国際ロータリー第２７７０地区

２０１４～２０１５年度

会長 染谷 宗一
幹事 荒井 信宏
会長エレクト 中島 頼光
ＲＩ会 長 テ ー マ『ロータリーに輝きを』
地区テーマ
『ロータリーはひとづくりそして奉仕』
クラブ会長テーマ『ロータリーであなたの素晴らしい魅力を出そう』

平成２６年９月１１日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
（手に手つないで）
【四つのテスト唱和】
（職業奉仕）中野忠茂委員
【ゲストビジター紹介】
・ 米山奨学生 徐 暁潔 様

第１９７３回例会

日本に初めてロータリークラブができたのは、1920 年
（大正 9 年）のことです。この年の 10 月 20 日に東京ロー
タリークラブが創立、翌年 4 月 1 日に世界で 855 番目のク
ラブとして、国際ロータリーへの加盟が承認されました。
【幹事報告】

【会長あいさつ】

荒井 信宏 幹事

染谷 宗一 会長

本日は、ロータリーの歴史と我がクラブの行事について簡
単にお話をしてみたいと思います。
国際ロータリーは、アメリカ・イリノイ州エバンストンに
世界本部が有り、世界の 200 以上の国と地域にある約 3 万
４０００のロータリークラブの連合体。ロータリークラブの
会員はロータリアンと呼ばれ、全世界に約 120 万人います。
日本国内に２３００のクラブが有り、約 9 万人のロータリア
ンが活動しています。
ロータリーの始まりは 1905 年アメリカ・シカゴ。この
日の夕刻、後に、全世界に広がり約 120 万人の会員を有す
ることになる、ロータリークラブの初めての会合が開かれま
した。このときの出席者は 4 人。弁護士のポール・ハリス、
石炭商のシルベスタ・シール、鉱山技師のガスターバス・ロ
ーア、洋服商のハイラム・ショレーです。この会合でポール・
ハリスは、
「実業人が友愛の気持ちを持って親しみ合い、仕事
上で知り合いの輪を広げていくために定期的に集まる会を作
る」というかねてからのアイデアを提案しました。そして一
つの職業から一人だけ会員とする、男性だけのクラブを作る
ことになったのです。その後、シカゴロータリークラブとし
て正式に発足しました。

・ 地区の青少年交換委員会から派遣学生月例報告書（8
月分）が来ております。今後詳細な報告が届きました
ら、青少年委員会のほうから報告があります。
・ 越谷ＲＣ、越綾東ＲＣ、越谷北ＲＣから 9 月・10 月
例会予定表が来ております。目に留まったのは、越谷
ＲＣ９/３０ゲスト卓話「お寺で開く怪談話」浄音寺そ
して越谷東ＲＣ９/１８ゲスト卓話「プロレスと奉仕の
狭間で」です。
・ 改めて地区から地区大会の案内が来ております。
日程は１１月 15 日（土）
・16 日（日）の２日間で、
いずれも大宮ソニックシティホールです。
１５日（土）の第一本会議の点鐘は 13 時 30 分で、
対象者は地区役員、会長・幹事、次年度会長・幹事、
５大奉仕委員長、希望者です。
１６日（日）の第二本会議の点鐘も 13 時 30 分で、
対象者は全会員になっていますので、出席よろしくお
願い致します。
なお、16 日 17 時００分頃、クラブ紹介でご登壇の
場がありますので、重ねて皆様のご出席をお願いしま
す。

【3 分間スピーチ】
ロータリー情報委員会
岩淵 秀一 会員
ロータリーの懲章の歩み
文明の産物を運ぶために思いついた車輪は、歴史以前の桃
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、紀元の末期アジアかヨーロッパで
発明されたのではといわれている。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
懲章として、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という。

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、ポールを始め、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Ｒｏｔａｒｙ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、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。
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。その後、幻燈のスライド製作茶である Long Tom は、
雲の部分をさらに広げてその上のリボンをつけ、これに
Rotary Club のもじ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。かくして、
1912 年ドルース大会に於いてローヤ・ルブルーと金色の歯
車を正式の徽章として制定したのであった。

【委員会報告】
地域広報雑誌委員会

石川 勝利 委員長

一般の方にロータリーを知ってもらおう！ということで、
病院、とこや、美容院などなど人目に付く場所への広報情
報誌の設置をします。

情報誌 Ｒｏｔａｒｙ
ロータリー世界と日本

Ｒｏｔａｒｙ
あなたも新しい風に

皆様の会社に設置して頂き
広報活動にご協力をお願いします。
【ゲストあいさつ】
米山奨学生
徐 暁潔 様あいさつ
米山奨学生に選んで頂きまして、早 5 ヶ月が経ちました。
時間の流れはとても速いですが得たものがたくさんあり
あます。

まず、ロータリアンの皆様のおかげで勉強は順調に進める
ことができました。また毎月 4 回の例会だけでなく、懇親会、
高尾山の登山奉仕活動、奨学生研修旅行、カウンセラー家で
のバーベキュー・・・富士登山では山頂で御来光を浴び本当
に感動しました。ロータリアンの皆様といろいろな交流が出
来たことで、自分の視野を広げられ、本当に勉強になって成
長したという感じがあります。ありがとうございます。

【卓話】
ロータリー情報委員会

【スマイル報告】
浅水 尚伸 委員長

今回は「ロータリーものがたり（奉仕の思想の発生と成長）
」
のビデオを見ました。

徐さん、ようこそ、いらっしゃいませ。
・・・・・・・・・・
糸賀、佐藤、 斎藤、石田、小山、木村、吉田
ロータリー情報委員会岩淵様、浅水様卓話ありがとうござい
ます。
・・・・・・・・荒井、染谷、瀬尾、池田、石野、石塚、
仁多見、田中、岩淵、浅水
テレビ画面いいですね。
・・・・・・・・・・・・・・石川
祝！ＴＶ設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本田
悪天候が続いています。越谷は災害も少なく有り難いです。
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神谷
皆様、豪雨にお気をつけください。
・・・・・・・・・中村
天気と景気は同じですかね。
・・・・・・・・・・・・中島
低気圧のおかげで体調不良です。早く秋晴れに・・・・加藤
最近のお天気はおかしいですね。
・・・・・・・・・・飯泉
ビデオ、勉強になりました。
・・・・・・・・・・・・遠山
四つのテスト、ご唱和ありがとうございました・・・・中野
能登半島に 3 人で行って来ました。
・・・・・・・・・深井
ロータリーに入って 2 カ月。スマイルの事がありませんが、
初スマイルで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大谷
土井さん初めての司会ご苦労様です・・・・・・・・久木野
初めての司会、精一杯頑張ります。昨夜から緊張です・土井
やっと秋らしくなりましたね。私の大好きな食事になって来
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林
（いつもお世話になります・・・・・・・・・・三喜鮨様）
【出席報告】
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平成２６年 9 月１1 日
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会報担当：小山 栄一

――――― クラブプロフィール ―――――
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

