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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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会員増強・新クラブ結成推進月間
次週（８月３０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2439回）

会

２）ソング

それでこそロータリー
「消費税の軽減税率制度について」

３）卓

話

（2440回）
線路は続くよどこまでも
「私にとってのロータリー」
山本

大阪国税局
課税第二部長
山本

渡辺

隆

様

会員

４）9月度定例理事会

邦人会員紹介

☆☆ ８月度の結婚記念日 ☆☆
御木 威
（以上敬称略）

＊＊

喬一

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。 本日は会員増強・新クラブ
結成推進月間ですので、会員強化組織委員会担
当の卓話といたしまして、地区クラブ奉仕・拡大
増強委員会委員長 藤井眞澄様より「会員増強
月間に因んで」として後ほど卓話をしていただ
きます。当クラブも会員の減少に悩んでおりま
すので、大いに参考にしたいと思います。
先週、国際ロータリー第２６６０地区山本博
史ガバナーの公式訪問がございました。山本ガ
バナーより暖かいおもてなしときっちりとした
例会運営に対するお礼を頂きました。永田ＳＡ
Ａ、今井親睦活動委員長による準備・設営ありが
とうございました。 青少年奉仕委員会より、本
年度の大阪府青年功績賞授与式は、９月１日土
曜日に天満橋のドーンセンターにて午前１１時
から吉野となるかわ（生駒）合同で行うとの案内
がございました。ボランティアの学生を盛大に
表彰したいと思いますので、入会の浅い方はぜ
ひご参加していただきますようにお願い致しま
す。

元大阪天満橋ロータリークラブ会員岡田恭三
様のお別れの会の案内が届いております。後ほ
ど幹事報告でお知らせさせていただきます。
まだ暑い日が続いておりますが、我が家の方
では、赤とんぼが乱舞しております。季節は着実
に進んでおります。来週はお盆休みに入ります
ので、例会はありませんが、２３日には全員出席
を目指しまして元気なお顔をお見せ下さい。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「秋のRYLAセミナー」
ご案内を本日お配りして
おります。
②7-9月テーブル情報集会一覧表を本日お配り
しております
③「2018-19年度青年功績賞授与式（大阪府）」の
出欠のお返事を事務局までお願い致します。
④地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤三世代クラブ有志一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。
⑥№5.7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。
⑦「2018-19年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑧№4・6テーブル情報集会が本日開催されます。
関係各位は17：50に「八軒家浜港」キャッスル
ホテル前に集合下さい。

☆☆ 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
３名
０名
０名

会員総数
51名
会員出席
36名(45名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
9名

⑨次週8月16日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。な
お、事務局のお盆休みは8月13日（月）～8月16
日（木）までです。
⑩ 元当クラブ会員の岡田恭三様のお別れの会
の案内が届いております。
日時 平成30年9月4日（火） 午前11時半～午後1時
会場 リーガロイヤルホテル
ウエストウイング2階 山楽の間
ご都合のよいお時間に平服にてお越しくださ
いとの事です。ご香典・ご供花・ご供物の儀
はご辞退されております。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

地区クラブ奉仕･拡大増強委員会委員長藤井様
本日は宜しくお願い致します。
髙田 肇
地区クラブ奉仕･拡大増強委員会委員長藤井眞
澄様 ようこそいらっしゃいました。
中村 修
地区クラブ奉仕･拡大増強委員長藤井様ご来訪
ありがとうございます。卓話よろしくお願い致
します。
川原 和彦
藤井様 本日の卓話お引き受け頂きありがとう
ございます。
会員強化組織委員会
二宮さんご入会楽しみにしています。
田邉 三郎
故二宮会員の長男二宮君入会予定者として出席
しています。よろしく
井戸 幹雄
平成30年8月9日

合計金

24,000円

累計金

533,000円

☆☆ 先々週（8 月 9 日）の卓話 ☆☆

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第１例会のお知らせ
日 時：９月９日（日）登録開始 13：00
開会点鐘 13：30
閉会点鐘 16：30予定
内 容：地区内全19クラブ合同例会
「ＲＡＣ万博」～万国共通！
一緒に遊べば、もう友達～
場 所：淀川区民センター
登録料： RC 1,000円
※閉会後、懇親会もございます
懇親会場所：バドワイザービアガーデン
ビアカーニバル十三店
17：30（開始）～19：30
懇親会登録料：RC 5,000円
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：８月３１日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
冷製パンプキンクリームスープ、浅葱添え
鶏腿肉、豚フィレ肉、ソーセージのミックスグリル、
トマト・デミグラスソース
キャラメルチョコレートムースと
マスカルポーネクリーム、コーヒーゼリー添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッド、バゲットとバター

矢野一郎

それでこそロータリー

８月９日（木）午後６時から、天満橋八軒屋
浜からの遊覧船に乗船し、若手会員と中堅以降
のベテラン会員との交流・親睦を深めることを
主眼として、４番及び６番テーブル合同の情報
集会が開催されました。 中村パスト会長の乾
杯のご挨拶の後、１１名での楽しい交流がス
タートしました。各会員から、職業、入会の契
機、家族構成の説明があった後、入会して良
かったところと悪かったところ、退会を考えた
ことがあるか、どうして踏みとどまったのか、
奥様は、ローターリーについてどう思っている
のか、突っ込みあり、笑いありの楽しく有意義
な情報集会となりました。２時間の乗船でした
が、周囲の景色に余り目を奪われることもな
く、少人数での楽しい会話に花が咲きました。
山本パスト会長の中締めのご挨拶をいただき、
気持ちのよい風の中、散会となりました。

東京ＲＣ

～2660地区の会員の状況と会員増強について～
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
委員長 藤井 眞澄 様
会員強化組織委員会
１、はじめに
本日は、会員増強・新クラブ結成推進月間の卓
話に声をかけていただきありがとうございま
す。本日は耳の痛い、気に障る話をさせていただ
くかもしれませんがお許しください。 ロータ
リークラブ内部の最大の推進課題は会員増強で
す。(ちなみに外部の最大課題はポリオ僕滅で
す。) どのような団体でも、新会員の継続した入

会がなければ、活動が低下してゆきます。ロータ
リーを取り巻く状況は、大きく変わりつつあり
ますが、状況が変わればその変化に対応した増
強活動が必要です。 本日は、２６６０地区と
「大阪天満橋RC」
の会員の状況などを交え会員増
強活動の目指すべき取組についてお話しさせて
いただきます。
２、２６６０地区の会員数について
当地区の会員数は、ここ数年間は３６００人
程度で安定的に推移しているように見えます
が、毎年度３００名近くの入会者があり、その一
方でほぼ同数の退会者があり、これらのバラン
スのもとでほぼ一定になっているという状況で
す。また、会員を大きく増やしているクラブがあ
る一方で大きく減らしているクラブもあり、こ
れらのバランスのもとでほぼ一定であるという
見方もできます。
３、大阪天満橋RCの会員状況について
大阪天満橋RCの最近の傾向として、ほとんど
の年度で退会者が入会者を上回っています。特
に昨年度は１０名の方が退会されています。毎
年の入会者も多くはありません。その結果会員
数は漸減傾向で2018.6末には会員数５０名とな
り、ピーク時の半分以下となっています。また会
員歴の浅い会員からベテランまで幅広く分布し
ていますが、会員歴の浅い会員は多くはありま
せん。 会員数を維持していくためには、毎年６
～７人の入会が必要です。退会防止もしっかり
とやっていただく必要がありますが、特に入会
後それほど経っていない会員の退会が多いのが
気になるところです。
４、会員増強活動のポイント
昨年、今年のアンケートで会員増強について
のいろいろな課題が浮かび上がってきました。
要約しますと ①クラブに魅力がない、会員増
強意識が低いなどのクラブ内の課題 ②ロータ
リーの魅力を説明できない、ロータリーの知名
度が低い ③候補者にとって会費が高い、時間
がない ④これらが絡み合って候補者がなかな
か見つからない、などとなっています。これらの
ことから、増強活動は候補者を見つけて勧誘す
る活動だけでは不十分であり、①魅力あるクラ
ブづくり ②外部へ広報、発信し、認知度を高め
る ③候補者には、全員参加による、体系的で強

力な勧誘活動をする ④きめの細かい退会防止
策を取る、のサイクルをうまく回していくこと
が大切です。地区内外の増強が成功しているク
ラブの例を見ますと、このサイクルをうまく回
していくためには、会長はじめリーダーの強力
なリーダーシップと会員のやる気がキーポイン
トとなっています。また、ロータリーを取り巻く
環境は以前に比べると、経済状況、労働人口、価
値観の多様化など大きく変わっています。奉仕
の理念などの基本原則は守りながら、時代に合
わせ変えるべきところは変えクラブの魅力を高
めていき、会員候補者が入りたいと思うような
クラブ作りが大切だと考えています。今年度も
会員増強よろしくお願いします。
－－No.４・６テーブル情報集会－－

一、どこで会っても
やあと言おうよ
見つけた時にゃ
おいと呼ぼうよ
遠い時には
手を振り合おうよ
それでこそ
ローローロータリー

「会員増強月間に因んで」

8月9日の出席率
80.00％
５週間前（7月19日）の
メークアップを含む出席率 82.61％
メークアップ実施会員
1名（欠席者9名)

二、笑顔笑顔で
語り合おうよ
心心で
結び合おうよ
みんな世の為
働き合おうよ
それでこそ
ローローロータリー

会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話

）内は会員総数を基準とした値

