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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日の卓話の前に、当クラブ 40 周年記念式典の

際、講演をして頂いた衣笠祥雄さんの卓話をします。

プロ野球記録の 2215 試合連続出場を果たし、「鉄

人」と呼ばれた元広島の衣笠祥雄（きぬがさ・さちお）

氏が 23 日、上行（じょうこう）結腸がんのため都内の

病院で亡くなった。71 歳だった。心からご冥福お祈り

します。 

本日の卓話は、18 日～19 日に開催された親睦旅

行の卓話をします。当日 21 名で福島県浪江町に視

察に行きました。浪江町内を視察し桜並木を見に行

きましたが桜は、ほぼ散っていました。その後、地元

札幌ラーメン滝さんで食事をしました。ラーメンを食べ

る気で行きましたが、料理は仙台港で釣れた新鮮な

魚やオードブルでびっくりしました。食べ終わり、バス

が出発しようとしていたら黒田会員がまだ乗ってなく

置いて行きそうでした。その後いわき湯本で浪江クラ
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ブ 21 名との合同例会を開催いたしました。その際、

浪江クラブに 3 人の入会式が行われました。良い懇

親会で両クラブ懇親が深まったと思います。次の日は、

競走馬リハビリテーションセンターに職場見学をしま

した。その際、入り口付近でバスが接触事故を起こし

てしまいました。そこから、山道を 500ｍぐらい歩き大

変でした。その後、警察の方が全員に事故の話を聞

きたいと言われたので私が代表で調書を受けました。

その間、福島県警の方が色々な話をしてくれたようで

す。福島の現状や警察の裏話などを話してくれました。

無事調査が終わり出発しました。5 分ぐらいしてから

小宮山会員の財布が無くなったとバスの中で大騒ぎ。

みんなで探したが見つからなく、小宮山会員は動揺

していましたが、カバンの中にあり無事一見落着でし

た。その後小宮山会員からおまんじゅうでごまかされ

ましたがお財布があって良かったです。今回の親睦

旅行は、色々ありましたが良い旅行でした。 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区ロータリーの友事務所から「わがまちの味」投

稿のお願いが届いております。 

・第 4 回 RYLA 研修会「修了証授与式」のご案内

が届いております。 

・ローターアクトを中心とした合同奉仕事業の案内

が届いております。 

・テーブルの上野お菓子は浪江 RC からです。お

召し上がりください。 

お客様挨拶 

 

米山奨学生 邵 丹陽（ショウタンヨウ）さん 

皆様はじめまして。中国から来ました邵 丹陽（ショ

ウタンヨウ）です。文教大学修士 2年生です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

出身は中国の河南省です。大都市ではないです。

有名な観光地は少林拳法です。北京より南で、上海

より北にあります。家族は 5 人います。お父さん、お

母さん、お姉さんと弟です。多分皆さん中国は一人っ

子政策じゃないかという疑問を持っていると思います。

私が生まれたときは一人っ子政策がきびかったみた

いです。しかし、お父さんは男の子を欲しかったので

3 人目までがんばりました。今は文教大学で「日本語

教育における本音と建前の扱い方」について研究し

ています。豚骨ラーメンが大好きです。どうぞ、よろし

くお願いします。 

 

「奨学金の贈呈」 

ニックネームは「ショウちゃん」です。 
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雑誌記事紹介 

ロータリー雑誌記事委員会 並木 勇一会員 

ロータリーの友 4月号より「世界で、世界を学ぶこと」 

元青少年交換学生 吉田 翼 

フランスのアルザス地方に 1年間留学しました。絵

本のようなヨーロッパの伝統的な家やブドウ農園、自

然、生活様式。個人の時間を大切に使うこと…「こん

な世界があったのか」と感動しました。私がいたのは

ドイツとフランスの国境の町だったのですが、フランス

よりも税金が安いという理由で、多くの人が国境を越

えてドイツで買い物をすることにも驚きました。驚きが

あるたびにその他のことも知りたくなり、ワクワクしまし

た。「自分の世界」が広がるように感じ、知ることの大

切さを学びました。 

世界には私たちの知らないことがたくさんあり、知

ることで人生の道を広げられるのだと思いました。日

本の中だけで生活をしていると自分の中の常識が当

たり前となり、他の考えや可能性に気付かないことが

あります。留学することの意義を、身をもって知りまし

た。 

今、大学在学中に海外の大学に留学し、両大学で

一定の単位数を取得すれば、両大学の卒業資格が

得られる留学プログラムへの参加に向けて取り組ん

でいます。このプログラムを通して、語学力の向上は

もちろんのこと、海外の学生がどのような勉強に取り

組んでいるか、幅広い分野を学びたいと思っていま

す。そして、将来は国際貢献活動に参加して「自分

の世界」を広げていきたいです。 

 

委員会報告 

次年度公共イメージ部門 近藤 慎悟 会員 

次年度公共イメージ部門の集まりを次回例会 5月

9日 10：30 より行わせて頂きます。 

親睦活動委員会 大濱 裕広 委員長 

親睦旅行ご参加いただきありがとうございました。

雨が降って初日はどうなるかと思いましたが、2日目も

色々あり、皆様無事に帰って来ることができて良かっ

たです。最後は楽しいという声が聴けて良かったで

す。 

職業奉仕委員会 市川 洋和 委員長 

先週 19日、職場見学で親睦旅行に参加して頂き

ありがとうございました。これも、吉澤エレクトや皆様の

協力があってこそだと思います。ありがとうございまし

た。 

次年度幹事 中澤 伸浩 次年度幹事 

本日例会終了後、次年度被選理事役員会が開催

されます。 

 

お客様卓話 

 

ロータリーの友 地区代表委員 

星野 時夫 様 

「ロータリーの友について」 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、本年

度第 2770 地区「ロータリーの友」地区代表委員の星

野と申します。本日は、卓話の機会を頂きましてあり

がとうございます。まずもって御礼申し上げます。当ク

ラブには、ガバナーノミニーの小林さん、地区でもご

活躍の大熊さん、鈴木さんと、たくさん博学の方たち

がいらっしゃるので今更という話になるかと思います

が、お目こぼしいただきましてお聞きいただければ幸

いです。本日は「ロータリーの友」の事について少し

でもご理解いただけるようお話をしたいと存じますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 まず「ロータリーの友」地区代表委員は何をしている
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のか？という事ですが、全国の地区代表委員が年間

5回くらい東京に集まって、真剣に意見交換、情報収

集をしているわけであります。本来であれば、ガバナ

ーがその役割を担うわけですが、ガバナーは公式訪

問とか非常に多忙なために、ガバナーの代理として

地区を代表して委員がその委員会に出席するのです。

地区全体の情報を収集するためには、あらゆる機会

をとらえて収集するための動きをしなければなりませ

ん。「ロータリーの友」を購読する事は、ロータリアンに

とって 3 代義務のひとつになっているわけであります。

私もなぜそうなのかと思っていましたが、地区代表委

員になって、ロータリーの友を毎週熟読するようにな

って初めてわかりました。「ロータリーの友」誌にはロ

ータリアンにとっての情報が満載されていましてとても

勉強になりますし、ロータリー活動の参考になります。

読んでいらっしゃるとは思いますが、是非熟読をして

みてください。前置きはそれくらいにしまして、本題に

入りたいと思います。 

 

①「ロータリーの友」月間 

2015-16 年度、国際ロータリー(RI)の特別月間が

変更になりました。それに伴い、4 月の雑誌月間がな

くなりましたので、日本独自の月間として、9 月を「ロ

ータリーの友月間」と定めました。 

②1953年 1月創刊 

戦後 1地区だった日本のロータリーが 2 地区に分

割されたのが 1952 年 7 月。その後、東西のロータリ

アンで協議した結果、分割後の 2 地区が情報を共有

できるようにと、1953 年 1 月に『ロータリーの友』が創

刊されました。 

③Rotary World Magazine Press の雑誌 

1980 年 7 月号から『ロータリーの友』は、国際ロー

タリーの公式地域雑誌になりました。RI 本部で編集・

発行している国際ロータ リーの機関紙 『 The 

Rotarian』と、31 の地域雑誌を合わせて「Rotary 

World Magazine Press」と言います。 

④ロータリアンの購読義務 

ロータリアンは、その地域で国際ロータリーから指

定されているロータリー地域雑誌(日本の場合は『ロ

ータリーの友』)または『The Rotarian』を購読する義

務があります。 

⑤RI指定記事 

ロータリーの地域雑誌には守らなければいけない

いくつかの規則があります。その一つは、7 月号の表

紙に新年度のRI会長の写真を掲載すること。それ以

外の月は、各雑誌で自由に表紙を決めています。

2017-2018年度『ロータリーの友』誌の表紙はイラスト。

横組みの表紙は、ロータリーの活動をイメージ(日本

イラストレーター協会の野中正視氏)。縦組みの表紙

は、日本の季節を盛り込んだイメージのイラストで飾る

(高桑幸次氏)作品を掲載しています。『友』誌では

「RI 指定記事」と呼んでいますが、『The Rotarian』

の記事の中から、指定された記事を転載する義務も

あります。記事のタイトル辺りにロゴを入れています。 

⑥横組みと縦組み 

現在横組みには、RI 指定記事、会員の関心が高

いテーマに関する特集など、ロータリー地域雑誌とし

ての公式的な記事を中心に掲載しています。縦組み

は、日本のロータリアン同士の懸け橋となる記事を掲

載しています。投稿が中心です。 

⑦「友」誌のサイズが変わりました 

2017年7月号からA4変型判(280mm×210mm)

でしたが、A4判(297mm×210mm)に変わりました。 

⑧新コーナーⅠ NEW GENERATION 

インターアクター、ローターアクター、青少年交換

学生、財団奨学生、米山奨学生、ライラリアンなどが

対象者で、ロータリーのプログラムに参加経験のある

10～30 代までの若い人に、将来の夢、今取り組んで

いる事などを語ってもらうコーナーです。毎月個性豊

かな若者たちが登場します。是非このクラブで推薦し

てください。編集部から直接本人に連絡して、詳しい

事をお話します。 
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⑨新コーナーⅡ 「私の一冊」 

人生を変えた一冊、最近読んで感動した本など、

会員おすすめの本を紹介するコーナーです。「卓話

の泉」の下の段で掲載しています。 

⑩新コーナーⅢ 「声」 

読者から掲載された記事に一言、感想を伝えるコ

ーナーです。縦組みの最後「ロータリー・アット・ワーク

文章編」の最後に掲載します。 

⑪心は共に 

東日本大震災直後からスタートした欄です。震災

から 6 年以上が経過しましたが、まだ多くのクラブや

地区が支援活動を続けています。東北の復興支援

活動に加え、2016 年 4 月に発生した熊本地震。

2017 年 7 月の九州北部豪雨など、自然災害に対す

るロータリアンの活動を取り上げています。 

⑫クラブを訪ねて 

2016-2017 年度から、ロータリークラブを訪問し、

会員やクラブの活動についてご紹介しています。特

徴のある活動をしているクラブ、元気のいいクラブな

どを取り上げ、プロのライターとカメラマンが取材をし、

記事にしています。 

⑬パズルでロータリー 

数独、クラスワードパズル、スケルトンを順番に載せ

ています。問題はロータリーに一切関係がありません

から、ロータリーに関してよく知らない新会員でも解く

ことができます。しかし、答えはすべてロータリーに関

係のあるものです。今年度のプレゼントは、ロータリー

の友の名前入り針なしステープラーです。たくさんの

ご応募をお待ちしています。 

⑭「ロータリーの友」ウェブサイト 

ご覧いただくには ID とパスワードを入力する必要

があります。ID とパスワードは各クラブに郵送でお知

らせしてありますので、幹事または事務局にお尋ねく

ださい。 

⑮「ロータリーの友」に掲載されるには⑴ 

集合写真、記念写真は掲載されません。活動の様

子がよくわかる写真をお送りください。 

⑯「ロータリーの友」に掲載されるには⑵ 

ポイントを絞って書いてください。読者は皆様や、

皆様のクラブの事を知りません。必要に応じて説明を

入れてください。活動日を入れてください。(活動後 1

か月経過した原稿は掲載できません) 

⑰著作権にご注意ください 

写真、原稿は著作権その他の法律で保護されてい

ます。「ロータリーの友」の雑誌やウェブサイトの記事

を使用される場合は必ず「友」編集部にご連絡くださ

い。 

⑱「ROTARY 世界と日本」 

広報のために使える冊子、広報誌『ROTARY 世

界と日本』があります。A5判20ページの小冊子で、1

セット(10冊)500円です。クラブや地区で開催する公

開講座、スポーツ大会、地域でのイベントなどの際に、

ロータリアンでない人々に配ってロータリーのことを知

ってもらうための本としてご活用ください。 

⑲「ROTARY あなたも新しい風に」 

新会員勧誘用として『ROTARY あなたも新しい風

に』があります。毎年8月に改訂して発行しています。

奉仕活動だけでなく、例会や親睦などについて紹介

した項目もあります。B5 判 16 ページの小冊子で、1

セット(5冊)で400円です。広報誌『ROTARY 世界と

日本』と一緒に、会員候補者または新会員にお渡し

いただければ、短時間でロータリーの概要を理解して

もらうことができます。 

⑳ロータリーの友をお読みください 

『ロータリーの友』には、ロータリーに関するさまざま

な情報が掲載されています。『ロータリーの友』をご活

用ください。 

『ロータリーの友』はロータリアンの活動や意見から

成る雑誌です。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ください。 

 

最後にロータリーの友事務所からクラブ会長、幹事
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様にメールが届いていると思いますが、ロータリー手

帳のお買い上げのご案内です。非常に便利な手帳

ですのでクラブでまとめてお買い上げください。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

      

・ロータリーの友地区代表委員星野様、2018~2019

年度米山奨学生邵丹陽さんようこそ。星野様、卓話よ

ろしくお願いします。 

長谷川真也、大島直幸、鈴木英男、堀野眞孝 

宮﨑敏博、松井昭夫、青木清、大熊正行、小林操 

・本日はお世話になります。 

星野時夫 

・今年度 4月より次年度 3月までの 1年間、当クラブ

でお預かりする米山奨学生の邵丹陽(ショウタンヨウ)さ

んを皆様よろしくお願いします。 

木村二夫 

・ご心配おかけ致しました。これから社会復帰に向か

ってリハビリがんばります。 

吉澤晴雄 

・吉澤さん、復帰おめでとうございます。 

                      中澤伸浩 

・お客様いらっしゃいませ。大濱親睦委員長および皆

様、親睦旅行お疲れ様でした。 

市川洋和 

・旅行はお世話になりました。浪江の状況を見ていろ

いろ思う事が多かったです。本日もよろしくお願い

致します。 

髙 瑠美子 

・本日早退致します。 

小林操、深野秀樹 

・世界平和の為に。 

大濱裕広 

 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         14名 

出席者            36名 

出席率            78.3% 

 

 

ポールハリスフェロー 

 

「8回目のメダル授与」 おめでとうございます！ 

宮﨑 敏博 会員 
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吉澤 晴雄 会長エレクト 

皆さん、こんにちは。ご心配をおかけしましたが、な

んとか退院することができました。 

3月20日に入院して22日に手術しました。9時間以

上かかったようです。腫瘍が思ったより大きく、奥の方

まで入り込んでいたために、腫瘍の全摘出はできな

かったです。ただ、すべてを取ってしまうと顔面神経

痛や左半分に障害が残ってしまうので、5年間経過観

察して、何もなければ完治という事になります。 

また、完全に左の聴力は失ってしまいました。左半分

に詰め物をされているみたいで辛いです。加えて、頭

の感覚もなく、これが戻るのに1年以上かかるそうで

す。左の平衡感覚の神経も取っているので、まだふら

ふらしています。これも1年ぐらいかかるみたいです。

こんな中でも、7月には私の会長年度が始まってしま

うので泣き言は言っていられません。中澤幹事始め、

皆様には迷惑をかけてしまいますが、どうかよろしく

お願いします。 
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