータリーは１地区か 

ら 2 地区に分割されました。分割後もお互いの 

情報を共有できるようにという思いがあり、両 

地区に共通の雑誌の発行 

が決まりました。創刊号 

は全て横書きでした。現 

在のように横書きと縦書 

きが分かれるようになっ 

たのは 1972 年 1 月号か 

らです。1980 年 7 月か 

ら、ロータリーの友は国 

際ロータリーの公式地域雑誌としての役割を担 

うようになり、世界に地域雑誌は 32 あります。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

○ロータリアンの購読義務 

 日本のロータリアンは「ロータリーの友」また

は「The Rotarian」（英字）を購読する義務があ

ります。雑誌の内容は 50％はロータリー、または

ロータリー関連記事であることなどです。 

○RI 指定記事 

 ロータリーの地域雑誌 

には「The Rotarian」から指定された翻訳記事を、

転載しなければならないという義務があります。

毎月掲載されるものとしては、「RI 会長メッセー

ジ」、「財団管理委員長のメッセージ」、「国際大会

の案内」などです。 

○縦書きページでは 

     横書きが国際ロータリーの方向性を意識した

記事が中心である一方、縦書きは投稿記事を中心

に掲載しています。投稿規定は「ロータリーの友」

や「ウエブサイト」でご覧になれます。 

○2019～20 年度の新企画 

①この人 訪ねて：2019 年 1 月から始まり、毎

月 1 人のロータリアンにフォーカスを当て、そ 

 の人の職業に対する向き合い方、ロータリーの 

職業奉仕を実践している様子を紹介します。 

②侃侃諤諤（かんかんがくがく）：2019 年から始

まり、あるテーマについてロータリアンに意見

を述べてもらうコーナーです。1 回目は「例会

の服装について」 

で、自クラブは 

「必ずネクタイ 

着用」、あるいは 

「作業着で出席する人も多い」、「夏場のクール

ビスだけでなく、年間を通じてノーネクタイで

も良いのでは？」という、さまざまな意見をお

待ちしています。1 回目は 10 月号に掲載し、不

定期掲載ですが、年間 4 回ほど掲載予定です。 

③私の宝物：思い出の品、コレクション、ペット

などを紹介 

○「友」内外よろず案内 

 自分の地区内外のロータリアンに、参加を呼び

掛けたいイベントがある時に概要を告知します。 

地区外のロータリアンと交流を深める場とし

て、ご活用下さい。尚、誌面掲載をご希望の方は

早めに連絡下さい。 

 

 

 

○ロータリーの友ウエブサイト 

2013 年の規定審議会で、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を選択できる 

ようになりました（アメリカとカナダは 2010 年 

規定審議会で選択可）。日本の「ロータリーの友」 

では 2014 年から友購読者に限って、電子版の配 

信を始めました。毎月 1 日に最新号がアップされ 

ますので、ご活用下さい。 

また、ウエブサイトからの投稿ができるように 

なりました。（一部コーナーを除きます） 

○ご投稿に際してのお願い（１） 

 興味を持って読んで頂くためには写真が大きな 

ポイントになります。活動の様子が良く分かる写 

真を送って下さい。（良い例：活動の内容が分か 

る、会員が写っている、笑顔で写っている）集合 

写真や記念写真しかない場合、掲載を見合わせて 

頂く場合があります。またデータを加工せず、そ 

のままの形でお送り下さい。 

○ご投稿に際してのお願い（２） 

原稿はポイントを絞って書いて下さい。全国に 

いる読者に皆様やホームクラブのことが分かるよ 

うに説明を入れて下さい。活動月日を入れて下さ 

い。（投稿は 1 か月以内に） 

○投稿に際しての注意点 

（こんな原稿は掲載していません） 

・活動後、かなりの時間が経過したもの 

・内容が○周年記念例会や記念式典のみの記事 

（記念例会の奉仕活動は掲載） 

・長さなどが投稿規定に合わないもの 

・個人や団体を誹謗中傷したもの 

・地区やクラブの揉め事について書かれたもの 

・政治や宗教的に偏りがあるもの 

○著作権のご注意 

写真や原稿は著作権などの法律で保護されてい 

ます。他人の著作物は無断で使用しないで下さい。 

ロータリーの友の記事を使用される場合は、必ず 

友編集部にご連絡下さい。 

 

 以上、ロータリーの友はロータリアンを結ぶ架 

け橋です。ロータリーの友には、さまざまな情報 

が掲載されています。ロータリアンの活動や意見 

からなる雑誌ですので、読んでご活用下さい。↗ 

 



 

 

 

 

水谷 里枝子さん（相模原グリーンＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     先月、フランスから来日しましたジェラルド・ 

    マクシム君です。現在、当クラブの川合さん宅で 

    ホームステイさせて頂き、お礼申し上げます。今 

    後とも宜しくお願い致します。 

    ＜GARARD Maxime 君より日本語にて挨拶＞ 

     

 

 

川合 貞義会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     先月 20 日から我が家に来ました。カウンセラ

ーの水谷さんが良く面倒をみてくれます。愛称は 

    マックスと呼んでいて、日本語はまだ全然だめで 

    す。飲物はオール水で、冷蔵庫は自由に使わせて

自分でやりなさいと言っています。息子の嫁が食

事から会話などほとんどやってくれます。私はス

マホの翻訳機能を使い、どうにか英語でやり取り

しています。食事に一番気を遣うので、セカンド

ファミリーにもしっかり引継ぎしていきます。 

 

 

 

 

菅野 宏一氏（相模原ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 20 日（日）地区大会ですが、当クラブの 

杉岡ガバナーをご支援頂きたく、当日は大勢の皆 

様のご参加と、お手伝いの方 4名のお願いにお伺 

いしましたが、既にお手伝いの方々は決定したと 

のことで、有難うございました。当日もよろしく 

お願い致します。（概要にて） 

 

 

○マリオ氏来訪について     金沢 邦光 

本日、国際奉仕委員長の㝡住会員が欠席のため 

代理で報告させて頂きますが、次週の例会にフィ 

リピン・マカティボブラシオンＲＣのマリオ氏が 

出席されます。シューズプロジェクトでも、大変 

お世話になっている方です。 

先週もお願いしましたが、当日の夜 19 時頃～ 

マリオ氏を囲んでの会員有志による「夕食会」を 

行います。場所は町田駅前のレンブラントホテル 

「敦皇（ﾛﾝﾌｧﾝ）」にて。ご出席できる方は本日ま 

でにお知らせ下さい。 

○光明学園インターアクト文化祭  豊岡 淳 

 先週 7日に、光明学園の文化祭に行ってきまし 

た。インターアクトクラブもパネル展示で、セラ 

ピー犬やシューズプロジェクトの活動を紹介して 

いました。 

 現在、インターアクトの部員は 15 名だそうで、 

当クラブの活動と何か繋がりができないかという 

ことで、顧問の金子先生や生徒とも話して、例え 

ば、会員の会社見学などを検討していますので、 

ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

                                                                                          

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2022～23年度 ガバナーノミニー候補者提案に

関する告知 

 国際ロータリー細則に基づき、貴クラブから最

適任の会員を 2019 年 11 月 1 日 12:00 までにガ

バナー事務所気付 地区指名委員会宛に郵送

または持参することを要請します。上記提案に

際しては必要書類の添付をお願い致します。 

②インターアクト委員会／アクターズミーティ

ング 開催のご案内 

     提唱クラブよりご出席をお願い致します。 

 日時：9月 21 日（土）13:00～委員会 14:00 

～アクターズミーティング 場所：アイクロス 

湘南 登録締切：9月 13 日 

③豪雨による北九州被害地義援金協力の依頼 

     佐賀を含む北九州地方において、記録的豪雨の

被害地に対し、支援することになりましたので 

     9月27日までに送金下さいますようご協力をお 

願い致します。目安として 1人 500 円以上。 

 

２．相模原南ＲＣより、例会場変更のお知らせ 

 10 月より「小田急ホテルセンチュリー相模大野

８階」に変更致します。 

 

例会プログラム 

     ９月１７日ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ（自己紹介） 

           担当：平山ｸﾘﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾘｽ会員 

          マリオ氏（ﾏｶﾃｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝ RC）来訪 

       ２４日夜間例会 18:30 点鐘「市民会館」 

          オリエンテーション 

    １０月 １日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

           米山奨学生（未定） 

          定例理事役員会 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 
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・藤本 恵介ご夫人 ９月 １日 

・丸子 勝基ご夫人 ９月 １日 

・瀬戸 裕昭ご夫人 ９月１５日 

・金沢 邦光ご夫人 ９月１９日 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  中村 勝彦 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  横江 利夫会員 

ゲスト   小川 忠久 ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 

           （相模原グリーンＲＣ） 

      GERARD Maxime 君（交換学生） 

ビジター  菅野 宏一君（相模原ＲＣ） 

水谷 里枝子さん（相グリーンＲＣ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、大槻  実 

平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 28 名） 事前メイク者 
３６名 ２５名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
５名 ８３．８７％ − 



 

    

クラブによっては担当委員長が毎月、紹介して 

有効に活用していますが、クラブの活動を日本全 

国に発信するツールとして、また、ここ数年は公 

共イメージ向上のため、積極的に活動をＰＲして 

いますので、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下さい。今後の投稿を宜 

しくお願い致します。   （一部概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の「お花の紹介」は、ダリアを紹介させて

頂きます。ダリアの原産地はメキシコで、高地の

植物です。日本に渡ってきましたのは江戸時代の

後期（1841 年）でした。 

メキシコでは食用ダリアも栽培されていて、日

本でも近年、試しているようですが、花びらと根

子が食用できます。花びらはサラダに、根子は蓮

根と似ているようです。 

ダリアは熱帯夜には 

弱く、花が咲く時期は 

7 月～10 月です。ダリ 

アの花言葉は「栄華、 

気まぐれ」で、赤色は「華麗」、白色は「感謝」、

黄色は「優美」です。皆様、ダリアを贈られる時

は、色を選んで下さい。 

先週 9月７日（土）に、光明学園相模原高校で

文化祭がありました。インターアクトクラブから 

開催直前に案内状が届きましたので、当日は地区

インターアクト委員会の豊岡副委員長と、㝡住奉

仕プロジェクト委員長と私・横溝の 3人で、光明 

 

 

 

学園に伺いました。豊岡会員、最住会員にはお疲 

れ様でした。内容は後程、豊岡副委員長から報告 

して頂きます。 

 また、8月号ガバナー月信に杉岡ガバナーを始 

め、当地区各委員会の委員長のご挨拶が掲載され 

ています。読んでみますと、それぞれの委員会の 

活動内容が明確に分かります。 

10 日 5 日「奉仕事業・卓球教室」のポスターが 

出来上がりました。立派なポスターです。枚数の 

余裕がありますので、会員皆様の事業など貼って 

頂ける場所があったら、持ち帰って PR を宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、ロータリーの友地区代表委員の小川様 

に「ロータリーの友について」卓話をして頂きま 

す。突然のお願いにもかかわらず、ご多忙のとこ 

ろ来て頂きました。ありがとうございます。 

 

 

 

●小川 忠久君（相模原グリーンＲＣ） 

 皆さん、お久し振りです。今日は「ロータリー 

の友」の卓話でやって参りました。同誌の活用 

と皆さんの投稿をよろしくお願いします。 

（裏ページに続く） 



 

               

    ●水谷 里枝子さん（相模原グリーンＲＣ） 

          本日は交換学生のマクシムと伺いました。マクシム

は今、川合貞義さんのお宅にホームステイさせて

頂いております。中クラブ様にもお世話をおかけす

るかと思いますが、宜しくお願い致します。 

    ●菅野 宏一君（相模原ＲＣ） 

     本日は１０月２０日の地区大会のアピールとお手 

伝いのお願いに参りました。宜しくお願いします。      

●横溝会長、田後幹事 

①ロータリーの友地区代表委員の小川忠久様、ゲ

スト卓話、宜しくお願いします。 

②青少年交換学生 GERARD Maxime 君、ようこそ。

水谷カウンセラーご紹介、有難うございます。 

③相模原ＲＣの菅野様、地区大会のご案内お疲れ

様です。 

④ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●金沢 邦光会員 

妻の誕生日祝、有難うございます。毎年、思い

出させてもらい、助かっています。 

●丸子 勝基会員 

妻の誕生日を祝って頂き、ありがとうございま

した。妻も古希を迎えましたが、どういう訳か、

益々元気です。 

●瀬戸 裕昭会員 

①卓話でお越しの小川様、ようこそ。本日は宜し

くお願い致します。 

②マクシム君、水谷さん、ようこそ。ご挨拶ご苦

労様です。 

②妻の誕生日祝を戴きました。有難うございます。 

    ●川合 貞義会員 

交換学生マクシム君が、水谷さんと共に出席し 

ました。どうぞ皆さん、また参加するチャンス 

があると思いますので、宜しくお願いします。 

●中里 和男会員 

①ゲスト卓話の小川さん、交換学生のマクシム君、 

 ようこそいらっしゃいました。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の小川様、本日は宜しくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①昨日の台風は大変でした。 

②お祝の皆さん、おめでとうございます。 

③ゲスト卓話の小川委員長、マクシム君、水谷カ 

ウンセラー、宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①ゲスト卓話の小川さん、宜しくお願いします。 

またカウンセラーの水谷さん、ご苦労さんです。 

②９月お祝の藤本さん、丸子さん、瀬戸さん、金 

沢さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①「ロータリーの友」小川地区委員、本日は宜し 

くお願いします。 

②青少年交換カウンセラーの水谷会員、本日はご 

 苦労様です。 

③ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

①相模原グリーンＲＣからお越しの小川様、水谷 

様、GERARD Maxime 君、ようこそ。 

②本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①「ロータリーの友」地区代表委員、小川様、本 

日の卓話よろしくお願いします。 

②今週土曜日「小川会」も宜しくお願いします。 

●平山 クリフォードモーリス会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

②本日は私の都合で予定を変更してもらい、申し 

訳ありません。 

●諸隈 武会員 

①ご夫人誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②小川様、本日はよろしくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①相模原グリーンＲＣの小川様、本日は卓話を宜 

しくお願い致します。 

②マクシム君とカウンセラーの水谷様、ようこそ！ 

③ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます！ 

●藤原 利夫会員 

①小川地区代表委員、ようこそいらっしゃいました。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

今年度のスマイル累計額 １８３，０００円 


