人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム
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会長
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斉唱 それでこそロータリー

今日は新聞について話をしたいと思います。
新聞の歴史を遡ると、ローマ時代に元老院の議事
録を公示したのが起源だという説があるそうで
す。一般的には 15 世紀ドイツのアウクスブルグ
で、貿易や通商活動に関する情報を手引き新聞の
形で販売したことが始まりとされています。
日本では江戸時代に瓦版がありました。江戸や
京都の町の出来事、火事や地震、浅間山の噴火、
港の噂話などを粘土の板や、木版で刷った絵入り
のビラにことです。それを瓦売りが読み上げなが
ら売り歩いたということです。
その後、明治維新を迎えると日本各地で内外の
ニュースや商品相場などを載せた新聞の発行が
相次ぎます。明治 3 年創刊の横浜毎日新聞は日本
最初の本格的な日刊紙、読売新聞は明治 7 年に東
京で、朝日新聞は明治 12 年に大阪で誕生しまし
た。
新しい時代のうねりを伝える新聞は人々の貴
重な情報源でもあり、同時に明治政府が掲げる文
明開化、富国強兵という国家目標の担い手という
側面もありました。
明治 7 年の台湾出兵に始まって、西南戦争、日
清戦争、日露戦争、第一次世界大戦と大きな大戦
が相次いだことも戦況を報じる新聞が多くの人々

皆さん、こんにちは。先日の地区研修協議に
出席された方、ご苦労様でした。そして、最後
まで残って頂いた小山さん、佐藤さん、表彰状
を受け取って頂きましてありがとうございまし
た。
最近、暖かくなったり寒くなったり、今日も
とても涼しいような気がしますが、体調の管理
には十分気をつけて下さい。
まず、先日の会長幹事会の報告をいたします。
・20 日の 5 グループ親睦ゴルフコンペは、68
名の参加があったそうです。
・相模原グリーン RC の子供のための音楽会は
定員 481 名すべて埋まったとのことです。
・5/14 に相模原ニューシティ RC の認証状伝達
式、また 5/27 の相模原中 RC 創立 40 周年記
念式典に出席される方々よろしくお願い致し
ます。
・財団補助金の選考結果が出まして、その資料
を頂きましたが当クラブも支給が決定しまし
た。
・規定審議会の立法案ですが、5 グループにお
きましては提出がなかったということです。

【出席報告者

事務所・例会場

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

18

16

13

3

81.25％

100％

本日欠席者

田畑会員、山﨑会員、松本会員

前々回修正出席率

86.67％

に読まれて世に広がっていく要因となったそ
うです。
第二次世界大戦が終わって言論の自由、そし
て表現の自由を手に入れた日本の新聞は、経済
の高度成長の波に乗って読売新聞は 1000 万部
朝日新聞は 800 万部という巨大部数を誇るよ
うになりました。
日本語の壁があって外国の新聞が進出を拒
んでいることや独占禁止法の例外としての再
販売価格維持制度によって強力な販売網がで
きたこと、更に 1951 年(昭和 26 年)に成立した
日刊新聞紙法によって新聞社の株式は譲渡制
限をつけることができるなど、新聞産業はいく
つもの壁に守られて成長していきました。
しかし高度成長が終わり人口が減少して、本
格的なインターネット社会を迎えると新聞を
取り巻く環境もすっかり変わってしまいまし
た。インターネットから直接情報を入手し発信
することができるようになって、若者は紙の新
聞から離れていき、大幅な部数の減少、広告収
入の減少が新聞社の経営を苦しめているよう
です。
新聞ジャーナリズムの先進国でもある米国
では、日本よりも先にネット時代の大波が新聞
業界を直撃しました。全米各地で新聞社の身売
りや廃業、記者らを減らす大幅なリストラが相
次ぎました。その結果、新聞記者が取材に来な
くなった地方の町では、市の幹部達が給料を引
き上げてオバマ大統領を上回る高給を取って
いたという事例も報告されております。
新聞の役割というものは歴史を記録する、事
実を追及すること、そして権力を監視する事だ
と思います。新聞の衰退が続いて権力を監視す
る能力が弱体していくと、世の中がおかしい方
向に進むかもしれません。
皆さんも色々な情報を色々な形で仕入れた
上で仕事や日常生活に活用していると思いま
す。正しい情報を正しく伝え、正しく発進する、
それが今の情報社会で正しく生きていく道で
はないでしょうか。

幹事報告 杉本信一副幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
地区「新会員の集い」開催案内
2020 年日本のロータリー100 周年に関する
アンケート
5 月のロータリーレート 1 ドル＝110 円
ロータリーの友事務所
ロータリーの友 5 月号
相模原グリーン RC
第 5 グループ親睦ゴルフコンペ結果

金沢次年度ガバナー補佐
第 3 回 2017－18 年度会長幹事会開催案内
津久井 RC 相模原中 RC 相模原東 RC
相模原グリーン RC
例会変更通知
その他の受領書類
津久井商工会
永年勤続優良従業員表彰者推薦依頼
小規模事業者持続化補助金募集案内
相模原市美化運動推進協議会
相模原市美化運動推進美化推進委員推薦依頼
「きれいなまちづくりの日キャンペーン」
参加協力依頼

地区研修協議会報告
会長部門
森田正紀次年度会長
内容は会員増強についてで、特に若い方と女性
を増やすことを強調して言っておられました。
その後、グループに分かれて各クラブの会員増
強や例会の充実を図るための取り組みについてデ
ィスカッションを行いました。
その中で、例会での卓話者はしっかりとした人
を選ぶべきという意見が多く、グループ内だけで
なく他グループにも優れた卓話者がたくさんいる
ので、その情報を共有して卓話を依頼する方がい
いようです。卓話者としての実績を積んでいる人
は話の内容も面白く、また他地区の情報も得られ
るので、クラブの活性化にも繋がるのではないか
という話でした。
また、例会の食事のとり方で、綾瀬 RC は 12
時半に例会がスタートする前に食事を済ませてし
まうそうで、それにより例会時間が充実したもの
になっているとの事でした。
食事の内容については 6 割以上のクラブが不満
だということで、内容のマンネリ化はどこでも仕
方ないことだと思われます。
会員増強につきましては、色々な増強の仕方が
あるようですが、注意しなければならないのは沢
山の入会があった場合、そのままごっそり退会す
る場合が多いということで、そういう例が 4 クラ
ブほどありました。地道に一人、二人と増やした
方が残って頂けるように思いますので、当クラブ
は 2 名位の増を目標にと思っています。

幹事部門
杉本信一次年度幹事
今回、幹事が 2 回目以上という人が 8 名いまし
た。幹事の役割分担はマニュアルをよく勉強しても
らうようにとのことでした。
他クラブの例会回数については、ほとんどのクラ
ブが変更はしていないようです。ただし、祝日があ
る週は例会を休むという規定を設けているところ
はあります。
あと、他クラブも夜間例会を定期的に行っている
ようです。それも 1 つのやり方として、頭に置きな
がら考えたいと思っています。
次年度、幹事の役割は皆さんの都合も調整しなが
らプログラムを設定し、経費節減もしていければい
いと思いました。
社会・国際奉仕部門 吉野賢治次年度社会奉仕
委員長
分科会の方は国際奉仕と一緒の話でして、奉仕の
理念について話がありました。社会奉仕というより
国際奉仕の話が主にしていまして、海外での援助等
の事例発表が行われました。
かながわ湘南 RC の高木さんによるクイズで私
は最後まで残りまして、クオカードを頂いたことが
一番印象に残っています。
R 財団部門
具 尚禮会員
最初に「財団補助金とは何ですか」という質問が
ありました。「きちんと集めるもの」というような
意見がありましたが、私は「よく使うこと」と答え
ましたら、「その通りだ」と言われました。
当クラブも地区補助金を申請し、奉仕活動に使っ
ていますが、申請をしていないクラブもあるので、
集まった寄付金を奉仕活動に利用してほしいとの
ことです。
R 財団は 1917 年 6 月、アーチ C.クランフ RI 会
長の提案により 26 ドル 50 セントの寄付から始ま
りました。寄付金により奉仕活動を行ったことでロ
ータリーのイメージが良くなっていきました。今後
も補助金を活用して色々な奉仕活動を行うことに
より、ロータリーのイメージアップに繋げていけれ
ばということでした。
最後に印象に残ったのはユニセフが集まった金
額の中で活動費として使うのが 11％で、ロータリ
ーは 6％だそうです。活動費として使われていない
団体としてロータリーは世界でトップだというこ
とです。

米山奨学部門
八木勉次年度米山奨学委員
長
米山奨学事業や米山奨学委員会についての説
明、奨学生の試験やカウンセラーについて、米
山学友の継続支援、そして寄付の現状と増進に
ついて話がありました。
寄付金について第 2780 地区では普通寄付が
5,000 円特別寄付が 15,000 円、合わせて 20,000
円以上をお願いしていて、ランクでは今年 3 月
には第 6 位になっているということです。
新会員部門
佐藤祐一郎サブリーダー
当クラブができる前の年のガバナーだった生
沼パストガバナーがいらしてました。クラブの
創立はその次の山本ガバナーの時ですが、クラ
ブ誕生の段取りをして下さったのが生沼さんで
した。
うちのクラブのモットーとして「ロータリー
は義理人情」というのがありますから、義理を
欠くわけにいかないので、生沼さんをご紹介す
ることから話を始めさせて頂きました。
他の方々はロータリーの歴史やポリオのこ
と、また女性会員の話などをされたので、新会
員にとってはハードルが高い話だったかもしれ
ません。
私は五大奉仕について話をしましたが、１つ
だけ強調したかったのは公共イメージについて
なんです。公共イメージというのは何で行うの
か、会員増強のためというふうに走りがちです。
ご存じのようにシカゴで市民のために公衆ト
イレを作ったときは、ロータリアンが言い出し
たのですが、ロータリーで作ったのではなく、
色んな団体を巻き込んで、自治体に呼びかけて
自治体にほとんどの費用を出させて作りまし
た。
ロータリーの社会奉仕というのはロータリー
が何かを行うというだけではなく、社会運動化
してみんなで何かをやる、その段取りをつけて
いくというのが１つの役割です。
ロータリーの名前を知らない人ばかりの所で
協力を依頼しても、そんな団体は知らないとい
うことになりますから、ある程度の認知度や活
動について日頃から訴えかけていく必要がある
と思っています。それが公共イメージの大きな
意義ではないかという話をさせて頂きました。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
会 水野 茂委員長
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
津久井中央 RC
八木 勉会員
何かいい事ないかなぁ～。願いをこめて。
小川洋一会員
地区協議会参加の皆様、ご苦労さまでした。
いよいよ次年度に向う準備の時期になりますが、今年度もあと 2 ヶ月あります。
気を抜かずがんばりましょう。
森田正紀会員
早いですね。もう 4 月も最後の例会、そしてゴールデンウイーク。明ければもう
5 月も終りです。あと 2 ヶ月で新年度、早すぎて困ります。
吉野賢治会員
地区協、お疲れ様でした。小川さん、運転お疲れ様でした。久しぶりのノミニ
ケーション楽しかったです。
沼崎善充会員
無言!! いろいろありすぎてパニックです。
水野君、食事楽しかったですか？ 以上
具 尚禮会員
朝ヨガはやっぱり気持ちよいものです。本日は 6：00 から起き、7：00 Lesson
9 時 Lesson してきました。今は少しねむいです。
男ヨガが始まりますが、皆さんいかがでしょうか？だ～れもいないですね。残念。
小山里枝会員
先日の第 5 グループ親睦コンペに参加の皆様、お疲れさまでした。ありがとう
ございました。我がクラブは今年も成績がよく、スゴイですね～!! 復活できず
…残念… 今日はお休みが多いですね。この後、きょうは地区の委員会です。
急いで帰ります！
杉本信一会員
ゴールデンウィークになりますね。仕事しましょう。
前沢弘之会員
地区協は出席できず、小川さん、すみませんでした。
慣れない運転で大変だったでしょう？
水野 茂会員
本日は大安で良い日ですので、スマイルします。2 回休みましたので、その分を
本日スマイルします。
地区協議会、小川さん運転ありがとうございました。

