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幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
４月のロータリーレート １ドル＝９４円
■ 例会変更 ■
＊吉原ＲＣ
５月２日(木)→特別例会
５月２３日(木)→夜間例会＜ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ＞
＊御殿場ＲＣ
４月１８日(木)→東山荘
４月２５日(木)→御殿場館

第１４７２回例会 会長挨拶
会長 野口郁夫
本日より新年度がスタートしました。各企業では入社式がおこ
なわれ、新入社員の皆様は気持ちも新たに本日を迎えたと察し
ます。
ロータリーは残すところ３か月となりました。会員の皆様のご協
力をいただきまして予定どおりに事業が進められてきました。心
より感謝申し上げます。残り３カ月ではありますがまだまだ奉仕事
業が残っております。今後のご協力宜しくお願い申し上げます。
さて、４月は雑誌月間であります。ロータリーを理解する上でロ
ータリーの公認雑誌を読むことは非常にプラスになります。ちな
みに「ロータリーの友誌」は毎月発行され各月ごとにロータリーの
月間活動について詳しく紹介されております。また、縦書きでは
日本全国のロータリークラブの活動や会員より投稿が掲載されて
おり興味をそそる文章がたくさんあり、私達のロータリー活動や
私達自身の社会勉強の参考にもなっております。何事にも役立
つロータリー雑誌を是非購読して下さい。

会員慶事
【本人誕生日】
古泉榮一会員
【ご夫人誕生日】
髙田優子様
【結婚記念日】
菊地勝男・美佐子様ご夫妻
伊藤毅・和子様ご夫妻

■ 週報到着 ■
吉原ＲＣ・御殿場ＲＣ

本日のゲスト・ビジター
ビジター 沼津北ＲＣ 岩崎逸三様
ゲストはありませんでした。

スマイル報告
古泉榮一
濱田清明
横山忠男
石井 優
前澤秀明
中田 真
野口郁夫
原 修一
前田 守
伊藤 毅
菊地勝男
伊藤 毅
髙田 聡

本人誕生日。
今月もよろしく。
早退します。
早退します。
今月も宜しくお願いします。
今月も宜しくお願いします。
今月も宜しくお願いします。
４月です。会員増強もお願いします。
今月も宜しくお願いします。
４月５日、長男の中学入学式です。
結婚記念日。
結婚記念日。
奥様誕生日。

会員卓話

太田昭二 会員
「四月一日」と書く苗字がある。富山県の魚津・滑川方面に多
い。何と読むかというと、ワタヌキと読むそうだ。昔旧暦の四月一
日といえば、衣替えをする日で、今まで着ていた綿入れを脱ぎ、
あわせに着替えた。そういうことから「四月一日」はワタヌキだそう
だ。一般に「日」や「月」の字のつく苗字に難読のものが多い。
「日下」でクサカ、「春日」でカスガ、私の韮高時代に天城湯ヶ島
から通っていた「月出」と書く同級生がいましたが、これはヒタチ
と読む。今日はエープリル・フールで天下晴れて嘘の言える日
であるが、以上の事はウソではない。
ロータリーには毎月決まったテーマの月間があり、４月は雑誌
月間。因みに、１月：ロータリー理解推進月間 ２月：世界理解
月間 ３月：識字率向上月間 ５月：なし ６月：親睦活動月間
７月：なし ８月：会員増強及び拡大月間 ９月：新世代のための
月間 １０月：職業奉仕月間米山月間 １１月：ロータリー財団月
間 １２月：家族月間 で、それぞれに因んだ催しや卓話をする
ことになっております。
ロータリアンの３大義務：ロータリーは「まず例会出席から」と言
われています。例会への出席は、ロータリークラブの会員の義
務の一つになっています。例会は基本的に週１回開催され、や
むを得ない事情により欠席した場合は、その例会の前後１４日
以内に他のロータリークラブの例会や、その他にロータリークラ
ブ定款に定められている他の会合に出席することで欠席をメー
クアップ（補填）することが出来ます。そして会費の納入もロータ
リアンの義務です。全員が納めた会費の中に国際ロータリー（Ｒ
Ｉ）の人頭分担金というロータリアンがＲＩに納めなければならない
お金も含まれています。３つ目が雑誌の購読です。ＲＩの機関紙
はＲＩ世界本部で発行している「The Rotarian」です。この他に世
界各地で３０のロータリー地域雑誌が発行されています。これら
ロ ー タ リ ー 関 係 の 雑誌 を 合 わせ て 「 Rotary World Magazine
Press」と呼びます。毎月届いている「ロータリーの友」もロータリ
ー地域雑誌に指定されていますから、日本のロータリアンの皆
様は、この「ロータリーの友」か「The Rotarian」を購読すればそ
の義務を果たすことになります。しかし「購読」ですから、単に代
金を支払って「買う」ということではなく、その雑誌を「読む」必要
があります。「ロータリーの友」は１９５３年（昭和２８年）１月に創
刊、１９８０年（昭和５５年）７月号からＲＩの公式地域雑誌（現ロー
タリー地域雑誌）に指定されました。以上の「例会の出席」「会費
の納入」「雑誌の購読」がロータリアンの３大義務です。

『横組みと縦組み』
「ロータリーの友」は横組みと縦組みから成っていますが、こ
れがこの雑誌のユニークなところです。横組みはロータリーの公
式的な記事を中心に構成しています。ＲＩ指定記事と呼ばれる
「The Rotarian」からの転載義務のある記事、ロータリーの月間
に関する特集が中心です。
縦組みは創刊当時のロータリアンの心を引継ぎ、国内のロー
タリアンが情報を共有したり、意見交換が出来るページを設けて
います。「ロータリー・アットワーク」や「友愛の広場」などでは、ク
ラブの方からの投稿を掲載し、どのようなクラブがあって、どのよ
うな活動をしているのか、どのような会員がいるのか、と言った情
報を共有することが出来ます。
国際ロータリー（ＲＩ）の規則で、ロータリーの地域雑誌はそれ
ぞれに編集委員会を設けて、その委員会が指導・監督するよう
に定められています。「ロータリーの友」には横組み目次の右下
に掲載してあるような構成の委員会がありますが、この中で特に
「ロータリーの友地区代表委員」の方には、ＲＩが定めている指
導・監督という範囲内に留まらず、ご自分の地区や地区内のクラ
ブの情報収集にも努め、「ロータリーの友」の誌面づくりに協力
してくださっています。つまり、地区と「ロータリーの友」を結ぶ大
切な役割を担っているのです。

第十一回 理事会報告
①５月の例会プログラムについて
０６日 1472 回 祝日休会（振替休日）
１３日 1476 回 クラブ協議会（Ｇ補佐期末訪問）理事会 11：30
２０日 1477 回 →例会変更 １９日(日)早朝例会
２７日 1475 回 裁量休会
②地区協議会について（4/14･日･ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ静岡）
・集合 沼津駅南口/11：20（11：36 発→12：26 着）
・切符 各自購入（領収証をお忘れなく）
・お疲れ様会 沼津駅周辺にて予定しております。
③早朝清掃例会について（4/21･日･柿田川公園）
・ゴミ拾い（看板撤去は５月に変更）
・雨天でも例会は開催致します。
・駐車場有料時はバッカスのへそ側へ。
④ガバナー補佐期末訪問について（5/13･月）
・お出迎え担当 原会員
・食事 通常例会が１回の為、１００万＄ではなく通常食。
・集合 失礼の無い様にお早めにお越しください。
⑤早朝例会について（5/19･日･柿田川公園）
・ニス塗り替えと看板撤去
・清水中へ寄贈した看板前の状態によっては手分けして除
草する。
⑥会員増強について
・現在は純増１名。目標は年度内に２１名。
・数名の候補者へはクロージングをかけていきます。
⑦その他
・会場について 大きい部屋への変更も可能です。次年度
の状況によりご検討下さい。
・事業ＤＶＤは全部で８００枚作成しました。増刷により予算
より６万円多く掛かりました。

◆次回例会プログラム◆ 卓話（雑誌委員会・太田会員）
出 席 報 告
会員数

１７名

出席計算に
用いた会員数

１７名

出席計算に
用いた出席者

１４名

出席率

82.30%

３ 月 ４ 日
修正出席率

出席： 古泉・太田・原・野口・菊池・前田 他

計１４名

欠席： 前田・濱田・石井・横山

計３名

ＭＵ：

計０名

100%
菊地・横山・横山・前澤

