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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。
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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）平成最後の記念例会（2469回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・花
４）卓 話 「天満あれこれ」
寺井 種伯会員
５）5月度定例理事会
＜例会場

＊＊

天満宮会館＞

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
タイガーウッズがマスターズで１４年ぶり５度
目の優勝をとげました。プライベートやいろいろ
なスキャンダルを乗り越えての優勝はメンタル
の強さはいかばかりかと思います。
また、ショックな出来事としまして、パリのノー
トルダム寺院が火事により中心部分の木造部分
が消失いたしました。行かれた方も多いと思いま
すが、パリの象徴ですので残念ですし火事の恐ろ
しさを見せつけられました。
４月１３日（土）に２０１９年～２０２０年の地
区研修・協議会が行われました。いよいよ次年度
が本格的に始動致しました。次年度の理事・役員
の方々宜しくお願い致します。
１７日（水）は第３回髙田杯ゴルフが宝塚ゴルフ
クラブで行われました。気候も良くゴルフ日和で
した。井戸キャップテンが優勝しました。ベスグ
ロは木川会員です。ブービー賞は坂東会員です。
お世話役の坂東会員いつも有難うございます。
明後日２０日は春の家族会です。天気も良く、気
候も穏やかだそうですので、琵琶湖でゆったりと
した時間をお過ごしください。

次々週（５月９日）のお知らせ
１）例 会 （2470回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話
青少年奉仕月間記念卓話
「ローターアクトについて」
地区ローターアクト委員会
中島 清治 委員長
元大阪天満橋ロータアクトクラブメンバー
山田 竜輔 様
青少年奉仕委員会

来週の例会は、平成最後の例会となりまして、天
満宮会館で行われます。寺井名誉宮司から「天満
あれこれ」として卓話をしていただけます。記念
の例会ですので全員参加でお願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 5、6月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②№4・5・6テーブル情報集会のご案内を本日お
配りしております。
③新年度ロスターの原稿、ご確認済みの方は事
務局までご提出お願いいたします。なお、ご訂
正のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出
お願いいたします。
④次年度委員長におかれましては事業計画案
（計画書原稿）を事務局までご提出お願いい
たします。
⑤大阪市立児童院の社会奉仕事業への出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑥三世代クラブ有志合同懇親会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑦春の家族会 ミシガン琵琶湖クルーズが20日
（土）開催されます。関係各位よろしくお願い
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

１名
０名
０名
０名

会員総数
49名
会員出席
33名(42名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
9名

⑧次週、大阪天満宮での移動例会となりますの
でお間違いのない様にお願い致します。
⑨次々週5月2日は定款により休会とさせて頂き
ます。
⑩本日例会終了後 第5回被選理事会を5Ｆ「グラ
スルーム」にて開催致します。関係各位宜しく
お願いいたします。
⑪次週例会終了後5月度定例理事会が開催され
ます。本日ご案内をお配りしていますので関
係各位よろしくお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

4月20日（土）平成最後の家族会が晴天の下開
催され、会員16名・ご婦人8名・お子様5名・事務
局3名の計32名の方に参加頂きました。今回はび
わ湖クルーズを楽しんで頂こうと琵琶湖汽船の
ミシガンに乗り込みました。髙田会長のご挨拶、
橋本パスト会長の乾杯の挨拶でブッフェ料理
へ。でも子供さん達は料理どころでは無く、先ず
は船内探索！ 料理もそこそこ美味しく、家族
ごとやオッサングループのテーブルなど様々な
盛り上がりでした。食事後、船内を散策される方
やずっと腰を据えて飲んでられる方またショー

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松 花 堂 弁 当

花
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「相続対策と相続税対策の違い」
箕村 保会員
「相続対策」は全ての人に必要
この世の中に「不老不死」は存在せず、いつか
その日が訪れます。相続はすべての方々に関係
し、その時は明日、訪れるかも知れません。相続
の基本的なことをご理解するだけで、ご自身や
ご家族の相続が起きた時、資産が次の世代に円
満に継承されることになる一助となると言えま
す。
「相続対策」と「相続税対策」の違い
「相続対策」では、「争いなく次の世代に財産
継承すること」を第一に考え、
「相続税対策」は、
相続税を少なくし、少しでも多くの資産を次世
代に継承する、又は相続税の支払うために資産
を処分することのないよう、納税資金を確保す
るための対策と言えます。
「相続対策」は、以下の3つを考えます。
・円満な相続…争族対策
・納税資金の確保…不動産が財産の中心の場
合の、事前対策
・節税方法の検討…相続税対策
最も大切なのが「円満相続」であり、他の2つ
が「相続税対策」ということになります。
相続税を収める人が増えている
平成27年（2015年）から相続税の基礎控除が下
がり、事実上「増税」になりました。
基礎控除額は平成26年迄：5000万円＋（法定相
続人の数×1000万円）、平成27年以降：3000万
円＋（法定相続人の数×600万円）となりました。
例えば、ご主人が亡くなり、配偶者と子2人が
相続人だった場合の基礎控除額は、
平成26年まで
5000万円＋1000万円×3＝8000万円、平成27年以降
3000万円＋600万円×3＝4800万円と、6割に減少
しています。この改正により、相続税を支払対象
となる人が増加しました。全国で亡くなった方
のうち、相続税の課税対象となった方の年ごと
の割合は、
この基礎控除の減少で平成27年以降跳
ね上がり、
割合は4％台前半から8％台になりまし
た。相続税対策は、相続対策の中の一つですが、
相続税が発生し、円満相続にならないケースも
増えています。「我が家に相続が発生した場合、

手を のべて

合計金
73,000円
累計金 2,293,400円

☆☆ 先週（４月１８日）の卓話 ☆☆

を見学される方等色々な過ごし方をされて、
アッと言う間に80分のクルーズが終了。
仲西会員
が製作の横断幕を持ちミシガンの前で集合写真
を撮りました。
御参加頂きました皆様には満足して頂いたか分
かりませんが皆様の御蔭で好天の下、家族会を無
事終了でき本当に有難うございました。
親睦活動委員会

相続税はかかるのか」を把握することも重要で
す。
まとめ
相続で大切なのは「争いなく次の世代に財産
継承すること」です。自分が残した財産をめぐり
残された家族が争うことを望んでいる人はいな
いでしょう。しかし、資産状況や家族の状況など
は十人十色で、亡くなる人の数だけ異なるパ
ターンがあると言っても過言ではありません。
もめない相続のためには相続の仕組みを正し
く理解し、準備することが大切だと考えられま
す。
－－ 春 の 家 族 会 －－

見ずや 夕 ぐれ

平成31年4月18日

4月18日の出席率
78.57％
４週間前（3月28日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
1名（欠席者 7名)

われさしまねく 青柳を

結婚記念日自祝
大矢 平治
結婚記念日自祝44年目です。お互い我慢です。
中村 健輔
結婚記念日自祝 何回目か忘れました。
井戸 幹雄
結婚記念日自祝
中島 清治
結婚記念日自祝 箕村さん 卓話楽しみにしてお
ります。
末澤 正大
本日の卓話よろしくお願い致します 箕村 保
箕村さん本日の卓話楽しみにしています
中村 修
ミノムラ会員の卓話気持してハイチョウしま
す。
中川 政照
箕村さん 卓話楽しみです。
石田 道夫
みの村さん 卓話たのしみです。
山本 喬一
箕村さん 卓話ガンバッテ下さい
吉村 圭太
箕村さん 卓話がんばって下さい
西原 潔
24ヵ年在籍表彰自祝
大矢 平治
髙田会長杯 ゴールドティのお陰で優勝できま
した。同伴の皆様有難うございました。
井戸 幹雄
昨日のゴルフ会では、種々ご迷惑お掛けし申し
訳ございません！井戸キャプテン優勝、寺杣さ
んメーカー誠におめでとうございます。
川原 和彦
坂東さん いつもゴルフお世話有難う。参加す
ことに意義がある。
寺杣 晃一
昨日の髙田杯の皆さん、幹事の皆さんお疲れさ
までした。楽しい一日をありがとうございまし
た。
木川 武利

）内は会員総数を基準とした値

