
点鐘

合唱 君が代 奉仕の理想

ビジター紹介

◎ 都 城 坂口 三郎

◎ 都城北 樋口 正義

◎ 都城中央 なし 各氏

◎ （株）アイネット 社長 諌山 正紀様

□ 会長の時間 井福 博文

皆さんこんにちは。

先週 3 月 31 日は、韓国東蔚山RC の歓迎例会の

ため代休でしたので、皆さんとお会いするのは 10
日ぶりとなります。韓国東蔚山 RC の友好訪問の

際は、福岡空港への出迎え、歓迎例会、また翌日

の観光、夜の食事会、最終日の熊本城観光にたく

さんの会員の方やご夫人のご協力を頂き、ありが

とうございました。お蔭様でなんとか無事にその

責務を果たせたような気がしております、あらた

めてお礼を申し上げます。

ところで、今年は例年に比べると桜が長い間楽し

めているような気がします。例年は、桜が 3 月末

に一斉に咲き、ぱっと散るような感じでしたが、

今年は、天候にも恵まれたせいか、桜が長く、私

たちの目を楽しませてくれているような気がしま

す。もう少しの間桜が楽しめそうですね。

さて、今月 4 月は、ロータリーでは雑誌月間です。

日本では「ロータリーの友」を購読することは日本

人ロータリアンの 3 大義務の一つとなっています。

この「ロータリーの友」の創刊は 1953 年 1 月です。

この創刊までに、大阪ロータリークラブ出身の当時

のガバナーを中心に大阪クラブ・東京・横浜・名古

屋・京都・神戸のロータリークラブの方々のご尽力

がありました。「ロータリーの友」１冊の価格を 50
円に設定し、内容は 100 円の価値のあるものにしよ

うと決めたそうです。その差額は広告収入で賄おう

というものでしたから、当時のロータリアンは広告

のお願いや、勧誘で大きな労力を使われた事でしょ

う。

創刊時、私は 2 歳でしたので 50 円の価値はよく

分りませんが、戦後10年経たない中での50円は、

とても価値があったのではないかと思います。創

刊から 20 数年は左開きの横書きでしたが、1978
年俳句や和歌などの日本の記事を掲載するように

なって、現在のような左から開くと横書き、右か

ら開くと縦書きになったようです。これから「ロ

ータリーの友」を読まれるときには、当時の方の

意志を感じ、多くの価値ある情報を吸収していた

だけたらと思います。

また世界のロータリー雑誌を見てみると、月間・

隔月間・季刊そして、年に 11 回・8 回・7 回など

の様々な形態で発行されているようです。毎月購

読している我々にとっては、8 回や 7 回などの中

途半端な回数にはどのような意味があるのか分り

かねます。また発行部数を多い方から見てみると、

アメリカは 50 万部、続いて日本が 10 万部、イン

ドが 8 万部ですが、最近インドでは、ロータリア

ンの数が日本を追い越したと聞いていますので、

発行部数が日本より少ないのが腑に落ちません。

先ほどの季刊で発行しているのはイスラエルで、

表紙を含め 2 ページで 1,000 部をヘブライ語・英

語・アラビア語で発行しています。一方大国フラ

ンスの発行部数が 39,200部にとどまっています、

これはちょっと驚きでした。私の感じではフラン

スにはもっと多くのロータリアンがいるような気

がしていたからです。

このように各国で発行形態、発行部数等様々です

が、エヴァンストンのRI で指定された記事が 400
を超える言語に翻訳され、世界中で発行され、私

たちはその情報を共有している訳ですね。ロータ

リー・ワールド・マガジンは他に例をみない、大

きなコミュニケーションネットワークなのです。
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■幹事報告 小坂泰一郎

○ 高鍋ＲＣ……４月プログラム予定表

○ ＲＩ日本事務局…ポリオ領収書

○ ガバナー……月信４月号

チリ復興基金について

ﾛｰﾀﾘｰ研究会案内（宮崎県）

5/29（土）13:30-15:30 宮崎観光ﾎﾃﾙ

○ 米山記念奨学会…奨学会ニュース

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ……ＰＥＴＳ参加お礼状．

集合写真（木佐貫鐵蔵）

地区協議会ご案内 5/9（日）城山観光ホテル

○ 都城北ＲＣ……ＩＭ記録誌（DVD）

○ 御坊南ＲＣ……創立３５周年記念式典日時の

連絡 12/18（土）御坊商工会議所

○ 都城市少年野球連盟……平成２２年度

役員の案内

○ 交通遺児育英会……交通遺児ご支援の

お願いについて

○ ロータリーの友４月号

○ 都城泉ヶ丘定時制……入学式のご案内

4/10（土）14:00-義友会館

○ 麻薬．覚醒剤乱用防止ｾﾝﾀｰ…

ニュース．レター８２号

○ 薬物乱用防止指導員都城地区連絡協議会…

講習実績について（土持 修） 
○ ㈱ﾌｼﾞﾏｷﾈｸﾀｲ……ロータリー用品カタログ

○ 宮崎県国際交流協会……South．Wind．75 
 
■クラブ報告事項

＊ 例会終了後 次年度理事会 ｴﾄﾜｰﾙ

□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ５名

出席数 ３９名

出席率 78.00％

前々回修正出席率 3/24 86.00％

前回修正出席率 3/26 86.00％

届出有 大吉 中山 藤岡 鬼束 中村七

吉元 鎌田博 工藤 福本 中村静

吉田

ＭＵ有会員

4/1 中央 今井 藤岡 河中 山浦 萩原

上田

ＭＵ無会員

3/24

串間 川口 工藤 馬渡 福永直

中村静 大吉

要ＭＵ会員

3/26

大吉 永野 福永直 馬渡 三坂

脇丸 三坂

■本日のプログラム

アイネット

諌山社長

【携帯におけるインターネットの可能性】

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

広瀬 忠雄…８４才の誕生祝を頂きました

最勝寺俊昌…ハースディプレゼントを有り難うご

ざいました

木佐貫鐵蔵…ウルサン来訪時の写真を頂いて

高辺 晃也…諫山様お忙しい中卓話して頂き有り

難うございました

萩原 和洋…棈松会員より東ウルサンの来訪時の

歓迎会スナップ写真を頂いて感謝！

感謝！

岩下 晃…誕生祝いの花を頂いて、それから東ウ

ルサン歓迎の写真を頂きまして

小坂泰一郎…諫山様素晴らしい卓話ありがとうご

ざいました

小坂泰一郎…東蔚山ＲＣ歓迎会外みなさま大変ご

協力頂きありがとうございました

◎ ロータリー財団

馬渡 秀光…ロータリー財団へ

◎ 米山奨学金

丸山 照明…米山へ

◎ 教育振興基金

馬渡 秀光…教育振興基金

◎今後のプログラム 予定

４／１４ 会員増強担当 岩橋委員長卓話

４／２１ 出席担当例会

４／２８ 友愛担当例会

4／7 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 10,000 330,398
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,810 82,301
ﾛｰﾀﾘｰ財団 9,000 282,780
米山奨学会 2,000 214,000
教育振興基金 3,000 138,000

竹と風の学校 63,048
＊雑誌会報インターネット委員会

高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉

ロータリー事務局 制作


