
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様  

ロータリーの友地区代表委員 星野時夫様 

2018-19 Ｒ財団奨学生    高野恭平さん 

◆ 会長あいさつ      富永 悟会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

９月１２日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、例会場に来る際、今までは明る

かったのに薄暗くなり始めという形でそろそろ秋だなと

感じました。 

 本日は先ほどご紹介をさせていただきましたがロー

タリーの友代表委員の星野時夫様に卓話をいただく

予定でございます。私もＰＥＴの時など何度かお話を

伺っておりますが、印象に残っている話で「ロータリア

ンには 3 つの義務がある」というお話を聞いたのがと

ても印象に残っています。その 3 つは何だという事で

会費を払う、例会に出席する事、ロータリーの友を購

読する事という事で購読というからには買うだけでは

だめで読んでこそ義務が果たせるという話をされてい

たことがとても印象深かったです。今日も皆さんのた

めになる話が聞けると楽しみにしています。 

 そして次年度の財団奨学生の高野恭平さんは論文

を提出するために日本に一時帰国され、無事に提出

が終わり、次年度に向け頑張るということなので応援

していきたいと思います。本日は近況報告楽しみにし

ています。 

  

 

第２５６回 例会 ９月１９日 草加市文化会館          

 

 

 

 

 

会長 富永   悟 

         

 

 

 

 

 

幹事 飯山 英彦 

会 長：富 永   悟 

幹 事：飯 山 英 彦 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

これからの時期はイベントが盛りだくさんですが、まず

は、地区大会が 11 月 12 日にあります。全員登録とこ

とです。櫻井よしこさん、ニュースキャスターも務めて

おります。ジャーナリスト方のご講演もあるという事で

是非とも皆さんに参加をしていただきたいと思います。

詳し話は後ほど飯山幹事からあります。 

 11 月 27 日は、ガバナー公式訪問例会があります。

こちら、会場の都合で本来は 28 日火曜日が例会日で

すが、27 日月曜日に文化会館 3 階会議室で行う事に

なっております。皆様ご予定にいれていただき全員で

ガバナーをお迎えしたいと思いますのでご協力を宜し

くお願い致します。 

 10 月は米山月間という事で 17 日の例会は、移動例

会として米山記念館に行く企画をプログラム委員長が

してくだっています。皆さん時間を合わせていただける

と有り難く思います。 

 本日の例会も宜しくお願い致します。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

  草加環境マップについて 
草加環境推進協議会  会長 高橋茂仁様 
        副会長 菅 藤男様 

草加市環境課    課長    富岡由紀子様 
            伊藤  然様 

 
 

    



 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７７０地区 ロータリーの友地区代表委員  星野時夫様 

皆さんこんばんは、今日はお招きいただきましてありがとうございます。今年度ロータリーの友２７７０地区代

表委員をしております。星野と申します大宮中央ＲＣから出向しております。 

先ほど会長さんからロータリーの友委員の星野時夫様とご紹介いただきましたが、正式には「ロータリーの友

地区代表委員」という立場なのです。これは意外と浸透しておりません、なぜかと言いますと地区でも部門委員

会ありますよね、何人かの組織でやっております委員会ではなくて、委員ですから地区でも役員ですが単独１人

なのです。全国３４地区のロータリーの友代表委員という形でそれぞれの地区で１人だけいます。それが年に５

回東京のホテルに集まってロータリーの友についてディスカッションする。友についてどうだったか、あるいは何

か加えることはないか、など色々なことをディスカッションしているのがロータリーの友代表委員なのです。です

から地区の組織図を見ていただければわかるのですが、組織の中に入っていないのです。横にいるのです。ガ

バナーの代理として年に５回程度でディスカッションしている立場です。 

今日はロータリーの友の概要、皆さんご存知とは思いますが、改めて今年から変わった点等ありますのでど

のよう縫組み立てられているのかという事をお話ししたいと思います。 

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、ロータリーの友委員会ならびに同理事会では、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。 

9月の「ロータリーの友月間」と 10月の「米山月間」が日本独自の月間となります。 

                 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。 

その少し前、4月に大阪で開催された地区大会で、分割後の 2地区が情報を共有でき

るようにと、雑誌の創刊が決まりました。 

その後、東西のロータリアンで協議した結果、1953年1月に『ロータリーの友』が創刊さ

れました。 

そして１９７９年７月から１年間の試験期間を経て１９８０年７月号から「ロータリーの友」

は国際ロータリーの地域雑誌になりました。日本独特です。他の外国では「ロータリー

の友」はありません。 

話によりますと当時「主婦の友」という雑誌があったようなのですがそれをまねして「ロ

ータリーの友」と名前が命名されたと言われております。 

 ロータリアンは、その地域で国際ロータリー（RI）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るという事でございます。 

 ロータリーの地域雑誌「ロータリーの友」には守らなくてはならないいくつかの規則があり 

ます。その１つは７月号の表紙にＲＩ会長の写真を掲載する事は義務つけられています。 

そしてその次の号からは世界各国に地域雑誌があるのですが自由に表紙を決めている 

そうです。日本の場合今年度はイラストになりました。 

横組みの表紙は、ロータリーの活動をイメージ、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ります。 

『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。 

『友』誌では「ＲＩ指定記事」と呼んでいますが、記事のタイトル辺りにロゴを入れています。 

目次には「ＲＩ」だけのロゴを入れています。 

 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。 

 2002 年 7 月号でサイズがＡ4 変型判（280mm×210mm）に変わりましたが、さらに 2017 年 7 月号から A4 判

（297mm×210mm）に変わりました。定型サイズになるという事はコストが安くなりました。ロータリーの友は現           

在毎年赤字です。なぜこの状況でできるのかと言いますと、バブル時代日本全国にロータリアンが１２万人いま

した。そして今８万人、潤っていた時代があったのでそれを使って今やっている。しかし値

上げの検討にも入ってはいますがこの状況で値上げするよりも資産があるだけ頑張って

行こうという形です。ずっと￥２００でやっています。編集スタッフがたくさんいる中で厳し

いと思いますがなるべく続けようという形で頑張っています。 

                  ≪新コーナー１≫ NEW  GENERATION 

 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

り組んでいることなどを語ってもらうコーナーです。対象者は、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。毎月個性豊か

な若者たちが登場します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪新コーナー２≫ わたしの１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。 

≪新コーナー３≫ 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。10 月号から始まります。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。 

≪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。 

≪クラブを訪ねて≫  

縦組みのこのコーナーは、ロータリアン個人、ロータリークラブと、約 3年ごとにテーマや対象 

を変えて続けています。 

2016－17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。 

どこのクラブを取り上げるのかは、主に、地元の情報に詳しいロータリーの友地区代表委員 

（皆さまの地区の委員は『友』誌横組み目次内にある「ロータリーの友委員会」メンバーの一覧 

でご確認ください）からの情報によって決めています。 

≪パズル deロータリー≫  

パズル de ロータリーは、2015 年 8 月号から掲載しています。数独、クロスワードパズル、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。2017-18 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。 

≪「ロータリーの友」ウェブサイト≫  

『ロータリージャパン』として作成していたウェブサイトを『ロータリーの友』として、2016年にリニューアルしました。 

内容も、ロータリアン向けの情報に集約しています。2013年 4月に開催された国際ロータリーの規定審議会で、ア

メリカとカナダ以外のロータリアンも、印刷版と電子版の選択ができるようになりました（アメリカとカナダのロータリ

アンについては、2010年 4月の規定審議会で、印刷版と電子版の選択ができるようになりました）。 

それに伴い、『ロータリーの友』は 2014年 1月号から、『友』誌の購読者（国内のロータリーアンに限ります）電子版

の配信を始めました。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

郵送でお知らせしましたので、幹事または事務局にお尋ねください。 

なお、このＩＤとパスワードをクラブのホームページやクラブ会報（週報）には 

掲載しないでください。 

電子版は『ロータリーの友』の有料購読者だけに提供しているもので、ＩＤとパス 

ワードをそれらに掲載することによって、誰でもアクセスできるようになってしま 

います。また、「投稿フォーム」を用意しました。「友愛の広場」「ロータリーアット 

ワーク写真編」「ロータリーアットワーク文章編」「わがまちの味」「声」は、この投 

稿フォームを利用して、投稿できます。 

「『友』電子版ログイン」ボタンの下にある「投稿をお待ちしています」ボタンをク 

リックしてください。 

なお、これまで通り、郵送や E メールでの投稿もお受けしています。 

 

 
2018-19 ロータリー財団奨学生  高野恭平さん 
ロータリー財団奨学金候補生の高野恭平と申します。この度は海外で勉強するための援助を頂き大変幸せに感

じております。私はこの草加市で育ちました。実家が苗塚町にありまして、友達と自転車で市内を遊びまわったこと

をよく覚えております。大学は岐阜に行ったのですが、故郷に貢献してみたいという思いから、初期研修医として草

加市立病院に戻りました。その後、東京、岩手で産婦人科医と勤務した後、ロンドンで母子保健を一年学び今に至

っております。 

私は母子保健の研究を今後続けたいと考えており、その中でも途上国で 

いかに死産を防ぎ得るかについて尽力したいです。死産は現在の日本では 

とても珍しいものです。 

一方、途上国では未だ大きな問題であり、実際に死産の 98%はそのよう 

な国で起きています。国際協力に携わることは私の夢の一つであり、今回 

このような素晴らしい機会を頂けたことは光栄の至りです。至らぬことろば 

かりの未熟者ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い 

致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 12 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 22,000 円 累計 200,500 円 

９月 12 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 １９ 

出席免除  5 ＭＵ １ 

出席適用 35 出席率 57.14 

今後のプログラム 
9/26  卓話 草加市教育委員会  レセプション 

         高木宏幸教育長 

10/3  誕生祝・結婚祝 スピーチ  レセプション 
 
 

幹事報告     飯山英彦 幹事 

皆さんこんばんは、幹事報告です。 

＊地区大会について 

  開催日 11月 12日（日） １１：３０点鐘 

  会 場 さいたま市文化センター 

       記念講演 櫻井よしこさん 

  １０：００に草加駅に集合して皆さんで行きたいとも

います。近くになりましたら詳細をお話いたします。 

＊地区ロータリー財団グローバル補助金セミナーの

ご案内 

開催日  2017年 10月 24日（火） 

登録受付  18：00 

食  事  18：00～18：30 

開  始  18：30 (終了予定 20：30) 

場  所  浦和コミュニティセンター  

パルコ 9階第 15集会室 

 担当委員会に参加をお願いしたいと思います。 

星野 時夫様  本日はお世話になります。 
富永  悟会長 2770 地区ロータリーの友代表委員 星野時夫様ようこそいらっしゃいました。本日は卓話あ

りがとうございます。そして財団奨学生の高野恭平さん近況方向ありがとうございます。ま
すます頑張って下さい。 

飯山 英彦幹事 地区ロータリーの友代表委員 星野時夫様卓話ありがとうございました。高野恭平さん卓話
ありがとうございました。 

牛山 信康会員 今日、草商連のゴルフコンペがあり参加してきました。小雨の中少し頑張ってみたところ準
優勝して商品券をいっぱい貰ってきました。嬉しいです。 

大久保雄司会員 ロータリーの友代表委員星野様卓話ありがとうございます。 
川井 大輔会員 ロータリーの友、地区代表委員星野時夫様卓話ありがとうございます。 
勝浦 雅和会員 星野様卓話ありがとうございます。 
佐々木一男会員 地区ロータリーの友の星野様いらっしゃいませ、卓話宜しくお願いします。 
篠宮 時雄会員 地区のロータリーの友代表委員星野様宜しくお願いします。 
鈴木 秀世会員 地区委員星野時夫様、ロータリーの友について卓話宜しくお願い致します。 
関   洋会員 9/10日曜日、群馬県みどり市、草木湖 12㎞のジョギングに行って来ました。完走しました。

この時期でもダムの水は枯渇して電力供給話と思われました。無駄なダムの１つかな？ 
田中 和郎会員 地区ロータリーの友代表委員星野様卓話宜しくお願い致します。敬老会の案内がきました

が、複雑な気持ちです。 
二階堂祐司会員 地区委員の星野様本日は卓話宜しくお願い致します。 
長谷部健一会員 ちょっと長い夏休みを取ってしまい久しぶりにレセプションルーム来ました。地区委員の星

野様、次年度財団奨学生の高野さんようこそお越し下さいました。 
森  勇一会員 星野時夫様本日は「ロータリーの友」についてのお話を楽しみに参りました。 
渡辺美和子会員 星野地区委員様卓話を楽しみにしています。 
福本 孝昭会員 星野時夫様卓話ありがとうございます。 
来栖 勝行会員 土日で鴨川に家族で行き、海とプールで遊んできたので日焼けしすぎました。 

フィリピン国際奉仕現地視察について  

 日 程    10月 21日～24日（3泊 4日） 

         マリキーナイーストＲＣの例会に出席 

         支援先のコンセプション小学校視察 

 支援内容  トイレを含む衛生施設改修 

・今回は改修前の状況視察をし、来年成果を視察に

行く。是非多くのご参加をお願い致します。 

 会長・幹事が先方と連絡を取り合い、先日はフィリピ

ンに行って打ち合わせも果たしております。 

 また、お時間にゆとりのある方はオプショナルツアー

としてボラカイ島、フィリピンは沢山の島からなってお

りますが、有名なリゾートでありましてこちらも見てい

ただければと思います。 

私は基本プランの行程に加えてレイテ島に行ってこ

ようと思っていますが、みなさんも是非ご参加いただ

ければと思います。参加費用、予算としては

￥135,000 としていますがもう少し抑えられると思っ

ております。宜しくお願い致します。 

 

瀬戸健一郎委員長 

モンゴル・キューバ聖書支援チャリティコンサート 

マルティン・ルター宗教改革 500年記念コンサート 

開催日  9月 22日（金） 19：00開演  

会 場  東京オペラシティコンサートホール 

マルティン・ルター宗教改革 500 年を記念して日本聖

書協会が主催して、東京シモンフィルハーモニーオー

ケストラ、東京シモンコーラスが今年の 3 月に日本人

のグループとして宣教コーラスとしては初めてカーネ

ギーホールで演奏しました。現地では大変評判を博し

まして来年月には国連総会で演奏するという事が

内々には決まっております。日本が世界に出ていくと

いう意味では素晴らしい事です。お時間に都合がつく

方でご希望の方はチケットの用意が数枚ありますので

お声かけ下さい。Ｓ席 ￥５，０００です。 

 


