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                               山本佳弘 

ロータリー年度は、なぜ 7月 1日に始まるのかと、疑問に感じたことはありませんか。 

これは、毎年開催される国際大会に、その由縁があります。  

ロータリーの最初の会計年度は、第 1回シカゴ国際大会が終了した翌日、1910年 8月 18日に始まりました。翌年

度も同様に、国際大会の日程に合わせ、8月 21日開始となっていました。 

さらに翌年の 1912年 8月、理事会が当時の国際ロータリークラブ連合会の会計監査を依頼した際、クラブ幹事と会

計が十分な時間をもって、大会に向けた財務報告を準備し、クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度の最終日は 6

月 30日にするのがよいとの提案を会計士から受けました。   

執行委員会はこれに同意し、1913年 4月の会合で、6月 30日を会計年度最終日と定めました。この決定に伴い、

クラブ会員数の報告と支払いに関する期日のほか、「The Rotarian」誌の巻番号システム（1914年 7月の第 5巻より

開始）もまた変更されました。 

ロータリーはその後、1917年まで、7月または 8月に年次大会を開催していましたが、1916年大会（米国、シンシナ

ティ）での代議員が、夏場の暑さを考慮し、大会を 6月に開催する決議案を採択しました。これにより、次の大会となるア

トランタ大会は 6月 17～21日に開催されました。   

「ロータリー年度」という表現は、ロータリーの運営年度を示す用語として、1913年から使用されているようです。同年 7

月の「ザ・ロータリアン」誌には、「終わりに近づきつつある本ロータリー年度は、クラブが容易に集結できるよう、充実したクラブ

合同会合が行われた一年でした」と記されています。 

執行委員会による 1913年の決定以来、ロータリー年度の最終日は 6月 30日となっています。 

   

 
  

出席報告   (第 1339回)                

 

 

会員数 出席免除 欠席者 出席率 

27名 1名 4名 84.62％ 

本日のロータリーソング 

それでこそロータリー 

Today’ｓMeeting 

 

委員会計画発表 

      

Next Week’ｓMeeting 

2021 年 7 月 20 日（火） 

白浜・田辺青年会議所 

坂本 耕作様 

 

 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 
2021-22年度 RI会長 

シェカール・メータ 

第 2640地区ガバナー 

豊岡  敬 

2021-22Weekly Bulletin 

前会長・幹事へ記念品贈呈 

ビジター 

第 2790地区柏西ＲＣ 会長 水野晋治様 

日本ロータリーＥクラブ 2650 中筋正浩様 
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幹事報告 プログラム 

メイクアップ  

〇山本佳弘 6/30 高松南 RC 

例会変更 

〇和歌山北 RC 7/19（月）→18：30～ﾙﾐｴｰﾙ華月殿６F 

〇和歌山東南 RC 7/21（水）→休会 

〇海南 RC 毎月第１・第 2・第 3水曜日１２：30～  

【月 3回例会開会】に変更 

〇有田 RC 7/22（木）→休会 

〇那智勝浦 RC  

7/1（木）→新型コロナウイルス感染症拡大防止の為取りやめ 

7/22（木）→休会 

〇串本 RC 7/6（火）・7/20（火）→新型コロナウイルス感染

症拡大防止の為取りやめ 

配布 

○週報 1339 

回覧 

〇田辺 RC週報   〇串本 RC週報 

〇ロータリー日本 100年史について 

〇国際ロータリー第 2640地区 2023-2024年度ガバナー候補

者の選出について 

〇令和 3年度暴力追放功労者及び功労団体の推薦について

（お願い）他 

〇2021-2022年度 RLI への取組について 

〇国際ロータリー第 2640地区 2020-2021年度ガバナー事務

所閉所のお知らせ 

〇国際ロータリー第 2640地区 2021-2022年度ガバナー事務

所開所のお知らせ 

〇海南 RC より例会開催についてのお知らせ 

〇ROTARY7月号 

お知らせ 

〇7月ロータリーレート 1 ドル＝111円 

お祝い 

≪会員誕生日≫ 

矢田篤司  川本博司  赤堀哲也 

≪配偶者誕生日≫ 

中野博行 淳子様   樫木秀行 徳子様   菊池正紀 恵様     

裏橋眞琴 寿郎様   山本敦洋 由美様 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 年度 会長挨拶      山本佳弘 

 

今季 30周年の節目に会長

を拝命できました事、皆様に感

謝申し上げます。 

平成 20年 7月 2日の初

例会の入会で 13年目に入り

10年一昔と言いますが早いよう

な短いようなロータリー人生で

す。正直入会当初は場違いの

ような感じで過ごしていました。

鉄鋼業一筋でロータリークラブが何か知らないままの入会で

した。前の会社が解散していないと会社員のまま縁のない

世界で終わっていたかも。 

ロータリーを今まで続けてこられたのは幾つかの理由があり

ます。 

入会後三ヶ月位から親睦の席で矢田さんからロータリー

用語の説明ややり方を教えて頂いたのと、半年位しての会

員卓話で樫木さんの話の中で、会社の社長なら毎週決ま

った時間に時間が作れないのは一国一城の主ではない、毎

週 1回決められた時間に友達と御飯を食べる時間が作れ

ないかとの問いかけに目から鱗が落ちた気がしました。それ

以来ホーム 100%出席です。二人のチャーターメンバーの

お陰様で続けてこれたと思っています。 

米山委員の時は特例で火曜日夜例会の他クラブ訪問はホ

ーム扱いにしていただきましたが。 

菊池年度の幹事経験が大きな転機になりました。他クラ

ブの人から幹事はやり切れば楽しい役職と教えて頂きまし

た。クラブ幹事のネームバリューの大きさは想像以上でした。 

菊池年度は久保ガバナー年度で大変な時でガバナー事務

局、日本 RI事務局と頻繁に電話をした時期で当時のガ

バナー補佐谷野さんの羽衣 RC にメークアップに行き谷野

邸でロータリー談義も何度もしました。 

高松南ＲＣとの友好クラブ締結と京都都踊りツアーと楽

しい年度でした。菊池会長の幹事で良かったと思っていま

す。ロータリー世界が広がった年度でした。 

また米山奨学生の存在を初めて知った時期でもありま

す。寄附だけはしていましたが、そのご縁もあり本日、米山

師匠の中筋様が初例会に駆け付けてくれました。水野様と

のご縁も中筋様が繋いでいただき同期会長で初例会に駆

けつけて頂き繋がりに感謝の年度になる予感がします。 

ロータリー人生を過ごしてこられたのも皆様の支えのお陰

様と確信しています。 

今期のクラブテーマは『絆を紡ぐ』です。今まで話した様

に、小さな繋がりが大きな繋がりになり、やがて大きな布を作

る様に次年度次々年度と繋げて行ければと思います。 7月 会員誕生日 
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今期は 30週年の節目の年となります。皆様のお力をお借り

したく切にお願い申し上げます。 

 

 

2021-2022 年度 幹事挨拶      山本純也 

 

本年度、幹事の大役を

拝命いたしました山本純

也です。 

今現在も新型コロナウイル

スが世界的に猛威を振る

うこの状況の中、会長の

職を受けられた山本佳弘

会長の力になれるよう、会

員皆様、又事務局阪本さ

んのご指導の下、一年

間、田辺はまゆうロータリークラブの為に精一杯頑張っていき

ますので、よろしくお願い致します。 

又、当クラブも 30周年を迎える事ができ、尚且つこの年

度の幹事、大変うれしく思いつつも責任も重大に感じておりま

す。 

この一年間が田辺はまゆうロータリークラブにとって有意

義、そして 30周年事業が無事成功できる様、今まで以上

に会長・各委員会・会員同士・事務局が気軽にコミュニケー

ションがとれるよう、皆様のお役に立てればと思っております。 

1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

ロータリー歴 30 年を振り返って      

チャーターメンバー樫木秀行 

 

初例会でチャーターメンバーと

して卓話をお願いしたいと頼まれ

まして、内容はどんなのが良いの

か聞きますと、ロータリーに入会し

て良かったこと、楽しかったこと、

悲しかったことなど、これらを面白

おかしく話してほしい、とのことで

す。面白おかしくは話せません

が、感じたこと、良かったことを少

し話させてもらいます。 

私のような人間が 30年もロータリーにおらせてもらえたの

は、会社が継続していること、会費を納入できたこと、退会を

しなかったことです。そして一番は、支えてくれた家族の理解が

あったからこそです。 

つらかったこともあります。家族との別れや、友人を亡くした 

こと。携帯電話のアドレス帳から一人ひとり消していかなくて

はならない。でも、新しい友人ができた時には、アドレス帳に

追加できるのは楽しいことです。会員の減少、これはつらい

です。今やチャーターメンバーは矢田先生と二人だけとなりま

した。 

話は変わりますが、最近、よく病院に行くようになりまし

た。筋肉疲労などですが、先生によく言われることは「加齢

ですね」と。老人の始まりですから仕方のないことです。最

近、妻と加齢、加齢、と話していると、近くにいた孫が、

「え？！今日もカレー？明日もカレー？」と言います。 

最近感じていることですが、漢方のツムラとロータリーは似

ているなと。効能、用法が同じ。食前、食間、食後、どの時

間帯でも良い。一番良いのは食間らしいですが。説明書も

大変分かりやすくしている。時間をかけないと効果がない。ロ

ータリーにも、ツムラにも歴史がある。ロータリーは人にやさし

い。ツムラは身にやさしい。副作用もない。ちなみに、私はツ

ムラの回し者ではありません。 

ロータリーは良いところがあるかもしれないし、ないかもしれ

ない。時間をかけて、自分を知ってもらって、相手のことも知

る。ロータリーの例会に出席することが一番いいかもしれませ

ん。 

 

 

田辺はまゆう RC30 周年記念事業について 

実行委員長 菅根 清 

                   

今回の 30周年記念事業

は、次の 2点を骨子として進

めていきたいと考えています。 

１点目は、式典その他につ

きましては、質素に行いたいと

考えています。 

式典は令和 4年 3月 5日

（土）に決定しております。こ

の時期だと新型コロナウィルス

のワクチン接種がほとんど終わっ

ていると思いますが、コロナ禍の状況がどうなっているかは予

断を許しません。そういった中で、表記のように質素であるが

充実した式典、事業を目指します。 

2点目は奉仕活動を十分に行うこと。会員の減少や、コ

ロナ禍での影響もあると思いますが、予算の許す限り奉仕

活動を行っていきたいと考えています。 

30周年を成功させるため、皆さんのご協力をお願い致し

ます。 
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ニコニコ箱 

日本ロータリーE クラブ 2650 中筋正浩様   

山本会長、おめでとうございます。 

柏西ロータリークラブ 水野晋治様   

山本会長、おめでとうございます。 

山本佳弘   

初例会、少し緊張しています。今期 1年間会員皆様のお力

をお借りして頑張りたいと思います。宜しくお願いいたします。 

水野様、中筋様、初例会参加有難ございます。 

山本純也   

一生懸命がんばります。 

矢田篤司   

田辺市に開業して、明日で丸 40年が終わります。ここまで一

度の大病はありましたが、恙なくやってこれたのはロータリークラブ

への出席のお陰だと思っています。好意と友情に感謝です。 

西嶋明美   

新年度おめでとうございます。新会長・幹事・各役員さん御苦

労さまです。新しい気鋭で頑張って下さい。 

辻 諦淳   

新年度、初例会おめでとうございます。山本佳弘会長、山本

純也幹事さん、ごくろうさまでございます。一年間よろしくお願い

します。 

原田武俊   

山本佳弘年度初例会、おめでとうございます。会長、幹事さん

今年一年間よろしくお願いします。 

坂本恵子   

新年度の初例会おめでとうございます。会長、幹事、役員の皆

様一年間宜しくお願いします。 

菅根 清   

山本会長、山本幹事、1年間よろしくお願い致します。 

裏橋眞琴   

会長、幹事、1年よろしくお願いします。7月主人誕生日お祝

いありがとうございました。 

松岡勇気  

 7/1付けでパパになりました。女の子です。会長、幹事を盛り

上げられる様お手伝いします。 

菊池正紀  

 祝！祝！祝 山本・山本年度！ 

山本康夫   

山本会長、山本幹事、1年間頑張って下さい。山本応援しま

す。 

山本敦洋   

W山本会長幹事！1年間頑張れ！ 

赤堀哲也   

今月で 48歳になりました。僕は丑、父親も丑、長男も丑、お

まけに嫁も丑と 4匹丑がおります。今年度もいろいろとご迷惑

をおかけ致しますが、よろしくお願いします。 

光吉直也  初例会おめでとうございます。 

川本博司   〃 

樫木秀行   〃 

杉山竜二   〃 

寺本 匡   〃 

磯嵜幸博   〃 

 

 

柏西ロータリークラブと日本ロータリーE クラブ 2650 との   

バナー交換 

30周年委員会メンバー 

緊張感あふれる初例会   人生初の乾杯の音頭 


