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・「緑の募金」協力依頼（緑の羽配布）
・こはるびだより「10周年記念号」（社会福祉法人
こはるび）
・高崎芸術劇場コンサートご案内（㈱空間あい）
委員会報告／Committee Report
ニコニコBOX／Donator Niconico Box
宮口 昌利君
白石 隆夫君（５月誕生日）
髙栁 一成君
圡屋 貴洋君
大久保伊津美君（本購入）
ビューエル芳子君（ 〃 ）
小野垣義男君（本購入ありがとうございます）
八木建司朗君（５月結婚記念日）
木村めぐみ君（本購入）
宮口 昌利君（ 〃 ）
池田 貴明君（ 〃 ）
清水 雄至君（ 〃 ）
ロータリー財団ＢＯＸ／Donator Rotary Foundation
島﨑 真澄君
宮口 昌利君
浦野 幸男君
横山 正男君
髙橋 正光君
長井 典夫君
齋藤 達雄君
米山奨学会ＢＯＸ／Donator Yoneyama Scholarship
島﨑 真澄君
浦野 幸男君
三浦 敦朗君
八木建司朗君
女性ネットワーク委員会
会員増強委員会共同のランチ会についての報告。

2022年５月27日（金）
毎週金曜日
点 鐘 12時30分
ホワイトイン高崎
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ＴＥＬ 027－328－3371
ＦＡＸ 027－328－3372
http://www.takasakisymphony-rc.org
E-mail:sym@po.wind.ne.jp
事務局員／Office worker
浅 見 洋 子
本日のプログラム
会員卓話
𠮷本賢二 パスト会長
ロータリーソング
手に手つないで
第1141回例会報告
第２週 ５月20日（金）
会場：ホワイトイン高崎
プログラム 会員卓話
「グローバル補助金について」
横山正男 国際奉仕委員長
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幹事報告／Secretary Report
・神戸東灘ＲＣ週報
・事務局住所・例会場変更のお知らせ（高崎東Ｒ
Ｃ・前橋西ＲＣ）
・各クラブ例会変更
・ハイライトよねやまVol.266

小野垣義男会員
出版本「アカシアの声 ～ハンセン病患者の重監房
投獄記」のご案内、何冊かお持ちしましたのでご興
味のある方はニコニコＢＯＸに1,000円ご寄付いた
だきお持ちください。
クラブ管理運営委員会
例会場移転についてのご報告。
次回例会予定
日時 ６月３日（金） 点鐘12:30
会場 ホワイトイン高崎
プログラム 会長の日「退任挨拶・1年間の活動報告」
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職場訪問「Ｇメッセ群馬」
2022 年４月１日（金）12:30 より、Ｇメッセ群
馬にお伺いさせていただきました。会員 29 名出席
し、当日は４月１日ということもあり入社式等多数
会場利用がありましたので、空いている会場等を県
の職員の方のご案内で見学させていただきました。

ゲスト卓話

「ロータリーの友の

友達になろう」



ロータリーの友編集長
野崎 恭子様

ロータリーの友（以下友）編集長の野崎恭子です。
今日は、友のＰＲの時間を頂き、有難う御座います。
今日は、３つの事をお話しします。①次年度に向け
た友の事②友の内容の説明③友の編集の流れ（編集
部の紹介）です。
①次年度に向けた友の流れです。まず創刊号から
デジタルアーカイブにして、友のＨＰで公開します。
より利便性が高い点として、全刊を通して検索がで
きます。これは、全ての友購読者がご利用できます。
また印刷版と電子版を選択が可能になり、これら
に伴い今年の７月号から、購読料を値上げさせて頂
きます。今いくらか判りますか？それが 250 円に
あがります。1975 年以来 200 円だったのですが、
この 20 年位ほぼ赤字続きでした。これはバブルの
時の 1990 年代には広告料収入が年間 7000 万円
だったのが、昨年度は 400 万円です。
記事の内容ですが、次年度の新企画としては、食
べ物に関する企画を準備しています。また俳句の選
者を長年務められた稲畑汀子先生がお亡くなりにな
り、夏井いつき先生にお願いすることになっていま
す（ＴＢＳプレバト、木曜日 19 時～）。ＴＶみた
いに面白くできればと思うのですが、難しいかもし
れません。
さて、友は来年１月で創刊 70 周年の節目を迎え
ますので企画ができたらと思っています。過去 10
年のＲＩ理事や友委員長にコメントをもらうとか、
アイデアはあります。
②構成のお話しに移ります。友は横組みと縦組み
で分かれますが、横組みではＲＩ関係や特別月間に
関するもの、縦組みでは日本国内のクラブの活動、
個人的なエッセイなど、国内の会員同士の交流が生
まれそうなものを掲載しています。

とはいえ、厳密ではありません。この２年位、ポー
ルハリスとロータリーと、ガイ散歩のマンガは、ロー
タリー関連として横組みにしましたが、構成上難し
かったです。
横組みでは、ＲＩ会長のメッセージ、ＲＩ特別月
間の特集が入ります。ＲＩ関連は、７月号にＲＩ会
長の紹介記事が８ページ位。色々な逸話や、ご家族
紹介も写真が沢山あるので楽しいです。９月か 10
月に、国際大会の広報記事が入ります。３月は次期
会長のＱＡが入ります。
縦組みは、ほとんどがご投稿です。まずスピーチ
欄ですがこれはロータリーのイベントや地区大会で
の講演会の音源から文字起こし、要旨を掲載します。
月信などで面白そうな講演があるので、ホストクラ
ブに問い合わせると、よい講演だったが記録がない
とか、講演者の方がいいですよ、というのにマネー
ジャーさんがだめ、と言われる場合もあります。
この人訪ねて、毎月１人のロータリアンを紹介し
ています。条件は、ロータリーが好きで、例会に出
席していて、自分のお仕事も熱心な方。パストガバ
ナーではない１ロータリアンを紹介したいと思って
います。カリカリ梅の遠山昌子さんは、山田邦子Ｐ
Ｇからご推薦頂きました。卓話の泉に関しては評判
が良く、以前は３つの卓話を掲載していたんですけ
ど、今は週報に卓話が載っていなくて、見つけてく
るのが精一杯です。クラブが決まってくるのも問題
です。ここ数年のアットワークはマスクや金品を寄
贈事例が多いです。投稿数の増減が激しく常連のク
ラブがあり、できれば多くのクラブを紹介していき
たいです。
③最後に友の編集の流れについて、お話をします。
今４月の初めですが、丁度５月の締め切りが終わっ
た所です。５月号全て目を通してきたのですが、豊
泉清さんのご投稿が掲載されます。だいたい、20
日すぎに次号が印刷屋さんからできてくるのです
が、これは全国のＲＣが第一例会で紹介するのに間
に合わせるためです。全国の遠いところから順に発
送します。これから編集部紹介の動画をお目に掛け
ます。
（編集・文責 金子秀隆）
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2022年５月16日

上毛新聞掲載

