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宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
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● ロータリーソング「我らの生業」 

● ビジター 加藤勝朗様（ロータリーの友地区代表委員・卓話者）村上龍也様(宇都宮西 RC) 

 

    みなさんこんにちは。 

友地区代表委員の加藤勝朗 様、村上龍也 様、本日は宜しくお願い致します。 

本日の会長の時間は、いつも例会で歌っているロータリーソングについてお話ししたいと

思います。この毎週、例会で歌っているロータリーソングですが、実は、ヨーロッパ、南米、

アジアのロータリークラブでは、あまり歌われていないそうです。 

ロータリーソングの始まりは、シカゴ・ロータリークラブの ハリー・ラグルス だと言わ

れています。彼は、ロータリークラブ創立のメンバー4人に続く 5番目の会員で、歌う事が大

好きでした。ハリー・ラグルスの資料を各テーブルに配布していますのでご覧ください。 

1907年、シカゴ・ロータリークラブ内において、親睦派と奉仕派との間で、意見の相違か

ら対立が起こり、クラブ崩壊の危機を迎えたそうです。その時の親睦委員長が、歌うことが

好きな彼に、毎週立ち上がり、楽しく歌ってこの危機を救ってほしいと懇願したそうです。

彼は、クラブの危機を救おうと、当時流行っていた歌を何曲か音頭を取って歌ったそうです。

すると、クラブの団欒（だんらん）が次第に甦り、これが何年も続いて、例会での合唱は、

ロータリーの伝統となったそうです。まず、ロータリーソングに、100 年を超える歴史がある

事にとても驚かされました。そして、ロータリーソングの始まりを知ることにより、何気な

く歌っているロータリーソングの意味やとらえ方が、私自身、違ったものになるのかなと思

いました。 

ハリー・ラグルス  ハリー・ラグルス（Harry Raggles 1871～1959） 

              ロータリーに「歌唱」を導入した人。ロータリアンをつなぐ結合剤、ロータリーソ

ングの提供者です。アメリカ・ミシガン半島の農場出身で「一見、無愛想な」印刷業

者の彼は、ポール・ハリスの紹介で 1905年シカゴ RCに入会。最初の 4人に続く 5番

目の会員としても著名。彼は歌うことが大好きでした。ロータリーが創立して、それ

ほど経ていないある日の例会で「どうだい、みんな歌おうじゃないか」彼のひと声、

そして彼の指揮、1910 年ころには歌曲集も作成しています。 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

    会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

9 月 第 3 例会          

2018年 9月 18日(火)      会員数 37名 出席数 25名 
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   § 川名ガバナー補佐訪問及び伊東ガバナー公式訪問それぞれ別々に出欠のご返信をよろしくお

願い致します。 

§ 今後のスケジュールを、テーブルにある一覧にてご確認ください。 

§ 9月 30日（日）第 2550 地区ガバナー主催親善野球大会が開催されます。今回は我々陽北 RCが

ホストクラブとなって、伊東ガバナーをはじめ、沢山のロータリアンをお迎えしたいと思いま

す。半日でも結構です。全会員のお手伝いを頂きたいと思います。 

  お知らせ 

  § 本日 9月 18日は・・・カップヌードル誕生の日！ 

1971(昭和 46)年 9月 18日、日清食品が世界初となるの即席カップ麺の「カップヌードル」を

発売した。「チキンラーメン」の生みの親でもある安藤百福社長が、「紙コップで手軽に食べら

れるラーメンを」との構想の元に開発されたのが、カップヌードルです。 

翌年 2月爆発的に売上げが伸びる（2億⇒67億）ことになったのは…あの事件の生中継のお陰

なのは言うまでも有りません。（若い会員さんは先輩方に聞いてね。） 

 

  §ハイライト米山紹介 

   ・新理事長就任 ・GETS 米山親善大使スピーチ ・寄付金速報 ・台湾学友会 

 

§加藤勝朗様（ロータリーの友地区代表委員・宇都宮東 RC） 

         本日の卓話、よろしくお願い致します。 

§村上龍也様（宇都宮西 RC） 

         ロータリーの友地区委員の大先輩である加藤様の卓話、勉強しに伺いました。

ありがとうございました。 

§仲田真介会長  みなさんこんにちは。加藤勝朗様、本日の卓話よろしくお願い致します。また、

第 2第 3第 6合同テーブルミーティングの開催、ありがとうございました。7

月から 9月までの全テーブルに於いてテーブルミーティングを開催する事がで

きました。テーブルマスターのみなさん本当にありがとうございました。 

§熊本泰久幹事  本日はロータリーの友地区代表委員の加藤様、卓話よろしくお願い致します。 

§岩﨑正日登会員 加藤様、本日の卓話どうぞよろしくお願い致します。 

§加藤紀夫会員  船田先生、卓話よろしくお願い致します。 

§長 正英会員  9月 16・17 日の連休にイカを食べに函館に行って来ました。北海道新幹線の乗

継もスムーズで非日常を楽しんで来ました。天気にも恵まれ、地震の影響か観

光客も少なくのんびりとした旅行でした。イカは最高に美味かった。 

§杉本 勝会員  加藤様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

 

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  12,000 円 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告     西山 穣 委員長 

 

 

 

    ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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   § 本日、19:30より駒生球場に於いて練習を致します。次週 25日(火)も同球場に於いて練習 

をいたしますのでよろしくお願い致します。 

   § 次週クラブ協議会に於いて詳細をお話致します。 

 

    

    ロータリーの友 地区代表委員 加藤 勝朗 様（宇都宮東 RC） 

 

    「ロータリーの友について」 

 

まず、自己紹介をさせていただきます。 

 私はパールハーバーの 10 年後、サンフランシスコ条約で 

日本が独立国として国際社会に復帰した 3か月後の生まれです。 

ちなみに、グローバルスタンダードではパールハーバーの日は 

12 月 7日です。 

 学校を出て、すぐに家業に就きました。自転車卸業から小売業への転換が順調に進み、バブル期

に不惑の年を迎えます。店舗移転に伴い、20数年ぶりに坂本富男の作品を見ました。感動しました。

昔に戻った愛好会の集まりにしたくないとの思いで会社を設立しました。準備に 3年ほどかかりま

した。同時にフィンランドの作家を日本紹介するため、Viivi Kemppainen の作品も同じころから紹

介しています。 

 40 代になり、同級生のロータリークラブ入会も増えてきました。そんな中宇都宮東 RCは創立 35

周年事業として、35人増強を打ち出しました。どうしてもと言われ動員されました。自転車業の同

業者が会員でいらっしゃるので、設立したてのアトリエＫで良ければ、という条件で受けました。

入会したら、自転車業界は 1名なのに画商は 3名、加藤姓も 4名、総会員数 150名を超えるクラブ

でした。アトリエＫの営業の電話を取り次いでもらえない社長さんもたくさんいました。例会出席

しても一言もしゃべらず帰ってくることも多々あり、そろそろ退会の時期と思っていた矢先、GSEリ

ーダーの誘いがありました。 

 フィンランドへは当時 10 年来 30回ぐらいは出かけていましたが、どんなにお金かけても体験で

きない貴重な経験をしました。恩返しのつもりで、その後初めてクラブの委員長や理事役員、地区

の仕事を受けるようになりました。ただ、2000 年という年は、負債総額約 23兆円という史上最悪の

企業倒産のあった年です。帰国した 4月にはアトリエＫの給与返上、本業の月給 10 万円にカット、

それでも退会するつもりはありませんでした。そして一昨年、友地区代表委員をやれ、との指名を

うけました。地区幹事・会計長・友代表委員は地区の 3役だそうです。限られたロータリー経験し

かない私が、なぜ、という気持ちで、ロータリーの歴史を勉強し直しました。素朴な疑問として、

書店に 200円の「ロータリーの友」が山積みされていたら、買って読むでしょうか。この疑問に友

地区代表委員を引き受ける、初心にしました。 

 5月にオリエンテーションがありました。「なぜ購読の義務があるのか？」という疑問に納得いく

回答はありませんでした。実質的にまじめな 5人で作っている編集部をいじめるわけにはいきませ

んでした。 

   野球愛好会報告       古矢 幸伸 会員 

 

 

 

 

   招待卓話 
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 7月に合同会議新旧委員引き継がありましたが、前日に入院したため欠席でした。第一回ゾーン会

議では、読まれない雑誌は即廃刊、The Rotarian の日本語訳版を WEB配信すればよい、という意見

を持ちました。第二回ゾーン会議では、ロータリーの友理事会の、編集部による、地区代表委員の

ための雑誌になるのではないかとの危機感を持ちました。今年の 7月に引継をして、代表委員の職

責は完了です。 

   

WEB からのダウンロードで、ロータリーの友の紹介をします。 

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。RIの機関雑誌であり、同時に、事業及び専門職務に携わる人の

ための国際的雑誌。  

 初版は 1911 年１月ポール・ハリスにより、編集はチェスリー・ペリー、印刷はハリー・ラグルス

で、“THE NATIONAL ROTARIAN”と命名され発行されている。 1912 年単に“THE ROTARIAN”と改名毎

月発行し、現在に至っている。発行部数は 53万部。購読料は年額米貨 12ドルである(1997－'98年

度)。米国およびカナダ内の各クラブは、そのクラブの正会員がすべて機関雑誌の有料購読者である

ことを、会員資格取得の条件としている。米国およびカナダ以外のクラブは、その正会員のそれぞ

れが、ロータリー・ワールド・マガジン・プレスの刊行物（ザ・ロータリアン誌、RIの機関雑誌ま

たは RI 理事会により公認されたロータリー地域雑誌）の有料購読者となり、そして本人が会員とな

っている限り、その購読を続けることを、会員身分保持のための条件としなければならない。 

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、『ロータリーの友』は、国際ロ

ータリー（RI）の公式地域雑誌になりました。現在は、この呼び方が変わり、「ロータリー地域雑誌」

と呼んでいます。RI本部で編集・発行している国際ロータリーの機関誌『The Rotarian』と、32の

地域雑誌を合わせて、「Rotary World Magazine Press」と言います。 

（各雑誌の発行国、発行部数などは、『友』誌 2018年 9月号横組み P18～19 に掲載）  

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ります。 

なぜ義務なのでしょうか？ 

そこでまず、ロータリーが生まれた 1905 年を調べました。 

 物理学の世界では 1905 年を奇跡の年、と言っているそうです。アインシュタイン 26 歳の時に 3

つの重要な論文、「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」「特殊相対性理論」に関連する 3つの重要な

論文を立て続けに発表したからです。アインシュタインは「光量子論」でのちにノーベル賞を取っ

ています。ナビの精度の高さは、「特殊相対性理論」のおかげだそうです。100年以上たって日常利

用できるようになったわけです。  

 この年、ほかにも奇跡がおきています。小国日本が大国ロシアに勝ったのです。日露戦争終戦の

ポーツマス条約に尽力したことで当時のアメリカ大統領ルーズベルトはノーベル平和賞を受賞して

います。 
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 そしてもう一つの奇跡はロータリークラブの誕生です。ロータリーも近い将来ポリオ絶滅の功績

でノーベル賞を取るのでは、と一部で取りざたされています。 

ロータリーの友はロータリーノの理想を、RI会長の想いを全ロータリアンに伝える媒体です。 

ロータリーの目的は、奉仕の理念を奨励し、これを育むこと。 

ロータリー地域雑誌には守らなければいけない規則がいくつかあります。その一つは、7月号の表

紙に新年度の国際ロータリー（ＲＩ）会長の写真を掲載すること。指定記事には最近 RI 会長と財団

委員長の二人が常連です。それ以外の月は、各雑誌で自由に表紙を決めています。 

2018-19年度、『友』誌の表紙はイラスト。 

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、日本の四季をイメージしたイラ

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、ロータリーに関する特集など、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の懸け橋となるよう投稿記

事を中心に掲載しています。The Rotarian の転載は見ごたえが（読みがい）があります。 

毎年編集部は新企画にチャレンジしています。今年度から『ロータリーの友』に親しんでもらう

きっかけづくりの 1つとして、詰め将棋、詰め碁を始めました。ちょっとした頭の体操としてお楽

しみください。答えは、同じ号に掲載しています。 

自分の地区外のロータリアンにも参加を呼びかけたいイベントや呼び掛けがある時には、ぜひ友

事務所までご一報ください。誌面に掲載する場合は、お早めにご連絡ください。誌面制作や締め切

りの都合上、掲載に間に合わない場合は、ロータリーの友ウェブサイトでお知らせいたします。 

地区外のロータリアンとの交流を深める場として、ご活用ください。 

2017-18年度から、『ロータリーの友』の表紙はイラストにしています。今年度は、横組みは、お

かドドさん、縦組みの表紙は、ますこひかりさんに年間を通して描いてもらいます。また、昨年度、

表紙についての解説がほしいという声を多数いただいたため、今年度はイラストレーターによる簡

単なコメントを掲載します。 

2020 年 10月で、日本にロータリーができて 100 周年になります。そこで「日本のロータリー100

周年実行委員会」、「日本のロータリー100 年史編さん委員会」と協力し、必要な情報を皆さまに届け、

100 周年を祝う機運を高めていきます。 

掲載された記事に一言、読者からの感想を伝えるコーナーです。昨年 10月号から開始しています。 

対象となる記事が 3ヶ月前の号になってしまいますが、このコーナーを見て、再度、『ロータリーの

友』を開くという方もいらっしゃいます。ウェブサイトからのご投稿もできますので、お気軽に感

想をお寄せください。 

友をつくっている現場の声を聞きたい、というご要望にお答えして、編集部のあと「あ」がき と

いう欄を設けました。「あとあがき」ってどういう意味？と思われた方は、『ロータリーの友』9月号

の横組み 51ページをご覧ください。ほぼ毎月、編集に携わるスタッフのコメントを掲載しています。 

 

『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。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
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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

タリアンに限る）電子版の配信を始めました。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。 

『ロータリーの友』へ投稿する時に、気をつけていただきたい点についてご紹介します。『ロータ

リーの友』を興味を持って読んでいただくためには、「良い写真」が大きなポイントになります。そ

のために投稿いただく写真について、お願いがあります。活動の様子がよくわかる写真をお送りく

ださい。また、投稿する際は、データを加工せず、そのままの形でお送りください。集合写真、記

念写真は掲載されません。ロータリーの友編集部では、皆さまからのご投稿をできるだけ掲載した

いと考えていますが、100％掲載されるものではありません。特に、ここに書かれている 5点につい

て該当する場合は、掲載されませんので、ご注意ください。『ロータリーの友』の雑誌やウェブサイ

トに掲載されている写真、原稿は、法律で保護されています。クラブ会報やウェブサイト、その他

に、無断で使用することはできません。掲載する場合は、ロータリーの友編集部にご相談ください。 

クラブや地区で広報への関心が高まってきていますが、広報のために使える冊子がほしいという

声にお応えして、広報誌『ROTARY 世界と日本』を発行、毎年 9月に改訂しています。 

A5判 16ページの小冊子で、1セット（10冊）で本体価格 500円＋消費税（送料別）です。クラブ

や地区で開催する公開講座、スポーツ大会、地域でのイベントなどの際に、ロータリアンでない人々

に配ってロータリーのことを知ってもらうツールとしてご利用ください。  

また、会員候補者用として、『ROTARY あなたも新しい風に』を発行しました。 

B5 判 16ページの小冊子で、1セット（5冊）で、本体価格 400円＋消費税（送料別）です。 

広報誌『ROTARY 世界と日本』と一緒に、会員候補者または新会員にお渡しいただければ、ロータ

リーの概要を理解してもらうことができます。  

 

『ロータリーの友』には、ロータリーに関するさまざまな情報が掲載されています。 

『ロータリーの友』はロータリアンの活動や意見からなる雑誌です。 

『ロータリーの友』を読み、『ロータリーの友』をご活用ください。 

また、奉仕活動をされたら『ロータリーの友』に、ご原稿とお写真をお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   2名 

出席数   25名   前々回訂正   26名 

欠席数     12 名   前々回訂正率  

出席率  67.57％        70.27％ 

 

次回例会予定 

 

第 1090 回  9 月 25 日(火) 

クラブ協議会 

地区親善野球大会前々夜祭最終確認 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

   

日付 プログラム 時間 例会場 

9 月 28 日(金) 
RI 第 2550 地区  

第 24 回親善野球大会前々夜祭 
別途お知らせ ベルヴィ宇都宮 

第 1091 回 

9 月 30 日(日) 

RI 第 2550 地区  

第 24 回親善野球大会 
別途お知らせ 河内総合運動公園 

 

 

日付 プログラム 
時間 

例会場 

第 1092 回 

10 月 2 日(火) 

米山奨学生卓話 

チャン・ティ・トゥイト・ミンさん 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

10 月 9 日(火) 振替休会（9/30 親善野球大会）   

第 1093 回 

10月 16日(火) 
ガバナー補佐訪問 12：30～ 12：30～14：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1094 回 

10月 23日(火) 

招待卓話 

「貧困児童・児童虐待について」  

(一社)栃木県若年者支援機構  

代表理事 中野 謙作 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1095 回 

10月 28日(日) 

2018-19 年度 国際ロータリー 

第 2550 地区 地区大会 
8：30 登録開始 宇都宮グランドホテル 

第 1096 回 

10月 30日(火) 
ガバナー公式訪問 12：00～ 12：00～14：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


