２０１８年 ７月１２日発行 会報第９３５号
今週のプログラム

次週のプログラム

（２０１８年７月１２日 第９３５回例会）

（２０１８年７月１９日 第９３６回例会）

委員会活動方針
（クラブ奉仕・国際奉仕・社会奉仕・

松尾 浩ガバナー補佐

職業奉仕・青少年奉仕 各委員会）

クラブ訪問

担当：山本（友）
・黒川・野﨑・渡邊・

卓話

木下（吉）各委員長

第９３４回例会 （２０１８年７月５日）の記録

＜会長の時間＞

藤田 芳浩会長

皆様 こんばんは、吹田ＲＣ 畳谷会長様そして米山奨学生の金 東河様、ようこそ、私の新年度の
スタートに花を添えて頂いたようで、大変うれしく思っております。例会を楽しんでいただければ幸い
です。さて、いよいよ 2018～2019 年度がスタートしておりますが、今年度 2660 地区は新ＩＭのスタ
ートの年です。そこで色んな意味で新しい気持ちで見てみたいとの思いを強く感じました。
本日の会長の時間は「ロータリー年度が、なぜ７月１日に始まるのか」についてです。すでにご存じの
方もいらっしゃると思いますが調べてみました。７月１日からというのは、年度としては中途ではない
かと感じたからです。これは毎年開かれる国際大会にその由来があります。
ロータリーの最初の会計年度は、第１回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す。
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 日にするのが良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「ザ・ロータリアン」誌の巻番号システム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（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 月開催に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。
以上 ロータリー年度の由来でした。参考資料はマイロータリーの「ロータリーの歴史」から引用いた
しました。

＜お客様＞ 吹田ＲＣ 2018-2019 年度会長 畳谷 久仁子様 、2018 学年度米山奨学生 金 東河君

岸上 和典 SAA

＜出席報告＞

20 名

会員数（内出席免除会員１名）

本日の出席者数（内出席免除会員 0 名）14 名
（内名誉会員

1 名）

＜国歌斉唱＞
♪君が代♪

全会員

＜ロータリーソング＞
♪奉仕の理想♪

全会員
近藤 美里さん

本日の出席率

68.42%

＜ピアノ演奏＞

前々回（6 月 21 日）の修正出席率

89.47%

1. 浜辺の歌
2.エーデルワイス
3.涙そうそう

＜幹事報告＞

水島 洋幹事

１.2018-2019 年度 第 1 四半期会費請求書をメールボックスに配布致しましたので、7 月末までに
ご納入をよろしくお願い致します。
2.本日例会終了後、おしどりの間にて理事会を開催致します。理事・役員はご出席下さい。
＜米山特別寄付表彰＞第 3 回米山功労者 山本 雅之会員、第 4 回米山功労者 山田 克子会員、
第 8 回米山功労者 藤田 芳浩会員、第 9 回米山功労者 黒川 彰夫会員
第 10 回米山功労者メジャードナー高尾 修会員。
＜前会長 水本 徹会員、前幹事 山本 友亮会員にピンバッジを贈呈。＞

＜2018－2019 年度度会長就任ご挨拶＞

藤田 芳浩会長

2013－2014 年度に会長を務めさせて頂いてから５年後前回と同じく水本会長様のあとを受け、
２度目の会長を務めさせて頂きます。２度目とはいえ、その時とロータリー及びクラブを取り巻く
環境は常に変化しておりますので、前回の経験を生かしながら更なる発展を目指したいと思って
おります。
2018－2019 年度国際ロータリー バリー・ラシン会長のテーマは、
「BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう」です。この具体的な内容や説明を第 2660 地区の HP を引用して
ご報告（要約）いたします。
1.今年度の方針としてポリオ撲滅が挙げられています。あと少しのポリオ撲滅の歴史的な日の
実現を目指します。
2.ロータリーの目的と行動指針として
第１.知り合いを広めて奉仕の機会とする。第２.職業上の高い倫理基準を保ち各自の職業を高潔なも
のとする。第３.ロータリアン個人が奉仕の理念を実践する。第４.世界的ネットワークを通じて国際
理解、親善、平和を推進する。
「TRANSFORM（変化）」
「PEOPLE OF ACTION（行動人）」
「CONNECT（接続）
」をキーワードにしています。
また、国際ロータリー第 2660 地区の地区ビジョンが、2017－18～2021－22 年度の５年間に
わたり掲げられていますので以下ご報告いたします。

＊私たち第 2660 地区は RI テーマを理解し、地域の特性に合った活動をする事により具現化します。
＊ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び地域社会で良い変化を生み出しま
す。＊それぞれ「魅力ある・元気ある・個性あるクラブになる事を目指します」と有りますので、
これを理解し実現するために会員皆様のお力を頂き以下の活動行います。
＊千里メイプルロータリークラブの２０年間の人の繋がり・貴重な資料や経験の蓄積・財産を
有意義に活用します。
＊新 IM 第２組の各クラブと更なる交流（メイクアップ・ゲストスピーカーの卓話等）を相互に
行い刺激し合う事によって元気になります。
＊親睦活動・職業奉仕活動を重視し移動例会等により「わくわくする例会」
「是非とも参加したい
例会」を多数開催します。
＊ロータリー財団・米山記念奨学会へ寄付及び留学生との交流を大切にします。
＊ウェブによる情報を活用するために「マイロータリー」
「クラブセントラル」への登録を会員皆様
にご紹介してご理解と登録をお願い致します。
以上

少し欲張りすぎたかも判りませんが、こういった活動を継続することにより、千里メイプル

ロータリークラブをよく理解して頂いた方々に多数ご入会頂けるよう努力いたします。
＜2018－2019 年度幹事就任ご挨拶＞

水島 洋幹事

前回の幹事担当が 2005－2006 年度 水野会長の時でしたから、13 年ぶりの担当となります。
現在、私の年齢が 68 歳ですから、前回は 55 歳ということで今よりはるかに元気であった時と思
います。

ですから当時と比べるとパワーも落ちているとは思いますが、何とかこの一年を頑張っ

ていきたいと思っています。
8 年前には会長も経験しましたし、2 年前にはガバナー補佐も務めさせていただきましたので、そ
んな経験を踏まえてお話をさせていただきます。
3 年前の立野ガバナーの時に IM 再編成が提案され、翌松本ガバナー年度の時に IM を 8 組から
6 組に再編成することが決議され、それが今年度から実施されます。
私たちの所属する IM 第２組は従来の 12 クラブと元 IM 第 6 組の大阪淀川 RC、大阪東淀ちゃや
まち RC、新大阪 RC とで構成され 15 クラブ 519 人の IM となります。
この再編成の目的は、各 IM 間の会員数の格差解消と、市内クラブと郊外クラブが同じ IM 内に
存在することでコミュニケーションをとり、活性化を図ろうというものです。
今年度の IM ロータリーデーは、来年 3 月 16 日土曜日に吹田江坂 RC がホストになり、このホテ
ルで開催予定ですので皆様どうぞご参加をお願いします。
もう一点の変革はガバナー補佐の選出を輪番制から立候補制に変更したことです。
私の次の近藤眞道 AG までが輪番制で、今年度の松尾浩 AG、次年度の千里 RC 古城 AG エレクト
が立候補によって決定しています。 松尾浩 AG は高槻薬剤師協会会長で、先日 AGOB 懇親会でご
一緒しましたが、大変気さくで楽しい方でした。
松尾 AG は再来週 7 月 19 日にクラブにお見えになり卓話をしていただく予定ですし、5 時 30 分
から懇談会も予定されていますので、理事役員の皆様はご出席いただきますようにお願いします。
そして、山本博史ガバナーの公式訪問が 10 月 18 日となっています。山本ガバナーには卓話をし
ていただきますが、たぶん原稿なしで 30 分間お話をされると思います。
この一年間たいへんお世話になりますが、どうぞよろしくお願い致します。

＜SAA 報告＞

柳原 健治 SAA 補助

*スマイルボックス
藤田 芳浩 会長：今日から新年度、皆様宜しくお願い致します。
池田 進 名誉会員：祝 新年度
黒川 彰夫会員：サッカー凄かったね！！
水本 徹会員：藤田会長、水島幹事１年間宜しくお願いします。
コメント無し：岸上 和典会員、山下 聰一郎会員
*米山記念奨学会
藤田 芳浩会長：金 東河（キム ドンハ）さんようこそ。
相原 正雄会員：理事役員の皆様よろしくお願いします。
黒川 彰夫会員：１年間の平穏無事をお祈り申し上げます。キム君ようこそ！！
松田 親男会員：藤田丸、２度目の出航です。おめでとうございます。
コメント無し：岸上 和典会員、渡邊 了允会員、山下 聰一郎会員
*ロータリー財団
相原 正雄会員：藤田会長、水島幹事よろしくお願いします。
黒川 彰夫会員：藤田丸、水島号の出港、おめでとうございます。
渡邊 了允会員：藤田会長、水島幹事一年間よろしくお願いいたします。
コメント無し：岸上 和典会員、山下 聰一郎会員
*ラオス基金
黒川 彰夫会員：ラオスは大雨？
柳原 健治会員：藤田会長、水島幹事様よろしくお願い致します。
コメント無し：岸上 和典会員、山下 聰一郎会員
*メイプル基金
藤田 芳浩 会長：吹田 RC 畳谷会長様ようこそ！！楽しんで下さい。
水島 洋 幹事：今年一年よろしくお願いします。
松田 親男会員：今年はどこ行くの？
木下 健治会員：藤田会長、水島幹事よろしくお願い致します！
黒川 彰夫会員：よく降りますね！
柳原 健治会員：引っ越し大変です！
山本 友亮会員：一年間ありがとうございました。藤田会長、水島幹事よろしくお願いします！
コメント無し：岸上 和典会員、山下 聰一郎会員

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞
会報作成をしながら再度 本年度の活動を整理させて頂きました。７月５日の会長挨拶と内容が違う
ところも有りますが、広いお心でご了承ください。
【文責：藤田 芳浩】

