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は千葉・京葉銀行プラザにて第4回ガバナー地区
委員長会議が行われ、島田会員が出席されました。
ご苦労様でした。4月7日は千葉科学大学入学式、
昨日は市内の学校で入学式がありました。桜の花
も満開に咲き天候に恵まれ、幼稚園・小学校・中
学・高校・大学と新入生にとっては希望と期待で
又父兄にとっては喜びであったと思います。東日
本大震災の惨事から3年が経過しました。当時は、
桜を楽しむ余裕も無く、各地の祝い事はすべて縮
小又は中止されしまいました。今年はやっと笑顔
が戻りつつあるようです。きょうの読売新聞朝刊
記事で福島県富岡町では、東京電力福島第一原発
事故により県内外の4箇所の（サテライト校）で授
業を続けた県立真岡高校で最後の入学式が行われ
ました。後々廃校になるそうですが、この富岡町
は私にとっても大変思い出深い町でありました。
近年になってから有名になりましたが、その昔は
町全体が桜の花で特に夜の森公園は見事で、私は
職業柄、三春の滝桜をご案内しておりましたが、三
春の花が良く咲いていないときには、急遽行程を
追加して、富岡町夜の森公園を案内したものです。
参加された皆さんの反応はそれは大変なもので、
三春の滝桜よりも良かったという意見が大変多か

皆さん今日は。4月4日は春の交通安全運動の出
発式が行われ、私は町内行事のため参加できませ
んでしたが石毛、越川、宮﨑、大岩、杉山会員の
5名が参加されました。お疲れ様でした。4月5日
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ったのであります。その富岡の桜見物が出来ない
ことが残念であります。失われたものは戻りませ
ん。春は新しい芽が芽吹くときです。その新しい
芽を私も勉強しながら大切に育てたいと思います。

★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

神宮寺　孝　之　会員（4月3日）
丸　山　泰　典　会員（4月3日）
桜　井　広　和　会員（4月5日）

宮　内　秀　章　幹事
【週報拝受】波崎RC
1 .第47回インターアクト指導者講習会
................................................................................ガバナー事務所
2.バナーの由来等（月信掲載）について
...........................................................ガバナーエレクト事務所
3.第7分区ゴルフコンペ開催のご案内
.................................第7分区ガバナー補佐　椎名正良様

【例会変更】
佐原RC… 4月10日㈭夜間花見例会 香取神宮　

「亀甲堂」18時30分点鐘
鹿島臨海RC… 4月23日㈬小見川RCとの合同例会

の為18時30分点鐘　割烹春本
旭RC…4月25日㈮夜間例会　黄鶴　点鐘18時30分
小見川RC… 4月16日㈬定款第6条第1節Cにより休会
　　　　　4月23日㈬鹿島臨海RCとの合同移動例会
　　　　　18時30分点鐘　割烹春本
　　　　　 4月30日㈬29日地区研修・協議会に振

替休会

ニコニコBOXの紹介
親睦活動委員会
鴨志田　明　人　会員

✌丸　山　泰　典　会員✌

　ロータリークラブの皆様の仲間に入れて頂いて
から、あっという間の1年でした。
　これからもよろしくお願い致します。

親睦活動委員会
佐　藤　直　子　委員長

家族親睦旅行のご案内
期日：5月17日㈯‒18日㈰1泊2日
行先：日本ロータリークラブの創始者

「米山梅吉記念館を訪ねて」
皆様のご参加お待ちしております。

「雑誌月間に因んで」　　　　
宮　﨑　裕　光　会員

　織田さんが2790地区ガバナーになった年度に、
第7分区から脇を固める幹事団が結成されました。
私はその年度副幹事長という役割を任されました

幹事報告幹事報告

会 員 の 記 念 日会 員 の 記 念 日

ニコニコBOXニコニコBOX

卓　話卓　話

委員会報告委員会報告
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が、同時に織田さんから“宮﨑君友委員やってみ
てよ”と声がかかりました。正確には「ロータリー
の友地区代表委員」と言いますが、私が委員を任
された年度から“代表”という文字が加わりまし
た。最初のゾーン別会議では、ほとんどの地区委
員が「地区においての立場が分からない」「従って
地区でのふるまい方が分からない」という意見が
多く、地区の中でロータリーの友地区委員といっ
てもどんな役割を持っているのか非常に認知度も
関心度も低いという悩みを持っていました。そこ
で、“地区代表”という名称でせめてプライドを保
とうとしたのかも知れません。織田さんから私に
友委員を依頼されたとき「友委員って何をするん
ですか」と聞くと、「さー、僕もよく解んないんだ
よね」とおっしゃっていましたが、確かにその後
の地区のいろいろな活動の中で、何か浮いた存在
で1年を過ごした記憶がございます。任期は1年で
すが、中には数年続けてやっている方もいらっし
ゃいました。そんな方は地区に出向していて、ガ
バナー輩出クラブでなくとも経験があるからと自
ら手を挙げているのでしょうか?「ロータリーの
友地区代表委員」の役割定義のなかで地区代表委
員は地区ガバナーに任命された「ロータリーの友
編集委員会」の構成員であり、「友」に関するガバ
ナーの代理者として・・・とありますがその割に
存在感はなかったと思いましたし、今の委員さん
もそう感じているのでしょうか?機会があれば聞
いてみたい気がします。日本のロータリークラブ
は3つのゾーンに分かれていますが、第2790地区
は第1ゾーンに分類されます。（友誌の日本ロータ
リー分布図参照）3ゾーン合同会議は年2回開催さ
れ、他にゾーン別の会議が年3回‒4回、都内芝公
園にあるロータリーの友事務所へ出向き行われま
す。遠くは北海道、九州、からからわざわざ上京
し、会議に出席することになり本当に大変ですが、
他地区の様々な情報が得られる有意義な会議でも
あります。毎月早めに送られてくる友誌を読みな
がら感想を友事務所へメールで送り、それを第1
ゾーン各委員の感想文が纏められたものを、また

各委員にフィードバックされるというルーティン
作業が有りますが、同じ友誌を読んでも感じ方が
違い参考になりました。でも、第1ゾーンだけで
も12の地区がありますので友誌を読んで感想文
を書き、他に送られてくる各地区委員の感想文に
も目を通すのは結構時間を取られる作業でした。
委員の特権としてなるべく銚子ロータリークラブ
の活動を取り上げてもらえるよう意識もしました。
例えば、合唱同好会“コーロ・ハモンティアーノ”
の活動も写真入りで投稿し掲載されたこともあり
ましたが、これは例会場でハーバード大学のアカ
ペラ合唱団「din&tonics」とコラボした時の模様
をアピールしたものです。当クラブのバナーも紹
介したく先輩会員に由来を聞いてみましたが、こ
れといった決め手になるようなお話も聞けなかっ
たのであきらめました。また何かの機会にとも思
っていますが、皆さんの中で詳しい方がおられま
したら投稿されたらいかがでしょうか?但し、第
2790地区はバナー紹介の投稿が非常に活発に行
われており、他地区との偏りを防ぐため、投稿の
呼びかけを休止してほしい旨の要望が、名物編集
長の二神典子さんよりあったのも事実です。めっ
たに経験できない会議にも参加させて頂きまし
た。年度初めにガバナー・友委員合同会議が都内
ホテルを会場に行われますが、日本全国からガバ
ナー、友委員、直前友委員3人一組で一堂に会す
る会議で、日本中のガバナーが集まる独特な雰囲
気の中、貴重な経験をさせていただきました。

「ロータリーの雑誌月間に因んで」
クラブ情報委員会　小田島　國　博　会員

　私が、入会した35年前、ロータリーの友にふれ
た時の感動は、表・裏の表紙すばらしさと豊かな
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内容でした。当時の友誌は、B5版の雑誌で、カラ
フルな写真ではなく、単色の写真でした。構成等
も現在のA4版の友誌とは、かなりの相違があっ
て視覚に訴えて読むというものでなかった気がし
ます。ロータリー創立72周年の「ロータリーの友」
1977年2月号にポールP.ハリスによる「合理的ロ
ータリアニズム」の論文が再掲されました。これ
は、B5版8枚という長文です。ロータリー創立の
1905年より6年経過した1911年1月創刊のロー
タリアン誌に掲載されたものです。内容は、寛容
の価値「道徳居士」「割切り居士」「現金割引居士」

「愛他均衡居士」のロータリーの哲学に対する発言
発言に対する論評とロータリーの哲学

　　　　　　以上
是非、一読を。

「ロータリーの雑誌月間に因んで」　　　

上　総　泰　茂　クラブ情報委員長
　今から63年前の1953年に日本のロータリーが
二つの地区に分割されました。お互いに連絡を緊
密にするための共通の機関誌として「ロータリー
の友」が創刊されました。
　『ロータリーの友』は、一般社団法人ロータリー
の友事務所によって発行されておりロータリーの
友事務所理事会が、編集他全般について責任を負
っています。
　ロータリー地域雑誌発行に欠かせない条件とし
てRI理事や地区代表委員による「ロータリーの友
委員会」が設けられています。
雑誌の記事はロータリーの目的を推進することを
前提にRI の方針と調和し、少なくとも50 パーセ
ントはロータリー関連の話題に関する記事である
こととなっています。ロータリー活動の視点から

のおもしろさが尊重されています。
　地域雑誌としての『友』は、ロータリアンがロー
タリー・ライフを深めるためにも、またクラブが
RIと直結しているという認識のためにもひいては
会員親睦に必要な媒体であるということをまず理
解し読み続けていただくことをお薦めいたします。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　40名
　出　席：33名　欠席7名　出席率82 .50%
　欠　席：伊東君・神宮寺君・栢尾君・越川君
　　　　　櫻井（公）君・植田君・内田君

【M U】

4/4　春の交通安全運動出発式

石毛君・越川君・宮﨑君・大岩君・杉山君

4/5　第4回ガバナー・地区委員長会議

島田君

【ニコニコ】
ニ コ ニ コBOX ￥ 4,000 計 ￥540,001
スモールコイン ￥ 3,150 計 ￥ 59,134
米 山 B O X ― 計 ￥ 53,418
希 望 の 風 ― 計 ￥265,800

次回のプログラム（4月23日）
「教育行政について」

 銚子市教育長　石　川　善　昭　様
お弁当：黄鶴（中華）


