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2019-20年度 第 24回 <通算 564回>       国際ロータリー第 2530 地区 南相馬 RC 
       プログラム▶開会点鐘/国家斉ロータリソング「奉仕の理想」/「四つのテスト」唱和/お客様並びに来訪

ロータリアン紹介（第 2530 地区会員増強・拡大・ロータリー情報委員会副委員長 田久昌次郎様）/会長

の時間/誕生祝福/幹事報告/各委員会報告/出席報告/スマイルボックス報告/閉会点鐘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

会長の時間  岡田 義則  

 

 

 

【ロータリー年度の由来】 
  

 

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、その由縁がありました。   

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 日にするのがよいと会計士から提案を受けました。   

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」誌も変更されまし

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、次の年のアトランタ大会は 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。このこ

とからロータリー年度を７月に設定したことにそれほど大きな理由はなかったと思われます。まさに

アメリカ人らしさを感じます。彼らは、物事の本質には真剣に向き合いますがロータリー年度などは

小さな問題だと考えているのかも知れませんね。 

 

 

【会長のウンチク】 

 
みかんの内側にある白い皮には栄養があるということはどこかで聞いたことがあると思います。 

まず、白い皮にも名前があるのをご存知でしょうか？正式名称は「アルベド」といいます。ちなみに外側のオレ

ンジ色の皮は「フラベド」と言います。 

では白い皮の栄養素ですが、「ビタミン P」が多く含まれており、みかんの実の約 300倍にもなるビタミン P が

含まれています。このビタミン P はポリフェノールの一種であり、毛細血管のメンテナンスを行ってくれる作用

があります。毛細血管が減ってしまうとシミやシワの原因となってしまいます。 

よって肌の老化予防に役立つ栄養素はビタミン P ということになります。 

また、中性脂肪が増えないように抑える効果もあるそうなので脳血栓や心筋梗塞の予防にもつながると言われて

います。 
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ゲスト卓話 「 南相馬市小高区の館跡と神社について 」 

第 2530 地区会員増強・拡大・ロータリー情報委員会副委員長 田久昌次郎 氏   

 
会員増強・拡大・ロータリー情報委員会として、芳ガバナーの今年度の目標は、2530 地区にちなんで 2530

名の会員を達成しようと目標にかかげました。年度当初よりは、増えていますが、各クラブ平均 3 名純増

しなければ、2530 名には達成できません。 各クラブ、会員増強には目的があると思いますが、クラブが

継承していくことが大切だと思います。その為にも、会員をぜひ増やしていただきたいと思います。 

 

私のライフワークとして小高区の研究をしていますので、その話をしたい

と思います。剣風改易がなかった大名が 3 つあると言われています。相馬

藩もそのひとつで、ほかに九州の薩摩藩、熊本の人吉藩と言われています。

世界的な歴史をみても、当事者が変われば、前の歴史は否定されてしまい

ます。日本の歴史においては、事実かは定かではないが、豊臣秀吉には、6

本の指があったそうです。秀吉の時代には、そのことは伏せられていたよ

うです。そのことは、自分にとって不都合だったようで、記録に残さなか

ったようです。歴史というのは、人々によってすり替えられてしまうとい

う宿命があると思います。相馬藩は、長い統治期間でした。小高城は相馬氏の居城でした。鎌倉時代に陸奥

に下向した相馬氏は、一族を各地に配置しました。鎌倉時代の末期にはすでに小高に居館が営まれていたと

もいわれています。南北朝時代、相馬氏は北朝に付いたが、建武３年当初優勢であった南朝方との戦いに敗

れ、鎌倉で自害した。その後、相馬光胤によって築かれたの

がこの小高城であったといいます。それから小高城は相馬氏

の居城となりました。慶長 16 年に地震があり、中村城を築

いて移転するまで、長く相馬氏の本拠地として使用されるこ

とになります。私調べたところ、小高区内には、神社が 39

ケ所あります。東大日本大震災の津波被害を受けた所は、2

ケ所ありました。こうしてみると、神社のある高台に避難す

れば助かるということがいえると思います。 

過去の歴史をふりかえながら、これからのロータリークラブ

の継承を考えてみてください。 

 

 

表彰状授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝福 会長からメッセージカードと 

プレゼントが贈られました。  

左) 川崎 会員       右) 小澤 会員 

2018-19 年度平井義郎ガバナーよ

り、「退会者ゼロ達成クラブ」を

授与されました。 
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幹 事 報 告 １、12月 24 日の臨時理事会報告がありました。  

2、南相馬市国際交流協会より情報誌「あい」・「2019年度 姉妹都市相互派遣交流事業 報告書」が届いています。 

３、2018-19 年度ガバナー事務所より「2018-19年度 地区要覧」が届いています。  

４、年賀状が届いています。 

 

各委員会報告 １、会計代理青田幹事より 12 月の会計報告ありました。 

 

２、ロータリー財団委員会 青木委員長よりロータリー財団の寄付の依頼がありました。 

 

 

 

 

＜＜今週のご寄付 2020 年 1 月 14 日＞＞ 
 

■ロータリー財団 計 4,000./累計 ￥147,779.   ■米山奨学会 計 3,000./累計 ￥117,000. 

■スマイルボックス報告            出席報告: 会員数 29 名  出席数 11 名  出席率 38％  

氏名 Smile コメント 

青木謙二 1,000 田久様 卓話ありがとう御座意ます。 

青田真 1,000 田久様 卓話ありがとうございます。 

大谷和年 1,000 田久副委員長さん卓話ありがとうございます。 

岡田義則 1,000 田久様 卓話ありがとうございます。 

小澤積 1,000 田久さん、ありがとうございます。 

川崎博祐 2,000 田久さん、卓話ありがとうございます。 

酒井善盛 1,000 今年もよろしくお願い致します。田久委員長、来訪卓話ありがとう御ざいます。 

鶴岡恵子 1,000 田久様 卓話ありがとうございます。 

長澤初男 1,000 田久昌次郎様の卓話に感謝して ありがとうございます。 

野地庄蔵 1,000 田久様 卓話ありがとうございます。 

宮城住夫 1,000  

いわき平中央 RC 

田久昌次郎様 

3,000 今日は、会員増強拡大・ロータリー情報委員会として、いわきから参りました。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

合計（￥） 15,000 （累計￥349,080） 

 

 

2019-20 年度 新年会 会計報告 

        
１．収入          ２．支出          

会費 会員 （¥6,000×15 人）  ¥108,000       飲食代（¥5,500×22 人）      ¥121,000 

原町 RC 風間会員               ¥6,000       お土産代（来訪者 3 名×￥2,000）   ¥6,000 

来訪者 3 名×￥5,000        ¥15,000     合   計         ¥135,000        

南相馬 RC（親睦委員会）        ¥6,000   

合   計              ¥135,000      プレゼントのご協賛ありがとうございました。 
 

 

南相馬ロータリークラブ   
2019-20 年度 会長：岡田 義則 / 幹事：青田 真  例会日：毎火曜日 12:30～13:30   
例会場：ウエディングパーク 原町フローラ  南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ：南相馬市原町区旭町 3 丁目 11   TEL 0244-26-7633  FAX 0244-26-7634 

HP http://www.minamisoma-rc.org/    E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp         Since.2007 

http://www.minamisoma-rc.org/
mailto:minamisomarc@white.plala.or.jp

