
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3 階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 
 
 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆歌唱 「手に手つないで」      ☆会長挨拶 サマンサ引っ越しの件 他 

☆幹事報告         ☆委員会報告 会員増強 他 

☆クラブ協議会 
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2011 年 3 月 24 日（木） 第２４７９回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 35 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より    

＊東北関東大震災被害地への支援物資提供について（御

礼） 

＊ＲＯＴＥＸ懇談会/青少年交換オリエンテーション/高校と

ホストクラブとの懇談会開催の件 

 ・４/９(土) オリエンテーション…14：00～15：20 受入高

校、ホストクラブとの懇談会…15：30～17：00 

 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ６Ｆ『研修室１』 

＊2010－11 年度青少年交換学生アンケート調査協力の依

頼 締切日：４/４(月) 

＊会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）再案内 ・4/17(日) 

10：00 点鐘 ・東海大学湘南キャンパス「14 号館」 

◇米山梅吉記念館より 館報 2011 春 Vol.17 

◇タウンニュース  

◎例会変更    

☆寒 川     ３/２８(月) 例会開催未確定 （計画停電

のため・・・ＭＵの際は事前確認してください。） 

☆茅ヶ崎湘南  ３/２３(水) １８：３０ ⇒ １２：３０点鐘（夜間

例会を昼例会に変更）） 

          ＊尚、当分の間 夜間例会を昼例会に変

更します。 

☆茅ヶ崎中央  ４/ １(金) １８：３０点鐘 茅ヶ崎南口 いっ

湘 （お花見例会） 

           ４/１５(金) 夜間例会 ⇒１２：３０点鐘 （例

会場の都合により） 

           ４/２２(金) 昼例会 ⇒ １８：３０点鐘 （例

会場の都合により） 

           ４/２９(金) 休 会（祝日のため） 

◎委員会報告 

奉仕プロジェクト［加茂委員長］： 
３／１７例会後、河本会長・粂社会奉仕 
担当と３人で茅ケ崎養護学校を訪問して 
きた。いずれ職場訪問で伺いたい＆フォ 
ーラムも仕切り直しで実施したい。 
会員増強［程島会員］：４／７（木）午 
後６時から馳走庵にてフォーラムを開催 
します。 
◎会長挨拶  

・先週は例会終了後、県立茅ヶ崎養護学校へ加茂奉仕プロ

ジェクト委員長・粂社会奉仕担当とともに訪ね、寄付金贈

呈を実行した。 
・次週例会は第５週なので夜間を予定していたが、計画停

電などの状況を鑑み、昼間に変更。 
・青少年交換学生・サマンサは結局、日本に残り、予定通

り３月２６日に澤邑会員宅へ引っ越す。 
・茅ケ崎ＲＣのホームページＵＲＬを以下に変更 
 http://www.chigasaki-rc.com 
 以降はこちらからご覧下さい。 

例会終了後にクラブ協議会が催されました 



 
 
◎出席報告  成田栄二会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
３／２４ ２４７９ ３４ ３１ ２７ ０  ８７．１０％  

３／１０ ２４７７ ３４ ３２ ２５ ４+０ ３ ９０．６３％ ９０．６３％ 

 
◎スマイル報告 杉本行廣会員 

下里洋一君 先週はお休みしました、今日のクラブ協

議会も欠席です。会長、ごめんなさい。 
程島利通君 ①本日ガソリン給油出来ましたので ②

会員増強フォーラム開催出来ることを願って 
田中賢三君 横山スマイルさん、ご苦労様です。本日

早退します。 
横山 貢君 池上先生、台北５０周年の写真を立派な

アルバムにして頂き、誠にありがとうございます。感

激です！ 
古性武志君 本日、所用のため例会後のクラブ協議会

は欠席させて頂きます。 
加藤 寛君 クラブ協議会出席出来ず、申し訳ありま

せん。 
河本啓伸君＆横山宏美君 計画停電では皆さんいろい

ろと御苦労されているかと思います。知恵を出して頑

張っていきましょう。 
熊沢圓造君 毎日の被災報道．．．。ご苦労様です。 
粂 仁夫君 東北関東大震災、ガンバリます！！ 
成田栄二君 池上先生、立派な写真帳ありがとうござ

います。クラブ協議会欠席します。 
岡本辰男君 各地で義捐金を出していますので、今回

はこれにて。 
山本幸一君 先週は例会欠席し、申し訳ありませんで

した。東京で震災会議に出席しておりました。日本復

興に向け、がんばりましょう。 
杉本行廣君 二週連続欠席しましたが、皆さまお変わ

りありませんか。協議会を欠席します。すみません。 
［本日 13 件、22,000 円でした］ 
 

４月は『雑誌月間』です 

 ロータリーの雑誌の始まりは、もちろん機関誌である

『THE ROTARIAN』です。この雑誌は、1911 年 1 月に

『The National Rotarian』という名前で創刊されました。

購読者も当初は 3,000 人でしたが、現在では約 50 万人に

なっています。 
 日本の公式地域雑誌『ロータリーの友』は、1953 年 1
月に創刊しました。これは、その前年、1952 年 7 月から

日本の地区が 2 つに分割されたのをきっかけとして誕生

したのです。創刊号は 3,300 部でした。現在は、約 10 万

部発行しています。全世界には、『ロータリーの友』のよ

うなロータリーの地域雑誌が 32 誌あります。 
ロータリーの雑誌にはいろいろな義務があります 

 『ロータリーの友』が、ロータリー公式地域雑誌に指

定されたのは、1980 年 7 月です。それ以前、日本の会員

は、購読義務を果たすために、『THE ROTARIAN』を購

読していました。冒頭の国際ロータリー細則からわかる

ように、自分たちの地域の雑誌がロータリーの公式地域

雑誌に指定されると、英語の『THE ROTARIAN』では

なく、母国語で書かれた雑誌を購読すればよいというこ

とになります。その一方で、指定された地域雑誌は、国

際ロータリーの雑誌に関する、いろいろな規定を守る義

務が出てきます。 
 主なものを紹介すると、まず、『THE ROTARIAN』か

ら、毎月指定された記事を掲載しなければならないとい

うことが挙げられます。タイトルの左上に「ＲＩ指定記

事」と記してあるのが、掲載義務のある記事です。海外

のクラブやロータリアン活動の記事が多く、身近なもの

が少ないので、興味がないとおっしゃる方も多いのです

が、外国のロータリアンの活動を知るのにはとてもいい

記事だと思います。読んでみると、ワクワクするような

興味深い活動がたくさんあります。 
『友』の縦書きと横書きの違いは 

 左から開けると縦書き、右から開けると横書き。ロー

タリアンになって初めて『ロータリーの友』を手にした

とき、何だか変な雑誌だなと思われた方もいらっしゃる

でしょう。創刊当初は、すべて横書きでした。現在のよ

うに、横書きと縦書きがはっきり分かれたのは、1972 年

1 月号です。そのときの表紙は、陣羽織を前から写したも

のと後ろから写したもの。まさに、両方が表紙という特

徴を生かしたすばらしいものでした。 
横書きと縦書きの違いは？ 

 原則的には、横書きは、ＲＩの方針や地区、クラブの

活動を紹介など、いわばロータリーの公式の活動を紹介

しています。一方、縦書きは、会員のコミュニケーショ

ンの場、基礎知識を広めてもらう場として、皆さま方か

らいただいた投稿を中心に掲載しています。  
 

『ロータリーの友』2004 年 4 月号掲載文を一部編集 左）縦書き・横書きの両刀使いとなった 1972 年１月号 右）「ロ

ータリーの友」創刊号 

“読まれざるベストセラー”？『ロータリーの友』 

４月は「雑誌月間」です。雑誌の購読はロータリアンの

義務となっていますが、皆さん、どれくらい読まれている

でしょうか。４月号は思いきって読んでみて下さいね。 


