
今日7月1日は、税理士が待ちに待った日でありま
して、令和3年分の路線価の公開日であります、ご存
じかと思いますが、路線価は相続税や贈与税の計算
で土地の評価に使う数字です、したがって令和3年
度の相続税の申告はこれから始まることになります、
又は皆さんの会社の自社株の評価額の計算もこれ
から計算できることになりますので、お子さんやお孫さ
んへの生前贈与の試算などが始まります。

さて、ロータリー年度も7月1日から始まりますが、
どうして7月1日がスタートなのか疑問に感じたことは
ありませんか。ロータリーの設立は1905年2月23日
なので、2月が年度の始まりでもよさそうですが、7月
が年度の始まりですよね、実はこの7月始まりは毎年
開催される国際大会に、その由縁があるのだそうで
す。

ロータリーの最初の会計年度は、第1回国際大会
が終了した翌日、1910年8月18日に始まったそうで
す。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日にするのがよいとの提
案を会計士から受けました。
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【 本日のプログラム 】 7月9日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長・幹事

【 次回予告 】 7月15日 卓話 「SDGs今そこにある未来へ」 石井造園（株）

【 第2018回例会】 令和3年7月1日（木） 【 司会SAA 】 岸 幸博 君

【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 SL 】 小野 泰弘 君 【 四つのテスト】 北砂 明彦 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 3名(敬称略)

25名 21名 87.50% 80.77% 1名 原嶋、池澤、新村

会長の時間 阿萬 正巳 会長
会長、幹事引継式
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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そうです。
初めの5年間はどうしていたんでしょうね、まさか、5年
分をまとめて集計して第1回の国際大会で承認なん
てことはなかったでしょうが、税理士として気になるとこ
ろです。

また「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。となっており
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日となっております。

さて、今年度のロータリー年度ですが、第1回目の
例会はロータリー年度の初日、本日7月1日になりま
す、そして最終例会はクラブ活動計画書のプログラム
にあります通り、ロータリー年度の最終日6月30日に
なります、今年度は初日から最終日まで例会を楽し
める年度になっておりますので、皆さん丸々1年間
「みんな笑顔・楽しもう・ロータリー！」で行きましょう。
よろしくお願い致します。

会員数が２５名と少ない人数でのスタートとなりまし
たが、少ないなりにも会員同士コミュニケーションを密
にとり、会長ターゲット”みんな笑顔・楽しもうロータリー”
のとおり皆様が楽しい時間を共に過ごせるように、私
が潤滑油となれるよう努めてまいります。ＩＲや地区で
も今までにな世界ポリオデーや奉仕デーといった取り
組みがあり、阿萬会長も新しい試みとして通常例会を
夜間に開催が決まっております。これらの事業が円
滑に進められるよう会長をサポートしていきたいと思
います。まだまだ勉強不足でございます、皆様からの
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 小野 泰弘 副委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日
竹野 国敏 君 7月3日

配偶者誕生日 新村 朝奈 夫人 7月4日
創業記念日 小栁 智裕 君 7月1日

藤田 方己 君 7月1日
入会記念日 新村 千成 君 7月1日

野口 宏 君 7月5日
北砂 明彦 君 7月７日

阿萬 正巳 会長

みなさん、こんにちは大和
中ロータリークラブ第４4代
会長に就任しました、阿萬で
ございます、今年度、大和
中ロータリークラブ方針は
「みんな笑顔・楽しもう・ロー
タリー！」でまいります。
そして理事会メンバーは、
副会長・入江会員、会長エ
レクト・石川会員、幹事・中村会員、会計・向井会員、
会場監督・岸会員、直前会長・北砂会員、会員増強・
会員維持担当理事・辻会員、奉仕プロジェクト担当
理事・新村会員、ロータリー財団担当理事・小栁会
員、公共イメージ担当理事・小野会員、そして私、阿
萬の12名で1年間運営してまいります。よろしくお願
い致します。各委員会では、会員数の減少により、会
員、一人一人に複数の役をお願いすることになってし
まいましたが、なにとぞよろしくお願い致します。

今年度は25名でのスタートになります、何とか会員
を増やし、純増3名、28名を目指したいと思っており
ます、会員の皆様には会員候補者の情報提供など
協力をお願い致します。

今年度RIはシェカール・メータ氏が会長です、テー
マは「SERVE TO CHENGE LIVES」「奉仕しようみん
なの人生を豊かにするために」を掲げております。こ
れを実践し、奉仕する私達も感動を得ることで、みん
なで笑顔になりロータリーを楽しみましょう。と話されて
おります。
【シェカール・メータRI会長略歴】

インド 西ベンガル州にある「カルカッタ マハナガ
ル ロータリクラブ」に所属しております。会計士であり、
自身が設立した不動産開発会社「Skyline Group」の
会長。カナダを本拠とする「Operation Eyesight Univ
ersal」のディレクター。
災害救援に熱心に携わり、イギリスのシェルターボッ
クスの管理委員も務める。

２００４年のインド洋大津波の際には、被災した家
族のために５００戸近い家屋の建設を支援。南アジア
で１５００件以上の心臓外科手術を提供したプログラ
ムを立ち上げる。インド全土での識字率向上をはかる
「TEACHプログラム」の創設にもかかわり、このプログ
ラムを通じて何千もの学校に支援を提供。

１９８４年にロータリークラブ入会。RI理事、ゾーンコー
ディネーター、研修リーダー、地区ガバナーなどを歴
任。インドのロータリー財団の理事長も務める。超我
の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状と特別功労賞
を受賞。ラシ夫人と共にメジャードナー、遺贈友の会
会員としてロータリー財団を支援しているそうです。

シェカール・メータRI会長のテーマは先程述べさせ
ていただきましたが、「SERVE TO CHANGE LIVES」
奉仕しようみんなの人生を豊かにするために
このテーマを補足するために、インドの偉大な思想

家の一人で人々に民族的自覚を促してインドのナショ
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ナリズムの高揚を後押した、ヴィヴェーカーナンダの
言葉を話しています。それは「誰かを助けるとき、そ
の人に恩を施していると考えないでください。実際には、
その人たちがあなたに恩を施しているのです。私たち
が世界から授かった恩恵への恩返しをする機会を与
えてくれているのです。」

また、次のようにも話しております。
「人生では、与える者、奉仕する者になりなさい。

ただし、与えるときも奉仕するときも謙虚になり、ひざ
まずいて『与えさせていただけますか』『奉仕させてい
ただきますか』とお願いする気持ちになりなさい」

ほかの人のために生き、世話をし、奉仕することで
誰かの人生を豊かにすることは、自分の最高の生き
方である。RI会長の今年度のテーマとして発言されて
います。

そしてRI会長の目標としては、会員を増やしてロー
タリーの参加者基盤を広げること、世界に奉仕してよ
り大きなインパクトをもたらす。そのためには、「もっと
行動し、もっと成長する」。言い換えれば、「もっと行
動し」とは、より大きくインパクトをもたらす奉仕プロジェ
クトを意味し、 「もっと成長する」とは会員を増やし、
参加者基盤を広げることを意味すると話されていま
す。

会員増強は引き続き、最も大きな課題であり、過
去17年以上、ロータリーの会員数は120万人のまま
横ばいであったものを、2022年7月1日までに130万
人に増やすことが夢であるとも話されています。

次に奉仕のイニシアチブ（新規の構想、計画、戦
略）に取り掛かるにあたり、次年度、ロータリーの中核
的価値観である「多様性」の観点から、「女子のエン
パワメント」に焦点を当て、未来の女性リーダーの成
功に必要な手段を与えてほしいと話されています。
優先活動項目
1. 会員の増強 each one bring one
2. 女子のエンパワメントに焦点を当てる
3. ロータリー奉仕デーの実施 do more grow more
4. ポリオの完全根絶 big dream
5. ロータリーの7番目の重点分野として新たに「環境
保全」を追加の5つになっております
【2780地区】

2021-2022年度2780地区は田島透ガバナーで
あります。ふじさわ湘南ロータリークラブに所属してお
ります。
地区活動方針 「地区ビジョンの実現」を目指します
活動目標 ポリオ根絶と会員増強
DO MORE「ENDPOLIO」GROW MORE「MENBERSHIP」
奉仕を通じ会員基盤を強固なものにしましょう
行動目標
１、RI会長テーマの理解と促進のサポート

「SERVE TO CHANGE LIVES 奉仕しよう みん
なの人生を豊かにするために」を理解・推進してロー
タリーのビジョンに沿って活動できるようサポートしま
す。全クラブにロータリー賞への挑戦を推奨しアドバイ
スします。
２、「地区ビジョン」の実現を目指します

①地域社会の変化とニーズをとらえる（時代の変化
に対応する組織の醸成）
地区のビジョンと行動計画の理解と推進・・「クラブ・

フューチャービジョン会議」の開催 8/21開催 常盤
AGによると地区の戦略計画をクラブの戦略計画に落
とし込むための会議。クラブデジタル化の推進、全員
がマイロータリー登録。これは是非皆さん登録して下
さい。ロータリーの色々なことを知るきっかけになるは
ずです。
②地域社会にインパクトをもたらす
ポリオ根絶に向けた横断的な活動の推進・・10/24
「世界ポリオデー」開催。地区としては、神奈中バス
の中刷り広告を全てポリオ撲滅ポスターに換える、ポ
リオ撲滅のラッピングバスが走る。第6グループとして
は、10/22に座間の「鈴鹿明神社」に会長、幹事が
集まってコロナとポリオの根絶祈願を行う予定です。
私達、中クラブでもポリオ撲滅に向けて行動したいと
思っております。・１クラブ１奉仕事業
③多様な人々との出会いとつながり

若い人達への積極的支援・地域で活動するより多
くの人達とのネットワークを築くローターアクト、インター
アクトの拡大、米山奨学生など支援 将来のリーダー
の発掘、育成及びリーダーシップの継続性・・若手メ
ンバーの地区への参加、奉仕活動を通じて地域社
会とのネットワーク・地域リーダーとの絆の強化
④積極的に行動します （クラブの積極的行動への

促進と支援）
ロータリー財団への協力。
ロータリー米山記念奨学会への協力。
地域社会により大きなインパクトをもたらす奉仕プロ

ジェクトの実施。2/20 従来のＩＭに変えて開催「ロー
タリー奉仕デー」の開催

「EACH ONE BRING ONE」（みんなが一人を入
会させよう）の推進。私達のクラブでも、会員増強は
クラブの維持発展に重要なことですので、このくらいの
勢いで行きましょう

ヒューストン国際大会への参加
数値目標
①会員数 ２３９６名以上「EACH ONE BRING ON
E」の推進
②女性比率 地区１５％以上
③ロータリー財団寄付：年次基金２００ドル/１人
④ロータリー財団寄付：各クラブベネファクター：１名
以上
⑤ロータリー財団寄付ゼロクラブ：ゼロとする
⑥ポリオプラス寄付：40ドル/１人
⑦米山記念奨学金寄付：20,000円/1人（普通、特
別寄付合計）
⑧米山記念奨学金寄付ゼロクラブ：ゼロとする

最後になりますが、2021年度もコロナ禍の中での
スタートとなりますが、この約1年半の間に例会の開
催、各事業活動もコロナによる制限を受けてまいりま
した。

これに伴い会員間の交流も影響を受けてしまい、
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みんなで集い、胸襟を開きロータリーの未来を語り合
う機会も少なくなってしまいました。

ロータリアンの行動指針として定められている中核
的価値観である奉仕、親睦、多様性、高潔性、リー
ダーシップがあります、今年度も奉仕活動、親睦活
動を中心としてしてまいりますが、今まで我がクラブで
行われていなかった、例会時間の夜間への変更を
試み、会員のみんなが笑顔で会話できる機会を増や
し、我がクラブが直面している大きな問題である会員
減少に歯止めをかけ、そして潜在的会員候補者の入
会へと繋げて行きたいと思います。

奉仕活動では、継続事業として交通事故撲滅大
作戦への参加、松風園の子供たちの映画鑑賞招待、
特殊詐欺被害防止啓蒙活動を柱に致します。多くの
笑顔を見て感動を得られるように、私達も一緒に楽し
みましょう。

また青少年育成基金による9校目の市内中学校
への支援があります、これで市内中学校の全てに支
援が行われることになり、基金の設立の目的である、
「長谷川精一氏の意思を発展させ、継続的に地域を
中心とした青少年の育成事業を行う。」に沿った、9

年間という長期的な戦略に基づいた奉仕活動が一
区切りつくことになります。今後の青少年育成基金の
活動について委員会を中心にして会員の皆様と考え
てまいりたいと思います。

親睦活動では夜間例会、移動例会、家族例会等
を通じて大いに語らい、笑い、楽しめれば会員同士の
繋がりも強まり信頼関係は厚くなって、そこから会員
増強・維持に、またクラブの活性化にも繋がるものと
思います。

例会においては昼にこだわらず、7回例会時間を
夜に変更し、時間を変えることで例会への参加しやす
さが変わるかなどを試してみたいと思います、またク
ラブフォーラムでも活発な意見交換を期待して夜間
例会での開催をしてみたいと思います。

例会とは別に炉辺会合の開催もしたいと思います
ので、先輩会員と新会員の語らいで、様々な職業を
通じたロータリーの価値観の発見があればこれも楽し
みです。

会員の皆様には、楽しい会話そして笑顔でロータリー
を楽しみましょう。丸々1年間、よろしくお願い致しま
す
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阿萬正巳会長、入江公敏副会長、中村友彦幹事
いよいよ新年度が始まりました。皆様と楽しい時間を過

ごせるように努めてまいります。1年間よろしくお願いいたし
ます。
後藤 定毅 君

阿萬会長、中村幹事の年度が楽しく有意義な1年にな
ることを期待してお祝い申し上げます。自戒の念を込め1
年間身体気をつけてください。
中村 友彦 君

先日開催されました株主総会をもちまして、FMやまとの
代表を任期満了により退任いたしました。皆様大変お世
話になりありがとうございました。引き続きFMやまとへのご
支援・ご指導をよろしくお願いいたします。
北砂 明彦 直前会長、野口 宏 直前幹事、
髙橋 政勝 君、小栁 智裕 君

阿萬会長、中村幹事いよいよ新年度スタートですね。
「みんな笑顔・楽しもう・ロータリー」を会長ターゲット。1年
間頑張ってください。また、ご指導の程よろしくお願いいた
します。
北砂 明彦 君

入会記念ありがとうございます。2011年の入会ですので、
丁度10年が経ちました。これからもよろしくお願いいたしま
す。
髙橋 清 君
阿萬会長、中村幹事のスタートの時がきました。コロナ

ウイルス感染症の中ではありますが、大きな夢と希望を持っ
て1年間の航海、耐対と努力で頑張ってください。
辻 彰彦 君

新年度になりました。阿萬会長、中村幹事、今年度も
いろいろありそうですが、1年間よろしくお願いいたします。
会計監査 長野 俊八 君、鈴木 洋子 君
2021～22年度がいよいよ船出です。会員数も減少な

り、クラブの舵取りも難しいと思いますが、阿萬船長、中村
機関長のコンピで1年無事過ごされることを祈念してスマイ
ルいたします。
岸 幸博 君
阿萬会長、中村幹事、1年間よろしくお願いいたします。

小栁 智裕 君
創業記念日のお祝いありがとうございます。創業22年と

なります。関係頂きまして皆様に感謝いたします。
野口 宏 君
入会記念のお祝いありがとうございます。9年目となりま

す。これからもよろしくお願いいたします。
竹野 国敏 君
誕生日のお祝いありがとうございます。新年度もよろしく

お願いいたします。
肥田 昭 君
また、新しい1年が始まりますね。新しい体制で、皆さん

で頑張っていきましょう。楽しい1年に。
石川 達男 君
新年度例会おめでとうございます。1年間よろしくお願い

いたします。
苗加 真敬 君
皆様ご無沙汰しています。お誕生日のお祝いありがとう

ございます。今日は心を込めて3分間スピーチをさせて頂
きます。
小野 泰弘 君
阿萬会長、中村幹事、就任おめでとうございます。今年

度1年間よろしくお願いいたします。
親睦活動委員担当 君
本日より2021～22年度がスタートです。阿萬、中村年

度にふさわしい1年間にしていきたいと思います。皆様よろ
しくお願いいたします。

スマイルボックス 橋本 日吉 委員長 本日 ￥29,000 累計 ￥２９，０００


