
皆さん「ロータリーの友」や「ガバナー月信」は読ん

でいますか、私は会長の時間に話すネタを探して、

「ロータリーの友」や「ガバナー月信」を読むことが増

えました、増えましたと言うよりも読むことを始めました

の方が正しく表現できてると思います。本来、雑誌「ロー

タリーの友」、を購読することは、「2019手続要覧」5

5ページに記載されている「ロータリークラブ定款、第

15条 ロータリの雑誌」の第1節で、「各会員は、機関

雑誌を購読するものとする」と定められており、ロータ

リー会員の義務ともいわれています、

それでは、機関雑誌とは何でしょうか、これは「The

Rotarian」から指定された記事を掲載したものがRIに

ロータリー地域雑誌として指定されているようです、

横書きの目次にRI と記載されている記事が指定記

事になっています。7月号では、6. 8 .52. 59ページ

が指定記事になっています。

「ロータリの友」はなんと１９５３年（昭和２８年）１月

から毎月発行なのだそうです、当時は機関雑誌では

ありませんでしたが、１９７７年に標準ロータリー定款

の改定があり、１９８０年７月号からRI公式地域雑誌と

なりました。

「ガバナー月信」は第2780地区、クラブからの発

信された記事が掲載されている雑誌なので機関雑

誌には該当しません、が、こちらには2780地区の大

事な情報が記載されておりますので、こちらも読んで

頂きたいと思います。

さて、「ロータリーの友」ですが、普通雑誌は読者に

興味を持たせるために読みやすく編集するものだと

思っておりましたが、縦書き、横書きがあって、初めて

見たときにはこんなに読みにくい雑誌が在るんだなあ

と、違和感を感じましたが、これがロータリーなんだと

感心をした事も覚えております。

右からめくって読むのが先か、左からめっくて読む

のが先か、何か暗黙のルールがあるか探してみまし

たが、どちらでも良いようです。

もともと横書きからスタートしたのですが、これも、

当初縦書きにするか、横書きにするか意見が分かれ

て1952年に一般投票行って横書きに決まったそうで

す。

その後に、俳壇や歌壇などの横組みでは具合の悪

い掲載がはじまったために縦書きも入ったそうです、

そして、1972年1月号から、縦書き、横書きを分けて、
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【 本日のプログラム 】 第2回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問に備えて」 常磐重雄ガバナー補佐

【 次回予告 】 第3回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問」 田島 透 ガバナー

【 第2020回例会】 令和3年7月15日（木） 【 司会SAA 】 岸 幸博 君

【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 SL 】 竹野 国敏 君 【 四つのテスト】 野口 宏 君

【ゲスト】 石井直樹 様、黒須勇希 様、関明月 様 【ビジター】矢部 雅文 様、古木 普総 様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

25名 18名 75.00% 83.33% 1名 後藤、原嶋、肥田、池澤、苗加、小野

会長の時間 阿萬 正巳 会長
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それぞれに表紙を付けた現在の形になったそうです。

私は今まで、「ロータリーの友」は購読の半分の購

入だけの状態でしたが、残りの読む事を始めましたの

で、やっと義務の一つを果たせたと満足しているとこ

ろであります。私だけではないと思いますので、義務

の半分が残っている方は、ぜひお読み頂いて、ロータ

リーの義務をクリアしてください。

①７/８（木）第６グループ会長幹事会が行われ、ガ

バナー公式訪問当日の流れの確認がされました。

当クラブは９/１６にガバナー補佐による事前訪問、

９/３０ガバナー公式訪問となっております。

②事業計画書提出やロータリー賞への登録などの事

務連絡が有り、クラブ活性化ワークショップが７／３

１、フューチャービジョンセミナーが８／２１に開催

されます。共に会長が出席対象となっており、フュー

チャービジョンセミナーにつきましては、クラブ研修

担当も対象となります。

③世界ポリオデー（10/24）の各クラブの予定が報告

され、ロータリー奉仕デー（2/20）について話し合

いがもたれました。ロータリー奉仕デーは、地区全

体でどのようなことをするのかは未定です。世界ポ

リオデーが当クラブでは移動例会となっております。

予定として、大和市内３クラブ合同で募金活動など

はどうかと現在調整中です。

④直前会長幹事のお疲れ様会を７月２９日にタクカ

フェ相模大塚店で１８：３０から開催します。出欠は

後日事務局を通し連絡をさせて頂きます。当日は

お店を貸し切りで行いますので、このようなご時世

ではありますが是非ご参加下さい。

【表敬訪問】

座間ロータリークラブ 会長 矢部雅文 様、

幹事 古木普総 様

米山奨学生

関明月さん

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 竹野 国敏 委員

会員誕生日 肥田 昭 君 7月25日

髙橋 政勝 君 8月4日

配偶者誕生日 北砂 仁美 夫人 7月29日

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ① 鈴木 洋子 君

入江 公敏 君

原嶋 賢一郎 君

苗加 真敬 君

板垣 克浩 君

小野 泰弘 君

創業記念日 髙橋 清 君 7月17日

石川 達男 君 7月20日

入会記念日 髙橋 清 君 7月23日

向井 嘉男 君 8月1日

「SDGs今そこにある未来へ

横浜市SDGs認証制度最上位企業 石井造園（株）」

石井造園（株） 代表取締役 石井 直樹 様

永続的地域企業として
地域に根差し、未来に向けて繁栄を望む永続的

地域企業は、地域の繁栄の中にこそ自社の発展が
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あるのだと信じ、多様化する価値観の中でも大和心
の礎である利他の精神、万物の一員として共生、他
を許容する深く広き心を中心に置き、いかなる変化も
受入れ、いや、進取の精神で時代のトレンドを変革能
動者として造り続けていくことこそが使命だと心得、深
く刻む。我々のミッションは、責任重大です。頑張っ
てまいりましょう。自戒の念を込めて。

詳細は下記よりダウンロードください
https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasiCswkDVB

dqkhqcsR?e=1XSk9s
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矢部 雅文 様（座間RC）
阿萬会長、中村幹事、大和中クラブの皆様、本日

は大変な日々が続く中、例会の席に加えて頂きあり

がとうございます。ご厚誼に感謝。

古木 普総 様（座間RC）

阿萬会長、中村幹事、メンバーの皆様、本日はお

世話になります。座間ロータリークラブ幹事の古木で

す。1年間どうぞよろしくか願いいたします。

阿萬正巳会長、入江公敏副会長、中村友彦幹事
座間クラブ矢部会長、古木幹事ようこそお越しい

ただきありがとうございます。石井造園（株）石井様、

黒須様、本日はよろしくお願いいたします。

髙橋 政勝 君

今日は誕生日のお祝いありがとうございます。お蔭

様で元気に過ごしています。

髙橋 清 君

①入会記念日のお祝い頂きありがとうございます。
②創業記念日のお祝い頂きありがとうございます。

辻 彰彦 君

皆様、こんにちは。本日の卓話、石井造園様、よ

ろしくお願いします。また、座間RCの矢部会長、古木

幹事、ようこそお越しくださいました。ゆっくりしてくださ

い。

北砂 明彦 君

妻の誕生祝いありがとうございます。9歳離れた若

い嫁をもらったつもりが、歳の差をまったく感じなくなっ
てしまった気がします。どうしましょう。

野口 宏 君

石井社長、ようこそ大和中ロータリークラブへ。本

年度最初の卓話となります。楽しみにしております。

よろしくお願いします。

鈴木 洋子 君

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰのお祝いありがとうございます。素敵な

お花でした。半世紀前の私のように。
石川 達男 君

座間RC矢部会長、古木幹事、ご就任おめでとうご

ざいます。本日はお越し頂きありがとうございます。

石井造園の石井様、よろしくお願いいたします。

新村 千成 君

妻の誕生日のお祝いありがとうございました。本日

はその他のお祝いも頂きありがとうございました。

板垣 克浩 君
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰのお祝いありがとうございます。

向井 嘉男 君

入会記念のお祝いありがとうございます。これから

暑い日が続きますが、水分補給を忘れず、熱中症に

気をつけてください。

橋本 日吉 君

座間RCの矢部会長、そして古木様、ようこそお出

でいただきました。

スマイルボックス 橋本 日吉 委員長 本日 ￥19,000 累計 ￥５２，０００
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