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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＦＥＢＲＵＡＲＹ １６ ２０１２ ＮＯ．２１４５
世 界 理 解 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

次週（２月２３日）のお知らせ
１）例 会

（2145回）

（2146回）

２）ソング 奉仕の理想

２）ソング 七つの子

３）卓 話 世界理解月間記念卓話

３）卓 話 「近年の労働トラブルについて」

「タイでのＷＣＳ事業について」
国際奉仕委員会

大阪府社会保険労務士会
副会長 土橋 純二郎 様
宮下 佳昭会員紹介

４）第3
４）第3回被選理事会
５）ロータリー財団100
５）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

☆☆ ２月度の結婚記念日 ☆☆
藤井 弁次
宇野 稔

重里 國麿
金田 五郎

小澤 満
成松 正和
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様こんにちは、来訪ロータリアンの皆様よ
うこそお越し下さいました。どうぞごゆっくり
お過ごし下さい。また本日の卓話をして頂きま
すハーモニカ世界一のもり・けん 様、宜しくお
願い致します。
２月に入り、１日１日が早く過ぎて行くよう
です。
今月のタイのWCS事業も目前に迫り、
慌ただ
しく渡航の準備をしております。そんな中、今週
の日曜日に家内とスーツケイスを買いにヨドバ
シカメラに行き、二人とも風邪をうつされ月曜
日は薬が良く効いて眠くて最悪でした。人混み
の中での空気は、うがいをするなど自己管理の
大切さが身に染みました。皆様もお気を付け下
さい。
さて、各テーブルマスターに「ロータリーは何
でも１万円」を打破し、テーブル情報集会を８千
円で開催するようお願いしましたところ、先週
下半期第１回目の情報集会が、６千４百円に抑

４）3
４）3月度定例理事会
えて開催して頂きました。会場は上海楼で、料理
も美味しく腹いっぱい食べて飲み放題、しかも
個室でしたので各テーブルも皆さん盛り上が
り、頗る上機嫌で久し振りに大声で笑いながら
過ごすことができました。
本日は、勝見茂会員の新入会員歓迎会です。
先々週勝見会員がお休みでしたので、「メーク
アップの仕方わかりますか?」と質問したとこ
ろ、
「ヒルトンホテルで友人が大阪西クラブにい
るので２月６日にメークします。ご心配をおか
けしてすみません」と素晴らしい返答があり、新
人離れしたお答えをいただきました。とてもそ
の態度は堂々とされており素晴らしい仲間に恵
まれましたこと、有り難く思いました。
最後に、２月６日の夜、大阪アーバンロータ
リークラブの加盟認証状伝達式Charter Night
が、ホテル・グランヴィア大阪でありました。私
と永田幹事エレクトとで出席して参りました。
２３０人ものロータリアンが集まり盛大にセレ
モニーが行われ、全員で祝いましたことご報告
いたします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「2012～2013年度版 ロータリー手帳」申し込
みのご案内をお配りしています。2月23日（木）
までに必ずご提出をお願いいたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

10名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

66名
51名(61名)
21名
10名

②「大阪天満宮観梅のご案内」を本日お配りし
ています。ご返事を事務局までお願いいたし
ます。
③№2.4テーブル、№6.7.8テーブル情報集会の出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
④新入会員歓迎会が本日18：00からリーガロイ
ヤルホテル「なにわ」にて開催されます。ご出
席の方は宜しくお願いいたします。
⑤次週第3回被選理事会を開催いたします。本日
ご案内をお配りしていますので関係各位宜し
くお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

合計金

2月9日の出席率
83.61％
４週間前（1月19日）の
メークアップを含む出席率 90.00％
メークアップ実施会員
0名（欠席者6名)

☆☆ 先週（2
先週（2 月 9 日）の卓話 ☆☆
「 心の歌“童謡”をご一緒に 」
ハーモニカ世界一 もり・けん 様
井戸 幹雄 会員紹介

敬称を略す

広報委員会としてｸﾗﾌﾞ訪問をさせていただいて
おります。本日のハーモニカ世界一の卓話にひ
かれて参りました。
大阪西南ＲＣ 河村美恵子、高澤冨士子
本日の卓話、もり・けんさんよろしく。
井戸 幹雄
16ヵ年在籍自祝
山本 喬一
六ヶ月ホームクラブ出席自祝
二宮 秀造
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
南川 和茂
77年前の今日、ポールハリスが初めて日本の土
をふんだ記念すべき日です
重里 國麿
南川先生、アドバイス有難うございます。
髙田 肇
寺内先生、大変、大変、大変、お世話になりま
したー心謝！
大阪大手前ＲＣ 木村 節三
平成24
平成24年
24年2月9日

）内は会員総数を基準とした値

60,000円
60,000円

累計金 1,940,000円
1,940,000円

もり・けんさんは、童謡の心を伝える「 童
謡の伝道師 」として世界一だと確信していま
す。
作曲家として新しい童謡の創作活動やハーモ
ニカ奏者として日本の童謡や叙情歌のコンサー
ト活動を国内外で展開、童謡の普及に努められ
ています。
また、ミュージカル作家としても「緑の星」
や「不思議の国のアリス」などを発表し、文科
省の財団法人すぎのこ文化振興財団により全国
で公演されています。
04年4月、親子で初めての日本ハーモニカ賞
を受賞されています。

☆☆ バナー交換 ☆☆

大阪西南RCの河村様と高澤様が広報委員会と
してクラブ訪問され、両クラブのバナーが交換さ
れました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー ・ミックスサラダ ・コーヒー

☆☆ №１・３・５情報集会 ☆☆

リアンが参加し、
中川政照親睦活動委員長の司会
のもとに、全員が順次歓迎の言葉を述べました
が、
勝見新会員は終始笑顔で悠々とこれに応えて
おられ、その大物ぶりを覗うことができました。
（親睦活動委員会）

国際奉仕（International
国際奉仕（International Service）
Service）
ロータリーの第4奉仕部門は、ロータリ
アンが、国際理解、親善、平和を推進する
ために、実施できることすべてから成る。
その方法は、他国の人々、その文化、慣習、
業績、抱負、問題を知ることであり、また、
旅行や国際大会出席による個人交流であ
り、読書や文通であり、さらに、他国の人々
の役に立つクラブの活動やプロジェクト
すべて（ロータリー財団を含む）に協力す
ることである（『手続要覧2004年』P268）。
さらに、国際奉仕の目的（Purpose of
International Service）として「ロータリ
アンのあいだに、また、一般の人々のあい
だに理解と善意をはぐくむことが、ロータ
リーの国際奉仕の明確な任務である（ロー
タリー章典8.080.1）」
（『手続要覧2004年』
P81）とあります。
国際奉仕も、クラブと会員両方の責務で
す。この奉仕が目指していることは、ロー
タリーの綱領第4項「奉仕の理想に結ばれ
た、事業と専門職務に携わる人の世界的親
交によって、国際間の理解と親善と平和を
推進すること」にあります。概念上その内
容は、世界社会奉仕（ＷＣＳ）プログラム、
国際レベルの教育および文化交流活動、2
月の世界理解月間とその催し、国際的な会
合（ロータリー章典8.080.3）、に分類でき
ます。

中央区道修町の「上海楼横堀店」において、２
月２日（木）No.1・3・5テーブル情報集会が開催
されました。
二宮会長はじめ特別参加の橋本会員を含む１６
名の参加で、会長ご挨拶のあと、浅川会員の乾杯
の音頭で昔ながらの美味しい中華料理とお酒を
楽しみながら、賑やかに日頃のロータリーライフ
について語り合い、有意義な時間を過ごしまし
た。

☆☆ 新入会員歓迎会 ☆☆

井戸幹雄会員ほか２名様の推薦で、今年１月に
勝見茂さんが新会員になられたところから、２月
９日午後６時よりリーガロイヤルホテルの焼肉
処「なにわ」で、新入会員歓迎会が開かれました。
ご本人以外に二宮秀造会長以下２３名のロータ

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

みく に

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

な りわ い

生業

くおん

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

ロータリーの歯車の歩み
文明の産物を運ぶために思いついた車輪は、歴史以前のものである。しかし、
それがいつ、どこで発明されたものであるかは誰も知らない。多分、紀元前の末
期、小アジアかヨーロッパで発明されたのではないかといわれている。
ロータリー誕生の年に歯車も生まれた
世界中のロータリーの組織を象徴するため考案された歯車は、1905年（明治38
年）ロータリー誕生の年に生まれている。
これは、ロータリー最初のクラブの彫刻家であったモンターギュー Ｍ. ベア
が、シカゴの元気あふれる若い職業および専門職業人の新しいグループの徽章と
して、簡単にして、かつ素朴な形の車輪を描いて、これをクラブに持参し提供し
たことに始まるのだ。創設者ポール・ハリスは、モンティーに対し幾つかの試案
の提示を求めた結果、ポールはじめ一同が一致して賛成したのが、この車輪であ
る。つまり、車輪は皆に親しまれた象徴であり、車輪は第一Rotateするからで
あった。
これが今日、襟章として、道標として、カフスボタンとして、ネクタイとし
て、その他例会の襟章に、壁掛けに、レターヘッドに、その他いわゆるロータ
リーを象徴する記号として使われている歯車の始まりである。
モンティーの考案のままの車輪は、そのままでは続かず、その後幾多の改良が
行われ、これではあまりに簡単すぎるという見地から、モンティー・ベア自身、
さらに車輪の下の部分に、雲のようなデザインを加えた。しかし、その後、幻燈
のスライド製作者である“Long Tom”Philipは雲の部分をさらに広げてその上に
リボンをつけ、これにRotary Clubの文字を入れた。つまり車輪が現実に動いて
いる体裁を整えたデザインにしたのであった。
独自の徽章を考案
この間、サンフランシスコ、オークランド、シアトル、その他のクラブでは、
車輪を取り入れて独自の徽章を考案して使っていた。1910年に16のクラブが連合
して新しいナショナルアソシエーションを組織したのであるが、定款その他の規
定の作成に忙しく、徽章のことに触れる余裕がなかった。
本部はシカゴ・クラブの徽章を何とはなしに使っていたが、1912年ドルースで
連合大会を開催するに当たり、本部としてもこのままにはできないので、全体に
共通する徽章のデザインを考案するよう、全クラブに呼びかけた。しかし、もち
ろん車輪を基本的なものとすることに変わりはなかった。
かくして、ドルースの大会においてロータリーは名実ともに国際的になった
が、ロータリーは、ここに初めてローヤル・ブルー（濃青色）と金色の歯車を正
式の徽章として、制定したのであった。
しかし、その後専門家から、この歯車は技術的に不完全であり、このままでは
動かないとの注意が出たので、2人の技術者（ドルースのOscar B.Bjorgeとシカ
ゴのCharles Henry Mackintosh）からなる委員会が任命され、技術的に正確に動
く歯車が検討された。
楔穴を付け加え完成
この委員会が考案したデザインは1920年正式に採用公布となり、これが今日わ
れわれが親しんでいるロータリー・マークであるが、ただ、ひとつだけ違いがあ
る。それは、前記２人の委員が楔穴（Key way）を見落としたことで、これがな
いと歯車は車軸からの（または車軸への）力を伝えることができなくて遊んでし
まうわけである。かくして楔穴も付け加えられて、歯車は休止することなく今日
まで回転し続けているのである。
この歯車に国際ロータリーとしては、一般的な解釈以外に何か特別の意義を持
たせているのではないかと、よく問題になるが、公式にいって何もない。しかし
古来幾千のクラブが歯車の6つの輻と24の歯に特別の意義を見いだしている。

