
IMAGINE ROTARY

第 2124 回　例会　2022 年７月 21 日（木）　晴　司会　山本会員

移動例会（前年度会長幹事慰労会）　「木曽路船橋北口店」　18：30 鐘点

◎本日の出席状況

　出席：24 名（20 名）中 12 名　60％

　欠席：長野・斉藤（守）・草野・大原・岡田・斉藤（英）・松本・平山（相澤・織戸・山口・鯨井）各会員

No. 2124・2125 合併号　　2022 年７月 28 日発行

乾杯挨拶　前々会長　遠田会員 前年度会長・幹事　鈴木（恭）会員・三須会員

集合写真

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


水庫幹事

１．地区ロータリー財団セミナー開催のお知らせ

　　日　時：９月 17 日（土）　13：00 点鐘　16：30 閉会予定

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉　又は Zoom 参加

　　登録料：１クラブ 3,000 円

　　出席者：中村会長・水庫幹事・鈴木（恭）財団委員長

２．地区奉仕プロジェクトセミナー開催のお知らせ

　　日　時：８月 20 日（土）　13：00 点鐘　16：30 閉会予定

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉

　　登録料：１クラブ 3,000 円

　　出席者：織戸奉仕プロジェクト統括院長・草野職業奉仕委員長

　　　　　　三須社会奉仕委員長・長野青少年奉仕委員長・大原国際奉仕委員長

　　　　　　※１クラブ３名

３．船橋東ロータリークラブのホームページが更新されました。

　　皆様ご確認下さい。

・本日はありがとうございました。前期は皆様のお陰様で会長の職務を全うすることができました。改めて

御礼申し上げます。 鈴木　恭浩

・本日は、会長幹事慰労会ありがとうございました。美味しくしゃぶしゃぶ食べれました。 三須　榮光

・皆様ご苦労さまでした。本年もよろしく。 藤井　仁毅

・鈴木（恭）・三須前年度会長幹事一年間ご苦労様でした。“木曽路は山の中”しゃぶしゃぶがあるなんて昔

は考えられなかった。 遠田　毅

・前会長鈴木さん、前幹事三須さん、一年間本当にお疲れ様でした。お肉はおいしかったです。大家　浩明

・今日は木曽路での夜例会、しゃぶしゃぶがいただけて本当に楽しくおいしかったです。ありがとうござい

ました。 水庫　直子

・美味しい食事を楽しみ、ビールも飲んで、幸せな一時でした。また、夜例会しましょう！ 山本　宏子

・前年度、鈴木会長・三須幹事お疲れ様でした。今日の例会は楽しかったです。 中村　和一

・前年会長・幹事一年間ご苦労様でした。 山﨑　新一

・中村会長・水庫幹事、引き続き宜しくお願い致します。 山﨑　新一

・鈴木恭浩会長、三須榮光幹事、コロナ禍のクラブ運営ごくろうさまでした。１年間ありがとうございまし

た。 鈴木　隆男

・鈴木（恭）前会長、三須前幹事、一年間おつかれ様でした。中村会長、水庫幹事を今年はサポートできる

よう頑張ります。 行方　良宏

幹 事 報 告

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 21 日　13,000 円 累計　79,000 円



第 2125 回例会　2022. ７.28　晴　司会　山本会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：24 名（22 名）中 12 名　54.55％

　欠席：藤代・鈴木（隆）・斉藤（守）・斉藤（英）・行方・長野・三須・大原・平山・松本（相澤・鯨井）

 各会員

中村会長

　みなさんこんにちは。先日の前年度会長、幹事慰労会では、お忙しい中ご参加頂きありがとうございまし

た。お陰様で無事に会を終えることができました。

　改めまして、鈴木直前会長、三須直前幹事、１年間お疲れ様でした。

　昨日、全国高校野球選手権千葉大会の決勝戦が行われ、地元市立船橋高校が 13 対６で勝利し、15 年ぶり

６回目の甲子園出場を決めました。おめでとうございます。

　前年度、小石直前ガバナー補佐より頂きました文庫本の映画「20 歳のソウル」は見逃している最中ですが、

甲子園の地で「市船 Soul」が聞けることを楽しみにしております。

　さて、本日はロータリーの新年度はなぜ７月１日に始まるか、についてお話します。

　通常新年度は１月１日、会計年度は４月から、という例は多いと思いますが、７月１日と言うのは、なぜ、

と思われるのではないでしょうか。気になったので検索してみました。

　ロータリーが創始された当時のアメリカでは７月１日が新年度だった、などと言う人もいますが、そんな

ことはありません。

　1905 年にシカゴロータリークラブが誕生し、アメリカ各地でロータリークラブが設立されるようになり

ました。そして、いろいろなクラブが顔を合わせる convention を開こうと言うことになりました。今は

織戸奉仕プロジェクト統括委員長

活動方針・計画発表

山﨑ガバナー補佐、地区・第２Ｇ活動報告

会 長 挨 拶



convention を国際大会と訳しています。世界大会と言う人もいます。ですが、convention には、国際とか

世界と言う意味はありません。日本にもコンベンション・センターと言われる建物があり、大規模な会合が

開かれています。

　当時はアメリカだけにロータリークラブがありましたので、convention は、単に大会です。ロータリー

クラブがカナダに広がって convention は、international convention となり、現在に至っています。まだ、

ロータリークラブのない国もありますので、世界大会より、国際大会が良いと思っています。

　1910 年８月 18 日に最初の大会が開かれ、ポール・ハリスがロータリークラブ全米連合会の会長に選ばれ

ました。National Association of the Rotary Club といっています。

　意味としては全国レベルのロータリークラブ連合体といったところです。全米と言っている通り、当時、

米国だけにロータリークラブがありました。ロータリーの大会と言っても、登録者はたった 60 人、ささや

かなスタートでした。ロータリーについて連合体 Association という観念は現在も生き続けています。

　ロータリーにおいてはロータリークラブが主体性をもっているということです。

　1910 年 11 月にカナダのマニトバ・ロータリークラブが加盟しました。マニトバ・クラブは、ロータリー

を国際的にしたクラブとして誇りをもっており、クラブ名と共に The Club made Rotary International on 

November3,1910 と称しています。

　ロータリー全米連合会はロータリー国際連合会になりました。1911 年８月 21 日に、ロータリー国際連合

会の国際大会、International Convention が開かれました。再度ポール・ハリスを会長に選びました。

　そのとき、ロータリー国際連合会の監査が行われました。監査人は、国際大会で報告するなら、会計年度

を６月 30 日に終わらせてほしいと要望しました。

　1913 年の４月の理事会で会計年度を６月 30 日に終了することを決めました。クラブ会員数や人頭分担金

の支払い状況を決める日程が定まりました。国際大会はその後 1917 年まで７月か８月に開かれていました。

　では、なぜ、７月や８月に国際大会が開かれたかと言いますと、集まるのに便利だった時期ということです。

７月や８月は夏のバカンスであり、出席しやすかったということでしょう。ですが、８月は暑いです。1913

年に６月 30 日を年度末にしようと決定しながら、７月や８月は暑いねー、ということになりました。

　そこで 1917 年は、６月 17 日から 21 日に国際大会がアトランタで開かれました。

　このとき、ロータリー財団の前身であるロータリー基金が提案されました。

　既に 1913 年に会計年度を６月 30 日に終えると決定していましたが、その決定は変えずに現在に至ってい

ます。今後ロータリーの会計年度を変えることができないか、と言いますと、規定審議会に制定案を提出し、

３分の２の賛同を得れば、変更できます。

　ですが、システム上、おそらく無理でしょう。ロータリー年度は Rotary Year と言い、国際ロータリー

定款にロータリーの会計年度は７月１日より始まると明記されています。

　１月１日から始まる年度を言いたいときは、Calendar Year と言います。

　以上、ロータリーの新年度は、なぜ７月１日に始まるかの豆知識でした。



水庫幹事

１．令和４年度船橋市市政功労賞表彰について推薦依頼がありました。

　　※市政善行功労賞に　大原俊弘会員　を推薦致しました。おめでとうございました。

２．地区大会開催のお知らせ

　　2022 年 10 月８日（土）

　　　大会第１日目　点鐘 13：00　・RI 会長代理歓迎晩餐会　　開会 16：45

　　　　　　　　　　会場：ホテル・ザ・マンハッタン

　　2022 年 10 月９日（日）

　　　大会第２日目　点鐘９：30

　　　　　　　　　　会場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール

３．地区より 2024 － 26 年度 RI 理事を選出する第２ゾーン指名委員会への推薦書式が届いております。

４．地区米山記念奨学委員会より 2021 － 22 年度寄付金実績報告がありました。

　　2790 地区は個人平均全国 10 番目、合計金額は８番目でした。

５．ガバナー事務所夏季休業のご案内

　　2022 年８月 11 日（木）～８月 15 日（月）まで。

　　　本日の卓話　　・活動方針　計画発表　　　　織戸奉仕プロジェクト統括委員長

　　　　　　　　　　・３つのお祝い会員スピーチ　中村会長　（誕生日スピーチ）

　　　　　　　　　　・地区・第２Ｇ活動報告　　　山﨑ガバナー補佐

・会員スピーチの時間を頂き、ありがとうございました。もう少し上手に話ができるように、努力します。

 中村　和一

・市船甲子園出場を祝して。コロナ禍の第７波の異常な増加におののく日々ですが充分気をつけていきま

しょう。 遠田　　毅

・市船、15 年ぶり甲子園出場おめでとうございます。活躍を期待しています。 山口　習明

・先週の会長幹事慰労会「木曽路」とても美味しかったです。初めて「しゃぶしゃぶ」を頂けました。

 水庫　直子

・梶原ガバナー年度 2021 － 22 年監査委員長として、今週７月 30 日（土）監査予定してます。地区の仕事

も、これで卒業させてもらえるか。 岡田　敏男

・所用があり、早退させていただきます。後のことは遠田会員に委ねます。感謝です。 山本　宏子

幹 事 報 告

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 28 日　6,000 円 累計　85,000 円



次週予告　　８月４日（木）

　　　　　　11：00 ～理事会

　　　　　　12：30 ～例会　３つのお祝い

　　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　　卓話：三つのお祝い　会員スピーチ

８月４日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会　

　　11日（木）　お盆休み休会

　　18日（木）

　　25日（木）

週報今週の担当　　　行方・中村

８ 月 の プ ロ グ ラ ム


