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本日の例会

次回４月２１日の予告

RC ソング「我等の生業」

４月７日の記録

出席報告

　全会員数　３０名　　　　  本日の出席者　２５名

　出席免除者５名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　３名

　出席率 89. 29％　　　3 月 10 日の修正出席率 96.5 5％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　

２．みんなに公平か　

３．好意と友情を深めるか　

４．みんなのためになるかどうか

卓　話【 戦後７０年 】

寺　山　会員

【 堺おおいずみRCとの合同例会 】

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

　　　　　　　「君が代」「奉仕の理想」ＲＣソング

卓　話【 アイ ラブ アフリカ 】

NPO法人エスペランサ 馬場菊代理事長

お祝い

●先日の春の家族会に参加させて頂き「落語家

と行く なにわ探検クルーズ」を企画していただ

き、川から大阪の名所を眺めながら落語家さん

の面白い小話に、皆さんお腹の底から笑われた

事だと思います。また、花見処では降っていた

雨も止み晴れ間が出たとは、晴れ男、晴れ女の

力で素晴らしい花見をさせて頂きました。

会長の時間 小　寺　会長

小寺会長から誕生日お祝い記念品を受ける橋本会員(右）
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委員長報告

■親睦活動委員会／芝　山　委員長■

 「宮園会員歓迎会」 ご案内

 「堺おおいずみRC  との合同コンペ」

 および 「東輪会」 報告

■東輪会／奥　野 東輪会幹事■

三重野正之 副幹事幹事報告

3 月 3 日に宮園会員を新入会員としてお迎えし

ましたので、歓迎会を開催致します。万障お繰

り合わせの上、ご参加ください。

　日時／4月18 日(土）18:00 ～

　場所／「藤よし」

また、吉本新喜劇にも連れて行っていただき、

本当に楽しい一日でした。親睦委員の方、親睦

委員長、素晴らしい企画を有難うございました。

●4 月 2 日(木）東輪会と大輪会の合同コンペが

有りまして、団体戦では、皆さんの力により優

勝することが出来ました。また、個人戦では私

が優勝させていただきました。今野会員には桜

の満開の時期に聖丘CC をとって頂き、お花見が

できました。どうも有り難うございました。

合同コンペ順位（W ぺリア方式）

1 位　小寺会員

2 位　林会員

3 位　前内会員(堺おおいずみ）

4 位　芝山会員

5 位　内矢会員(堺おおいずみ）

東輪会順位(ハンディ方式）

1 位　中村会員

2 位　芝山会員

3 位　林会員

咲山東輪会会長から

優勝カップを受ける

中村会員(右）

咲山東輪会会長か

ら優勝カップを受

ける小寺会員(右）

●ガバナー月信が届きましたので回覧します。

●本日例会終了後、定例理事会を開催します。

●例会変更

堺ﾌﾗﾜｰRC ／ 4月18 日(土)→4月19 日(土)11：

　00 ～いずみふれあい農の里にて。

　5 月 2 日(土)→休会。

堺おおいずみRC ／4 月 22 日(水)→4 月 21 日　

　(火)12：30 ～堺商工会議所2F にて(堺東RC と

　の合同例会）。

堺東南RC ／ 4 月 30 日(木)→休会。

堺清陵RC ／ 5 月 7 日(木)→休会

４月度定例理事会議事録

　　　　　　　　　　　平成 27 年 4 月 7 日(火）

報告事項

①2 月度堺11RC 連絡会は中止

②宮園会員の歓迎会開催の件

　4 月 18 日(土）午後6 時～「藤よし」にて

協議事項

①地区審議会と信任状の件

　　上松瀬直前会長が出席

②次年度 地区米山奨学委員の件

　　八百会員の意思を尊重し、受けない。

③合同例会の件

　　配置、発表など了承

④3 月度収支決算の件／承認

３月度 堺 11RC 連絡会は中止

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／本日の卓話、雑誌広報委員会咲山委

　　員長、インフォメーションご苦労様です。

　　勉強させて頂きます。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／咲山委員長、インフォメーショ

　　ンご苦労様です。

中村副会長／過日の家族親睦会、花と食事とお

　　笑いを楽しませて頂きまして有難うござい

　　ました。

　　咲山会員、インフォメーションご苦労様です。

　　ハンディに恵まれ、東輪会優勝しました。

　　嬉しいです。
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江口会員／咲山委員長、雑誌広報インフォメー

　　ションご苦労様です。

　　4 月 5 日(日）の「なにわクルーズ、桜満開

　　で楽しかったです。親睦委員会の企画ご苦

　　労様でした。

橋本会員／咲山委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

　　過日の春の家族会、親睦委員会の皆様、有

　　難うございました。家族も大変喜んでいま

　　した。　　

　　誕生日祝いを頂き感謝。

市平会員／咲山委員長、卓話、楽しみです。

　　家族会、皆様お世話になりました。

今野会員／春の家族会で親睦委員の皆さんにお

　　世話になりました。

　　咲山委員長のインフォメーション、期待し

　　ています。

　　入会以来38 年間、100％出席できました。

　　江口様に写真を頂き感謝。

城戸会員／春の家族会、芝山委員長はじめ会員

　　の皆様にお世話になり有難うございました。

　　楽しかったです。

　　咲山先生、インフォメーション楽しみです。

　　江口様、いつも写真を頂き有難うございます。

北野会員／咲山委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

　　素晴らしい企画の家族会、芝山委員長なら

　　びに委員会の方々に感謝。橋本会員はじめ

　　ご家族の皆様に大変お世話になり、御礼申

　　し上げます。市平会員には、移動の時、介

　　添えいただき大変助かりました。厚く御礼

　　申し上げます。

　　誕生日祝いを頂き感謝。

松永会員／5 日の家族会は大変面白く過ごさせ

　　て頂きました。親睦委員長をはじめ委員の

　　皆様方ご苦労様でした。次年度へのプレッ

　　シャーは、かなりデカイです。

　　咲山委員長、インフォメーションご苦労様

　　です。

三重野会員／親睦委員会の皆様、家族親睦会ご

　　苦労様でした。楽しい時間を過ごせました。

宮園会員／芝山委員長、日曜日は有難うござい

　　ました。お世話になりました。

中野会員／家族会、笑わせて頂きました。後日、

　　テレビ放映をみたいなと思います。芝山親

　　睦委員長、委員の皆様、有難うございまし

　　た。感謝。

　　咲山雑誌広報委員長、インフォメーション

　　ご苦労様です。拝聴させて頂きます。

インフォメーション

雑誌広報委員会／咲　山　委員長

沼田会員／春の家族会、とても楽しく過ごさせ

　　て頂きました。有難うございました。

阪上会員／戸松会員、大阪地区保護司会連合会

　　長の大役ご苦労様でした。

　　本日の咲山委員長のインフォメーション、　

　　拝聴致します。

　　江口会員、春の家族会の写真有難うござい

　　ます。

　　芝山委員長に感謝。

咲山会員／芝山親睦委員長、親睦委員会の皆様、

　　楽しい家族会を有難うございました。

佐竹会員／咲山会員、インフォメーションお疲

　　れ様です。

　　4 月度お誕生日、結婚記念日の皆様、おめ

　　でとうございます。

芝山会員／咲山会員のインフォメーションご苦

　　労様です。

　　江口さん、家族会の写真、有難うございます。

高橋会員／家族会お世話になりました。楽し　

　　かったです。親睦委員さん、有難うござい

　　ました。

　　咲山委員長、卓話、楽しみにしています。

寺山会員／本日の卓話、咲山雑誌広報委員長、　

　　インフォメーションご苦労さんです。

　　春の家族会、欠席お詫び。

八百会員／結婚記念祝いを頂き感謝。

吉村会員／先日の笑尽くしの春の家族会、有難

　　うございました。

　　本日の咲山委員長のインフォメーション、　

　　楽しみです。
 累計　1,413,000  円



―４―

近隣クラブ例会変更

4 月 16 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

4月 18 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

4月22日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

4 月 30 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

5月 2日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

5 月 7 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

2002 年(平成14 年）7 月号から、B5 版からA4 版

に変更された。

　創刊当初は3,300 部だったが、62 年後、2014

年(平成26 年）7 月号では、約95,200 部、通巻

739 号を数えている。

2013 年(平成 25 年）7 月 1 日はホームページを開

設している。

　投稿については、活動の原稿や写真は活動後1

カ月以内に送る事。写真は記念撮影(集合）は原

則掲載されない。「生き生きとした写真」「動き

のある活動の様子がわかる写真」が掲載される

可能性が高い。

ロータリー俳壇、歌壇、柳壇は、1 カ月に葉書1

枚 3 句(3 首）までになっている。

　「ロータリーの友」英語版 THE ROTARY-NO-

TOMO は、「友誌」に掲載された記事、論文を中心

に日本の理解に役立つものを英訳して掲載する。

刊行は年2 回（4 月、11 月）に発行していたが、

2006 年度(平成9 年）から年1 回(11 月）発刊に

なった。

結語

　「ロータリーの友」は国際ロータリーの許可を

受け、発行されているロータリーの地域雑誌で

ある。ロータリーについての情報雑誌であり、

広報雑誌ではないので、ロータリアン以外の

方々を対象にして編集されていないが、ロータ

リアン以外の方が読まれてもロータリーの事を

理解されるよう努めている。

世界や日本におけるロータリーの状況やロータ

リー活動について、日本のロータリアンが情報

や思いを共有できるよう編集されている。

定価100 円は1962 年(昭和37 年）まで続き、そ

の後、1974 年(昭和49 年）まで110 円だった。

1975 年(昭和50

年）1 月号から

定価200 円にな

り現在に至って

いる。

　1940 年(昭和15 年）、日満ロータリー連合会

48RC(内地37、外地11）会員数2,142 人は離脱

したが、1949 年(昭和24 年）、日本のロータ

リーがRI に復帰した。その間、19 クラブは例

会の曜日に因んだ名称で継続していた。

　7 クラブ(東京、京都、大阪、名古屋、神戸、

福岡、札幌）で第60 地区を形成し、東京クラブ

は4 月 27 日に例会にて伝達式を行い、吉田茂首

相が祝辞を述べ、マッカーサー元帥のステイト

メントもあった。なお、元帥は解任されるまで

名誉会員であった。

　1952 年(昭和27 年）、石川県、岐阜県、三重

県を含む東日本の38 クラブを第60 地区、福井

県、滋賀県、奈良県、和歌山県を含む西日本28

クラブを第61 地区として1952 年(昭和27 年）7

月 1 日に発足した。

　両地区全体の連絡と意志の疎通を図る機関紙

が要望された。西地区は謄写版刷りの簡単なも

のでいいから早くという意見、東地区では謄写

版では簡単すぎて恒久性がないので初めからあ

る程度きちんとしたものを望む東西両論が出た。

　東京案は発行所を東京とし、定価100 円、平

仮名使用、組み方は縦・横両論があった。

大阪案は発行所が大阪で、謄写版印刷、定価20

円、片仮名使用で横組みであった。

アンケートの結果を総合勘案して、発行所は東

京、定価50 円、活版印刷、平仮名横組みとなっ

た。

　「ロータリーの友」の名付けは「主婦の友」に

由来していると言われているが、創刊は1953 年

(昭和 28 年）1 月になった。「ザ・ロータリア

ン」も1 月創刊、雑誌月間（当時）も1 月で

あった。

最初は横書きであったが、俳壇、歌壇、柳壇な

ど横組みで具合の悪い欄があり、これらを縦書

きで入ったが、横書きの中に縦書きが入ると詠

み難いため、1972 年(昭和 47 年）1 月号から現

在の様式になった。

　1980 年(昭和55 年）に国際ロータリー公式雑

誌に認証されたが、公式地域雑誌の要件の一つ

に、毎年7 月号の表紙にRI 会長の写真を掲載す

ることになっている。1986 年(昭和 61 年）か

ら、それまで表紙以外モノクロだったが、カ

ラーページを入れ2 色刷りになった。

友誌表紙に採用さ

れた写真説明をす

る江口副委員長


