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例会場例会場例会場例会場：：：：川崎大師平間寺金剛閣応接室川崎大師平間寺金剛閣応接室川崎大師平間寺金剛閣応接室川崎大師平間寺金剛閣応接室へへへへ変更変更変更変更    

●司会  須山 文夫 ＳＡＡ 

●点鐘  渡辺 冨士夫  会長 

●斉唱  「君が代」「奉仕の理想」 

   ♪増田 昌美ソングリーダー 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

卓話者卓話者卓話者卓話者    川崎北川崎北川崎北川崎北ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                    渡渡渡渡邊邊邊邊    敏久敏久敏久敏久    様様様様    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    親親親親睦委員長睦委員長睦委員長睦委員長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                        山本山本山本山本    浩文浩文浩文浩文    様様様様    

入会祝入会祝入会祝入会祝                                                    誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

安藤 賢一 会員        布川二三夫 会員 

中村 眞治 会員        久保 榮弘 会員 

岩井 茂次 会員        大藪 善一 会員 

水口  衛 会員        石渡 利治 会員 

御手洗征郎 会員        中山 周二 会員 

鈴木 節夫 会員        石渡 勝朗 会員 

奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝    

須藤  宏 会員 奥様 奈保子 様 

大藪 善一 会員 奥様  紀子 様 

石川  庸 会員  奥様  京子 様 

鈴木 昇二 会員 奥様  順子 様 

高野 正美 会員 奥様  裕子 様 

 

 

 

 

 

 

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・東日本大震災に対する支援活動の第三弾「物資の支援」 

 皆様にお願いすることがあると思いますので宜しくお

願い致します。 

・地区囲碁同好会のご案内がきております。 

 参加希望の方は、事務局まで申し出て下さい。 

 今回の会場は台湾になっております。 

・次年度米山奨学生を当クラブにてお受けいたします。 

 名前は林薇（リン・ウェイ）さん。慶応義塾大学在学

中の台湾の女性です。カウンセラーは牛山会員です。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・義捐金ボックスを回しますので宜しくお願い 

致します。 

・最近義捐金詐欺が多くなっています。皆様お気をつけ

下さい。寄付をされる場合は郵便局が安全かと思われ

ます。 

・今月いっぱい例会場がこちらの金剛閣に変更です。 

 来月からは信徒会館に戻りますのでお間違えのない

様宜しくお願いします。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                            岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

船山昭三・野沢隆幸・清水宏明・坂東保則                各会員各会員各会員各会員    

    

    

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1853 回 66 56 32 24 57.14% 

1851 回 66 58 38 20 65.51% 

前々回の修正メークアップ   4名 修正出席率          72.41% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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Tel.044Tel.044Tel.044Tel.044----277277277277----7569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.044----288288288288----8550855085508550    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例例例例会場会場会場会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８５４回（本年度 第３５回） 例会 平成２３年 ４月６日  －晴－ 
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メークアップメークアップメークアップメークアップ    

増田昌美・大藪善一・渡辺冨士夫・布野真治・水口衛 

秦琢二                                                                            各会員各会員各会員各会員    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告        

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                        水口水口水口水口    衛衛衛衛    委員長委員長委員長委員長

地区よりロータリーカード入会のお知らせがあります。

まだ、ロータリーカードへの入会をされていない会員の

方は宜しくお願い致します。申込み希望の方は事務局ま

で！ 

ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト委員会委員会委員会委員会                        武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    委員委員委員委員長長長長

先月お配りいたしましたローターアクトの名寄せがま

だ 1名もあがっていません。是非候補者の方がいました

ら宜しくお願い致します。また報告ですが新会員が 2

名入りましたので現在 10名です。来週のＲＡＣの例会

が移動例会に変更されました。多地区のインターアクト

を交えて卒業歓迎会ということで会員の亀田君のお店

「かめ」で行ないますので是非参加をお願い致します。 

ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会                                            布野布野布野布野    真治真治真治真治    会員会員会員会員    

4 月 19 日（火）本年度第二回目のコンペを予定してお

りましたが、震災等がありましたので皆様に賛同が得ら

れた場合そのまま開催したいと思います。宜しくご判断

の程お願い致します。 

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス))))竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和    副会長副会長副会長副会長    

ＤＤＤＤ２５９０２５９０２５９０２５９０ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友委員友委員友委員友委員    

川崎北川崎北川崎北川崎北ＲＣＲＣＲＣＲＣ        

渡辺渡辺渡辺渡辺    敏久敏久敏久敏久    様様様様    

・卓話をさせて頂きます。 

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ    

山本山本山本山本    浩文浩文浩文浩文    様様様様    

・嶋崎さん、矢野さん頑張って下さい。 

 本日はお世話になります。 

 

 

寺尾寺尾寺尾寺尾    巌巌巌巌    会員会員会員会員    

・過日“ゆとりあ”のオープンに大変お世話になりまし

た。本日所用の為早退します。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

 このたびの大震災に心痛みます。今年 5月、ソウルで

開催の韓日・日韓仏教文化交流大会の延期要請に訪韓、 

 きのう帰国しました。韓国仏教会から温かいお見舞い

の言葉を受けてきました。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・ロータリーの友地区委員渡辺敏久様、卓話宜しくお願

いします。 

・長倉親睦委員長、先日の夜間例会で有意義な催し物あ

りがとうございました。 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

桜の移動例会ありがとう存じます。災害にあわれた皆

様を思う時いつもいたたまれない気持ちでいる毎日

です。 

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

・渡辺様、卓話宜しくお願いします。 

・家内のバースデーにお花を頂きありがとうございます。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「渡邊敏久様渡邊敏久様渡邊敏久様渡邊敏久様    卓話楽卓話楽卓話楽卓話楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています」」」」    

牛山裕子・飯塚元明・岩﨑寛・沼田直輝・中村眞治 

渡邊冨士夫・長島亨・大藪善一・細谷重徳・小林勇次 

石渡勝朗・谷澤幹男・竹中裕彦・石川庸・鈴木幹久 

                                                                                    各会員各会員各会員各会員    

                                                                                    ¥¥¥¥57,00057,00057,00057,000    

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                                        渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

川崎北川崎北川崎北川崎北ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                        

渡渡渡渡邊邊邊邊    敏久敏久敏久敏久    様様様様            

１９５７１９５７１９５７１９５７年年年年        裁判官裁判官裁判官裁判官になられるになられるになられるになられる    

１９６１１９６１１９６１１９６１年年年年        弁護士活動弁護士活動弁護士活動弁護士活動をををを開始開始開始開始    

                            弁護士会所属弁護士会所属弁護士会所属弁護士会所属    

ロータリーロータリーロータリーロータリー歴歴歴歴    

１９８３１９８３１９８３１９８３年年年年        川崎北川崎北川崎北川崎北ＲＣＲＣＲＣＲＣ    入会入会入会入会    

2002200220022002----2003200320032003年年年年    同同同同クラブクラブクラブクラブ会長会長会長会長    

2010201020102010----2011201120112011年年年年    ＤＤＤＤ２５９０２５９０２５９０２５９０    ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友委員長友委員長友委員長友委員長    

                            ＤＤＤＤ２５９０２５９０２５９０２５９０    監査委員長監査委員長監査委員長監査委員長    

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1854 回 66 58 40 18 68.96% 

1852 回 66 56 32 24 57.14% 

前々回の修正メークアップ   6名 修正出席率          67.85% 
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卓話卓話卓話卓話                                                                渡邊渡邊渡邊渡邊    敏久敏久敏久敏久    様様様様    

「「「「ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友委員友委員友委員友委員のののの仕事及仕事及仕事及仕事及びびびび    

ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友誌友誌友誌友誌についてについてについてについて」」」」    

    

１．ロータリーの友委員の仕事について 

①毎月ロータリーの友を読んでその感想をレポートに

してこれを毎月 15日までにロータリーの友事務所に

送らなければなりません。その後全国のロータリーの

友委員の皆さんが書かれたレポートが友事務所から

送られてきますので、いい加減なレポートでは通用し

ない為毎月苦労しています。 

②雑誌委員長会議を事実上主催しなければなりません。 

 ２５９０地区は６２クラブがあり、その委員長の他に

ガバナー、地区幹事、８グループのガバナー補佐の

方々も出席するのでなかなか大変な仕事です。 

③ＩＭに出席しなければなりません。 

 2月 5日に第６~第８グループ 

 2月 19日に第１~第３グループ 

 3月 5日に第４~第５グループ 

④ゾーン会議に出席 

 日本は３つのゾーンに分かれており２５９０地区は

第２ゾーンに入っており年に２～３回の会議が行わ

れます。 

 

２．ロータリーの友誌について 

①ロータリーの友は日本におけるロータリーの機関紙

でありロータリーについての情報誌であります。 

②ロータリーの友１号は１９５３年(昭和２８年)１月

に発刊されました。発刊された経緯は１９５２年 

(昭和２７年)当時日本全部が 1地区でありましたがロ

ータリークラブが増え会員数も増えたことから１９

５２年～１９５３年度からは東日本と西日本の２地

区にわかれることになりました。 

③これまで一堂に会していた仲間が分離されることか

らお互いに情報を交換しようではないかという事で

情報誌発刊準備委員会が設立され、先ほど申した 

１９５３年(昭和２８年)１月にロータリーの友の 

第１号が発刊され以後毎月発刊されてきました。 

④ロータリーの友は１９８０年(昭和５５年)７月に公

式地域雑誌として国際ロータリークラブから認定さ

れました。それまではロータリーの友は公式地域雑誌

でなかった為、国際ロータリー細則に規定されている

購読義務として「ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ」の英文

雑誌を会員各自が購入しておりました。 

⑤ロータリーの友は当初横書きのみでありましたが、 

俳句、歌壇等を取上げることになり横書きでは具合が

悪いということで１９７２年(昭和４７年)１月から

現在の左から開くと横書きと右から開くと縦書きと

なり両面表紙というユニークな情報誌となりました。 

それと共にロータリーの友は３０ある地域雑誌の中

で編集技術が一番良いとの評価を受けているそうで

あります。 

⑥ロータリーの友の定価は１９６２年(昭和３７年)ま

では１冊１００円で１９７５年(昭和５０年)以後は

２１０円(税込み)で現在に至っておりますが大変安

い価格なので不足額を広告収入で補っているとのこ

とであります。因みに発行部数は２０１１年４月号で 

９８,４００部であります。この部数はアメリカに次

いで２番目の部数です。 

⑦以上がロータリーの友の委員会でレクチュアーされ

たものであります。 
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３．ロータリーの友の利用度について 

①皆さんはロータリーの友をどのように利用されてい

るのでしょうか？ 

 １）積読 

 ２）目次を見て興味のあるところだけを読む 

 ３）全体を読もうとする気持ちはあるが早く読み終わ

りたい気持ちの為、「斜め読み」をする 

 ４）一応全体に目を通す  

 の４種類ではないかと思います。 

②私はロータリーの友委員になるまでは 

 １）ＲＩ指定記事のタイトルとサブタイトルを見て本

文を「斜め読み」に近い状態で読んでいました 

 ２）昨年８月から始まった「いま、世界は」 

 ３）縦組みの卓話とこの人・この仕事 

を読むくらいでした。 

③ロータリーの友委員となってからはやむなくほぼ 

 全部に目を通していますが、横組みのＲＩ指定記事や、 

 月間特集ものはボリュームが多い上に訳文にやや 

 問題がありますので読み終わると肩が凝るおもいが 

 します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

４月１０日（日） 

 地区協議会 出席の皆様 

               御苦労様でした 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

４月 1１日（月） 

 ＧＳＥ派遣チーム結団式・壮行会 出席の皆様 

               御苦労様でした 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

平成 23年 4月 20日（水） 

卓話 

「川崎大師の年中行事」 

 

川崎大師平間寺 総務部 

文書課 主任  野沢 隆規 様 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 


