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第 1192回例会
齋藤美希子

会員

昨日は台風 21 号の影響で、雨風共に激しく大変でし ハンガリー派遣の永野さんを含め、帰国学生の報告会
た。関西では甚大な被害が出ているようで、自然の脅

に行ってきました。皆さん紆余曲折を経て、1 年間やり

威を改めて感じました。今日は、南 RC の中村さん

遂げて帰国された姿は、本当に立派で感動しました。

に、「ロータリーの友」について卓話をして頂きます。 「9／19 は学校を休んで必ず行きます。」と永野さん。
先週の土曜日、青少年交換の解団式があり、私の代
わりに齋藤会員に出席して頂きました。青少年交換は

ロータリーの友地区代表委員／中村辰雄

様

大変なプロジェクトですが、今年度は南 RC がホスト

今月の G 月信に、『ロータリーの友

クラブとなり、既に 1 年間のホストファミリーも決ま

月間への想い』を寄稿しました。また、

っているそうです。その積極性を他のクラブにも伝え、

8／22 に東京で、第 2 ゾーン R の友委

皆で支える青少年交換になれば良いなと思っていま

員会がありました。既に各 RC へ案内

す。9／19 の例会は、ハンガリー派遣の永野優風さん

があったと思いますが、公共イメージ向上のための広

が、帰国報告に来ますので楽しみにして下さい。来週

報誌（2 種）を発刊しましたのでご利用下さい。

は皆で西 RC を訪問します。9／26 のヘリテイジ例会

今月は「ロータリーの友月間」です。3 年前に RI の

は、参加者が少なかった為通常例会にしますが、時期

特別月間が変更になり、
「雑誌月間」が無くなったこと

を見て再度提案しますので、その際はご参加ください。 から、日本独自で 9 月を「ロータリーの友月間」とし
ました。
「R の友」を推進し、プロジェクトのアイデア、
・ミャンマー国際奉仕に関する卓話について

新会員の勧誘、R への情熱喚起のために「R の友」を

・地区資金会計報告書（2017-18 年度）送付

如何に利用していくか話し合う月間です。地区代表委

・2019-20 年度派遣青少年交換学生募集の件 9 名予定

員は 1 人ですが、ガバナーの代理として重責を負って

〆切：10／12（金）RC・G 事務所どちらでも可。 います。今迄は、好みの記事だけを読んでいましたが、
11／10（土）筆記・1 次面接 11（日）2 次面接
・2019-20 年度ロータリー奨学生募集の件
A) ロータリー奨学生
B) 第 2780 地区奨学生

募集人数：2～3 名
〃

：若干名

全ての記事に目を通し、意見や感想をレポートで提出
する責務があり、編集部へ地区の情報提供もします。
皆さんご承知の通り「R の友」は RI 公認の機関紙です。
ロータリアン・RC が RI と直結していると実感するた

第 1 次：10／12 迄に最寄 RC へ申請書・小論文提出 めにも必要な媒体です。世界中のロータリーの状況や
第 2 次：11／4（日）9：00～

面接・語学試験

活動について、日本全国のロータリアンが、情報や思

・赤い羽根共同募金協力のお願い

いを共有でき、身近でより親しめるような編集を心掛

その他来信

けています。
「R の友」は一般社団法人 R の友事務所

例会変更

あかいはね

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 により発行･
運営され、社員･理事会･職員で構成されて

9／7 （金）相模原グリーン※

います。
「R の友」委員会は、地域誌発行の不可欠な条

9／13（木）相模原橋本

件として設けられ、正副委員長･RI 理事･RI 理事エレ

9／18（火）大和

クト･特別顧問･顧問･
地区代表委員･編集長により構成

ゲスト＆ビジター

され、全責任は理事会が負います。編集方針として、

中村辰雄 様（R の友地区代表委員／相模原南 RC） ロータリー章典に定められた「地域雑誌はロータリー

のあらゆる面に亘りロータリーの目的を推進する為に

私の一冊として投稿したのは、司馬遼太郎の「21 世紀

存在する」を遵守し、RI の方針や全世界のロータリア に生きる君たちへ」です。小学生の子ども達に自分の
ン並びに RC の活動を国内会員に紹介し、海外の活動

想いを如何に伝えるか、僅か 30 頁の文章を書くのに、

に対する興味を深め、国内 34 地区の R 会員の活動状

1 冊の長編小説を書くほど神経を使ったと、あとがき

況を紹介して親睦を図り、国内外各種活動情報を掲載

に書いています。掲載の可否はまだ分かりませんが、

する事で、R 精神の養成、R 活動の発展に寄与する事

もう一人、緒方洪庵について書きました。備中足守藩

を目的として発行しています。
「R の友」の基本方針･ の蘭学医で弟子が 3 千名、御典医（御殿医）の依頼を
年間編集企画については、理事会が決定し委員会が監

一度は断ったものの、二度目に引き受けましたが、性

督します。地区代表委員は、委員会への出席、毎月提

格に合わず翌年に亡くなったという話です。

出のリポートで「R の友」に対する評価･提言･委員会

（次号に続く）

今月の記念日

事業の地区への広報、地区内 RC 活動に関する情報の

8／16 森会員ご夫妻に、
男児が誕生しました！

提供などが主な任務です。
「R の友」は、1952 年（S.27）4／25、大阪市で開
催された地区大会で、次年度から日本が 2 地区に分割
される事が決定し、2 地区の連絡を緊密にするため共
通の機関紙創刊が企画され、紆余曲折を経て 1953 年 1
月号が 3300 部発刊されました。当時は全て横書きで
したが、歌壇･俳壇･
柳壇の採用から縦書きが取り入れ
られ、現在の二通りの文面になりました。名前は準備
委員会の投票で決まりましたが、
「主婦の友」がヒント
になったそうです。
「R の友」は今年で 65 周年を迎え、
購読料は 1 冊 216 円（税込）、1 か月平均約 9 万 5 千部、
収入は購読料約 1850 万円、広告料約 77 万円となって
います。投稿規定は「R の友」に掲載してありますが、
著作権･知的財産権に注意が必要です。
今年 4 月、津久井 RC と合同例会をした際に、8 月
ドイツ派遣の三橋まなみさんに、司馬遼太郎の「21 世
紀に生きる君たちへ」を贈り、人生の先輩として“人
間の尊さ”を話しました。その後、手紙を頂き「学業
よりも大切なことは、他人の痛みを感じる優しさ」と
ありました。8 月、出発前の歓送会で「道が道に繋が
っている、人が人に繋がっているように、何事にもテ
ーマが必要であり、知識とその地の歴史の素養は必携
のものです。その国、その土地で出会った人々の歴史
を謙虚に学ぶことは、とても大切なことです。」と綴り
返書を渡しました。早速、月例報告書が届いています。
私の地区代表委員としての最初の投稿は、7 月の米
山学友会主催「江ノ島海岸クリーンキャンペーン」で
す。「R の友 10 月号」に掲載が決まりました。

出 席 報 告

会員誕生日
布野一喬 会員（5 日）
加藤良夫 会員（19 日） 結婚記念日
奥様誕生日

宮崎雄一郎 会員（18 日）

小口節子 様（26 日）

スマイル報告
中村辰雄

様

座間

勇 会員（23 日）

今年度累計

￥49,500

ロータリーの友地区代表委員として

の、初めての卓話に参りました。宜しくお願いします。
座間勇

会長

中村さん、本日はお忙しい中、有難う

ございます。卓話、楽しみにしています。結婚記念日
忘れていました。奥様をどこか連れて行かなければ。
加藤良夫

会員

誕生祝、有難うございます。9／19

で 69 歳です。
宮崎雄一郎

会員

何回目でしょうか？ 今年もまた

やって来ました。皆さん有難うございます。
角尾彰央

会員

相模原南 RC パスト会長及び地区委

員の中村様、ようこそいらっしゃいました。写真の話
が聞けないのが残念です。
布野一喬

会員

誕生祝、有難うございます。40 代最

初の日になりました。9 月･10 月は、自分の人生にと
って大切な仕事があり、スタートから緊張気味です。
それから、第 3 子が出来、3／29 にもう一人増えます。

今後の予定
9／19（水）青少年交換学生帰国報告／永野優風さん
9／26（水）クラブ協議会《奉仕プロジェクトについて》
10／3（水）【米山月間に因んで】地区委員
10／10（水）卓話「柔道から学ぶ人生」小口伸夫会員

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

2名

9名

4名

0名

1名

75.00 ％

8／22 92.31 ％

