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国際ロータリーのテーマ

2018〜19年度 国際ロータリー会長

「平成土浦百景：乙戸川筑波山

バリー・ラシン 氏

写真

せき ごう氏」

9月は基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間
2018〜2019年度
（第61期 沼田年度）
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RI（国際ロータリー）の創立：1905（明治38） 日本のロータリー創立：1920（大正9）
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毎週木曜日
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前 週 の 例 会 報 告
卓話「ロータリー月間に因んで」

公共イメージ委員会 CICO 平島 隆之

■ ロータリーの友とは
『ロータリーの友』の基礎知識（ロータリーの友手引書より）

・
『ロータリーの友』は日本におけるロータリーの機関誌である。
・
『ロータリーの友』はロータリーについての情報誌である。
・
『ロータリーの友』はロータリアンの公開討論の場である。
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ロータリーの友事務所

編集・配布などの業務は
「ロータリーの友委員会」
の包括的監督のもと、
「ロータリーの友事務所理事会」
の
意思決定に添い、職員
（計10名）
が行なっている

『友』の編集方針

『ロータリー章典』に定められた「ロータリーの地域雑誌は、ロータリーのあらゆる面にわたってロータリー
の目的を推進するために存在する」を順守し、編集方針を定めている。
『ロータリーの友』は日本のロータリー 34
地区のロータリークラブ会員のためのロータリー地域雑誌として、
RIの方針や全世界のロータリアンならびに
ロータリークラブの活動を国内の会員に紹介して海外のロータリー活動に対する興味を高め、国内の地区・
ロータリークラブおよび会員の活動状況を紹介して親睦を図り、また国内外における各種ロータリー情報を掲
載することによりロータリー精神の養成、ロータリー活動の発展に寄与することを、発行の目的としている。
『ロータリーの友』の基本方針、年間編集企画などについては、毎月のロータリーの友事務所理事会が決定し、
ロータリーの友委員会が監督する。地区代表委員は、委員会への出席、毎月提出のリポートでの『友』に対する評
価・提言、委員会事業の地区への広報、地区内のクラブの活動に関する情報の提供などを
主な任務としている。

新しい雑誌の発行を決定

1952（昭和27）7月
（195253年度）から、日本の地区は、東日本と西日本の2地区に分
割されることになり、地区大会で日本の2地区で共通の雑誌を発行することが決まった。
これまで共に活動をしてきた日本のロータリアンが、分割されてからも緊密に連絡を取
り合い、
情報を共有するための機関誌として企画された。

『ロータリーの友』と命名

クラブ代表者の投票によって岐阜クラブ遠藤健三氏提案の『ロータリーの友』に決
定。この名称に対し、おつまみの「ビールの友」からヒントを得たというジョークも語
られたが実際のところは『主婦の友』からヒントを得たようである。
また、新しい雑誌を縦書きにするか横書きにするかで意見が分かれ、全会員による
一般投票を行ったところ、2対1の割合で、横書きが採用されることになった。戦後10
年もたっていなかったという時代背景を考えると、この結果は、当時のロータリアン
が、
いかに先進的な考えをもっていたかを知ることのできるエピソードである。

表紙が２つに

最初、横書きでスタートした『ロータリーの友』だ

が、その後、俳壇、歌壇など、横組みでは具合の悪い欄が始まり、これらを縦書き
で入れることになった。1972（昭和47）年1月号から、縦書き、横書きを分けて、そ
れぞれに表紙をつけた。左に開けると横書き、右に開くと縦書きという形の雑誌
になった。

両面が表紙になった最初の号の表紙は陣羽織で、横書きは前から見たところ、縦書きは後ろから見たところ、
というように、両面表紙の特徴を生かした面白いものになっている。

国際ロータリー公式地域雑誌に

1977年、標準ロータリークラブ定款第10条（現14条）の改定に伴い、公式地域雑誌（現ロータリー地域雑誌）の
規定が設けらた。これにより、ロータリアンは、国際ロータリー（RI）の機関誌『The Rotarian』だけでなく、RIが

指定した公式地域雑誌を購読することで会員としての義務を果たすことができるようになった。
『ロータリーの友』
は、
1979年7月号から1年間の試験期間を経て、
1980年7月号からRI公式地域雑誌になった。
公式地域雑誌の要件はいろいろと定められており、また、時代とともに多少変化をしている。

カラフルに、ビジュアルに

2003年1月に創刊50周年を迎えるに当たり、これまでの良い伝統は継続しながら、新
しい50年のスタートにふさわしい新鮮な『ロータリーの友』にするにはどのようにすれ
ばいいのか、
2001年秋から検討に入り、
2002年7月号から誌面を一新した。
サイズをB5判からA4変型判に変更。カラー写真のページを巻頭にもってくるなどし
て、
親しみやすい『ロータリーの友』を目指した。

このサイズの変更と合わせて、事務所内でのコンピューター編集に切り替えた。このこ
とによって、それまでより自由な誌面づくりができるようになり、またコスト削減も実現
した。
さらに2016年7月号からは、サイズをA4判に変更した。

「ロータリー地域雑誌」の要件の一つに『The Rotarian』から指定された記事を掲載し
なければならないという項目がある。写真を郵送していた頃には同時掲載は不可能だっ
たが、IT技術の進歩に伴い、2004年1月号からは、これらの指定記事が『The Rotarian』と
同じ月に掲載できるようになった。

インターネットとの共存

50周年を迎えるために『ロータリーの友』をリニューアルしようと企画を立てていた
ときに出てきたのが、新しいメディアのインターネットとどのように共存、住み分けをす
るかということだった。そこで、
『ロータリーの友』のホームページを開設して、インター
ネットというメディアにふさわしいコンテンツを入れ、印刷媒体の『ロータリーの友』と
の共存、住み分けを図り、日本のロータリアンにより早く、より幅広く、より便利に情報を
届けようということが決まった。
この決定に従って、2003年7月1日、
『ロータリーの友』ホームページを開設した。2010年4月に開催された規
定審議会の採択によって、アメリカとカナダのロータリアンは、これまでの印刷版だけではなく、電子版で『The
Rotarian』を受け取ることができるようになった。2013年4月に開催された規定審議会では、ロータリー地域雑
誌も電子版で受け取ることができるようになった。この決定にともない、
『ロータリーの友』も2014年1月号から
電子版を発行している。
『ロータリーの友』は ロータリアンを結ぶ懸け橋です。ご活用ください。

■ クラブＨＰ紹介

■ My ROTARYにアカウント登録しよう！

クラブホームページ

http://www.tsuchiura-rc.org/

クラブTwitter

https://twitter.com/TsuchiuraRotary

〝マイロータリー〟、または〝my rotary〟で検索

土浦RAC 幹事報告
平成30年9月9日㈰

土浦RAC 幹事

於：茨城大学

藤井正之

テーマ： ｢アクトの日｣
内

容：サザコーヒー鈴木誉志会長の卓話、会社として、個人としての奉仕活動について。土浦がホストを務
める地区行事の為、茨城大学の設営のサポートをした。

成功点：早めに到着して、誘導案内、準備を手伝えた。
反省点：出席率をもう少し上げたかった。
総

評：〔土浦RC 青少年奉仕委員会委員長 沼尻 大〕
お疲れ様です、今日は地区行事アクトの日ということで、茨城大学に来て多くの参加者と交流して学
びもあったと思います。今日の経験を土浦の今後の例会、地区行事にいかしてください。

全国ロータリークラブ野球大会 決起会

速報

2対13で

見事勝利!!
9月1７日（月･祝） 11：50〜
甲子園球場
対：大分県 大分ロータリークラブ

出席報告
会 員
58名

欠

席

25名

出 席 免除・欠席 出席率
33名

3名

60.00％

例会予告
9月 27日 卓話

土浦市議会議長 海老原一郎 様

10月 4日 理事会⑷、会長挨拶、誕生祝、
卓話「世界湖沼会議について」 霞ヶ浦市民協会前理事長

格調高く、和やかに

滝下利夫様

S.A.A

