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先週は新年度が無事に出発

出来てほっとしたのも束の間

でもう1週間が経ちました。会

長の時間を自分自身がロータ

リーについて勉強することで

ロータリアンとして成長でき

る機会としたいと思います。 

 昨日は苅田工業高校のIACの

例会に河内山委員長、青木前委

員長私の3人でお邪魔しました。例会会場に案内される

と生徒が2名しかいなかったのであれっとは思いまし

が、顧問の藤原先生に聞くと本年度のIACは会員4名での

スターとであることを知りました。昨年までの大多数の

3年生が卒業し、思うような会員勧誘活動が出来ないま

まのスタートになってしまったようです。顧問の藤原先

生も今までのような活動ができない中でIACとして出来

る活動を模索しながらの新年度スタートとなり、苅田RC

とIACの今後の関係の在り方を考えさせられる訪問とな

りました。会長と司会の2名の例会でしたがお互いの役

割をしっかりと務めて例会を行っていましたことを皆様

にご報告いたします。 

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、と思われる方もいらっしゃるのではな

いでしょうか。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。そうすると、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

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。 

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Association

（連合体、協会）という観念は現在も生き続けていま

す。したがって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。 

私も自分のクラブが主体であり続ける苅田クラブであ

りたいと思います。 

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

がカナダに広がった所からconventionは、

international conventionとなり、現在に至っているよ

うです。 

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 November 

3, 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、ロータリーの機関雑誌のロータリアン誌は、

several highly successful joint meetings of Clubs 

that are so situated as to assembletogether easily 

and convenientlyと言っています。 要するに「集まる

のに便利だった時期」ということのうようです。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。といっても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。ロータ

リアン誌にもbecause of the heat in cities where 

most of them occurred.と書いてあります。そこで1917

年は、6月17日から21日に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。ですから2017年国際大会はロータリ

ー財団100周年となり、アトランタで開かれました。。 

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、というと、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、システム上多分無

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。 

このあと、今週、来週の2週続けて活動方針を発表し

てもらいます。みなさん会長方針を理解いただいて考え

られた内容で皆さんのロータリー愛を感じました。本日

もよろしくお願いします。 

第 2114 回例会記録＜7 月 9 日＞  

会長の時間     渡邊 剛会長 



財団・米山奨学への寄付と聞くと、拒絶反応が

起きる会員も多く、私も勉強するまではその 1 人

でした。寄付という行為に恥ずかしさもあり、ま

た大きなお金を寄付しなければならないという思

い込みもありました。しかし、勉強してみると、ロ

ータリーにおける財団の必要性や、寄付の重要性

がよくわかります。恥ずかしさや、寄付への恐怖

を取り除けるように、今年度は様々なチャレンジ

を行っていきたいと思っています。寄付金額にし

ても、今年度の目標は 8000 ドル。実際にひと月

1800 円くらいの寄付が皆様から目標になります。

全員の達成が難しいかもしれないので、目標は高

く 2500 円/1 人と設定したいです。 

そのために、毎回の例会で積極的に声かけをした

り、寄付ボックスの設置、また、月に一度、苅田ロ

ータリー財団&米山チャリティー親睦懇親会を開

き、親睦を交えながら寄付を募りたいと思ってい

ます。苅田ロータリー財団&米山チャリティーゴ

ルフコンペなども考えています。 

渡邊会長、今年度は財団に力を入れています。そ

れは 4 年後に控えた、苅田ロータリークラブ 50 周

年に向けて、一人当たりの年次基金を高め、地区

補助金を活用して、50 周年に会長になる方のた

め、未来のために、今の内に準備したい方針です。 

今年度の集まった財団への寄付は、半分は地区に、

半分は 50 周年に向けての積み立て基金といたし

ます。 

未来の苅田ロータリークラブのために、皆さま多

くのご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理運営の基本原則や会務のあり方を十

分に理解しつつ、親睦、会員増強をおこない、各

委員会活動への支援と協力を通して、当クラブの

活力と魅力の向上、会員各位の諸活動に対する意

欲の増進、及び会員相互の交流や親睦を深めるこ

とを目的とします。 

本年度、親睦活動委員会では、昨今の社会情勢

を考慮した中、会員の皆様へ安全で最適な「交流・

懇親」を深めて頂く事業を開催します。また、委

員会活動に於いて、クラブテーマ「もっと行動し、

もっと成長しよう」を軸に、委員会の活性から当

クラブへの活性へと、繋がることのできる活動を

目的とします。 

  また、親睦委員長として変化を考え、ニコニコ

ボックスを一新しました。私は運だけはよく、こ

こまでやってこれたと自負しています。これにあ

やかりニコニコを願掛けの一端として私の運を分

け合おうと思いますのでよろしくお願いします。 

Rotary 財団米山奨学委員会 廣田 琢磨理事 クラブ管理運営委員会 青木 政憲理事  

 委嘱状 平田 弘作会員 

地区国際社会奉仕委員 

会第一グループ担当委 

員を任命されました。 

皆様、一年間よろしく 

お願いいたします。 

 出席委員長 片岡 孝市会員 

例会があってのロータ 

リーです。出席出来な 

い方はﾒｰｸｱｯﾌﾟやｲﾝﾀｰﾈ 

ｯﾄを活用し 100%を目 

指しましょう!!! 

 

 

7/30 のガバナー補佐の 

訪問時はブレザー着用 

でノーネクタイです 

が、8/５のガバナー公 

式訪問時はネクタイ、 

女性はスカーフ着用で 

お願いします。 

 

  幹事報告 



第 1 回苅田 IAC の例会が 7/8 に開かれまし 

た。コロナ渦でロータリアンの参加もままな 

らない状態でしたが今度からは 5名なら参加 

できるようになりました。参加される場合は 

河内山委員長に連絡をお願いします。次回は 

7/1５です。メークアップにもなりますので 

皆様の参加をお待ちしています。 

苅田町ワクチン接種ナーススタッフポロシャツの贈呈の事 

を新聞で見た豊前ロータリークラブさんが感動して、豊前 

ロータリークラブ週報に載せたいと申し出がありました。 

豊前ロータリークラブさんも何かできる事を探したいと言 

っていました。こうやって良い事の輪が広がっていけば 

嬉しいですね。 

ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 

渡邊 剛 会長の話がうまくなります様に。ニコニコをコツコツ頑張ります。青木委員長よろしくお願いいたします。 

松本 聡 青木理事、廣田理事、方針発表ありがとうございます。 

片岡孝市 例会出席向上となります様に! 

壁屋好惠 皆勤賞ありがとうございました。 

平田弘作 ニコニコします。 

桧槇 敬 ニコニコします。 

鈴木公利 地区委員会出席の為早退します。 

髙城雅春 青木さんの運のおすそ分けを願って 

屏 正隆 青木委員長の運を頂きます。7 月の売り上げが上がります様に。 

矢野 強 青木さん、箱が大きいですネ。 

高山 峻 ニコニコ開運箱楽しいです。 

青木政憲 昨夜、渡邊会長が私の車にカバンを忘れました。今朝無事に届けました。 

廣田琢磨 開運ｂｏｘにニコニコします。 
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 原田 雄幸・太田 春吉・角田 成弘

 

日 内容 場所 

7/30 クラブ協議会 パンジープラザ 

8/5 ガバナー公式訪問 ブルーポートホテル 

8/13 お盆休会  

8/20 活動方針 会計報告 監査 

苅田 IAC例会  

 

 

ちょこっとニュース 

 

 


