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ロータリーシンボルマーク

エンブレム

シンボルマークは６本と２４個の歯車





ロータリー誕生と歴史背景ロータリー誕生と歴史背景

• 当時のシカゴは交通の要衝として繁栄

• 無法と腐敗の街

• 無秩序な自由競争・弱肉強食

• 同業者はすべてライバル

• 金を儲けた者が成功者

アメリカン・ドリーム達成者





１９００年代当初のシカゴの街並み



１９０４年～１９０５年
日露戦争



日本名;竹島 韓国名；独島

１９０５年１月日本政府は島根県隠岐の島役所の所管で竹島と
閣議決定し、正式に日本の領土としたが・・・・・
この時期の時代背景は？



ロータリーの創設者・ポールハリスロータリーの創設者・ポールハリス

• 1868 米ウィスコンシン州ラシーン生まれ

明治元年－戊辰戦争 NHK 八重の桜

・ ３歳の時、祖父母に養育される

他人への寛容、思いやり、優しさを学ぶ

・ 1896 シカゴにて弁護士事務所開設

・ 1905 友人３人とロータリークラブ

・ 1910 １６クラブで全米ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ連
合会を組織初代会長

• 1947 78才で逝去



ポール・ハリス；弁護士

シルベスター・シール；石炭商

ガスターバス・ロア；鉱山技師

ハイラム・ショーレ;洋服生地商

会員同士がビジネスで協力し相互扶助に役立つようなクラブ

３回目の会合でロータリークラブと命名初代会長



ロータリーの変遷ロータリーの変遷

１９１０年に１６クラブで「全米ロータリー・クラブ連合会」を結成

１９１２年にカナダ、イギリスに広がり「ロータリークラブ国際連合会」と改称

１９０５年（明治38年）シカゴでポール・ハリス他３人で相互扶助の親睦クラブ創立

１９２２年ロスアンゼルス国際大会において【国際ロータリー】と改称された

ポール・ハリスが全米ロータリー・クラ
ブ連合会初代会長に選出される



都市連合会 インターシティ・ミーティング都市連合会 インターシティ・ミーティング

• TRANSBAY LOVE FEAST （恋の宴）

１９０８年２番目のサンフランシスコＲＣ

１９０９年３番目のオークランドＲＣ

両クラブが親睦の為トランスベイ・ターミナルから路面電車に乗り
サンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジを渡り合同例会した



1920年（大正９年）10月20日設立総会

東京ロータリークラブ

1920年（大正９年）10月20日設立総会

東京ロータリークラブ



日本のロータリークラブ日本のロータリークラブ

東京ロータリークラブ

1920年 創立 三井銀行の重役
米山梅吉氏が初代会長。
世界で855番目の認証クラブ
ダラスＲＣがスポンサークラブ

日本で2番目に認証を受けた大阪ＲＣ
は、国際ロータリー直轄で出来たクラブ
親クラブを持たない本家クラブ

1922年11月創立総会



1920年 禁酒法時代始まる1920年 禁酒法時代始まる

密造酒の廃棄風景



誰だか分かりますか誰だか分かりますか

エリオット・ネス アル・カポネ





1921年 内外製薬における例会風景

米山梅吉



日本での都市連合会日本での都市連合会

１９２７年第２回都市連合会 東京ＲＣ担当

東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の６都市６クラブ 参加者２５２名

１９２８年日本は国際ロータリーの第７０区となり米山梅吉が初代ガバナーになる

その後都市連合会は、地区大会として発展を遂げる



“ロータリー”とは？“ロータリー”とは？

ロータリーとは と 、及び

の が世界的に集
まった国際的組織です。

な を行いながら、全て
の職務に高い倫理基準を奨励し、

世界の と の確立に寄与してい
ます。

事業 専門職

地域社会 リーダー

人道的 奉仕活動

親善 平和



“ロータリー”とは？“ロータリー”とは？

年 シカゴロータリー・クラブが誕生
年 日本初 東京ロータリー・クラブ創立

• 国際ロータリーは世界初の奉仕クラブ団体

世界のロータリーは
以上の国と地域 クラブ 会員数約 人

日本のロータリーは
クラブ 会員数 人

１９０５

１９２０

２００ ３４，４０４ １２３万

２，２９２ ８９，００４



• 国際ロータリーの会員は「」「 ？」です。

• 国際ロータリークラブ ○か×→

• ロータリークラブの会員はそれぞれのク

ラブの会員であり「 」と呼ば

れています。

クラブ

×

ロータリアン



“国際ロータリー”とは？“国際ロータリー”とは？

• Ｒ Ｉ （ＲＯＴＡＲＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ）

世界中のロータリークラブの集合体が

ＲＩ（国際ロータリー）を形成。



主な国のクラブ数と会員数 2011/12主な国のクラブ数と会員数 2011/12

オーストラリア １，１３９ ３３，１８８

ブラジル ２，３５９ ５３，７５７

カナダ ７３４ ２７，０１２

ドイツ ９７９ ４９，４１１

韓国 １，５０６ ６１，０５３

インド ３，０６９ １１１，８４３

日本 ２，２９３ ９１，９８６

アメリカ ７，８６９ ３６０，７９０

合計 ３４，０１３ ｸﾗﾌﾞ １，２２７，５６３名



主な国のクラブ数と会員数 2012/10.31主な国のクラブ数と会員数 2012/10.31

オーストラリア 1,124 32,119
ブラジル 2,402 57,467
カナダ 736 26,238
ドイツ 1,008 51,403
韓国 1,588 63,192
インド 3,148 121,903
日本 2,297 89,095

アメリカ 7,847 348,762

合計 532地区 34,404 ｸﾗﾌﾞ 1,230,551名

第２７７０地区 ２,４４１名



主な国のクラブ数と会員数の差2012/5主な国のクラブ数と会員数の差2012/5

オーストラリア -15 -1,069
ブラジル +43 +3,710

カナダ +2 -774

ドイツ +29 +1,992

韓国 +82 +2,139

インド +79 +10,060

日本 +4 -2,891

アメリカ -22 -12,028

合計 +391 ｸﾗﾌﾞ 2,988名



それから１０７年

国際ロータリー国際ロータリー



２０１２～２０１３年度 国際ロータリー会長２０１２～２０１３年度 国際ロータリー会長

•田中 作次 八潮 ＲＣ

•日本で３人目のＲＩ会長

ＲＩ会長テーマ



２０１２～２０１３年度 ＲＩＤ２７７０ ガバナー２０１２～２０１３年度 ＲＩＤ２７７０ ガバナー

• 田中 德尚

• 地区ガバナー

•１９５２年生まれ

•川口ＲＣ所属

•親子２代でガバナー

地区テーマバッジ



私たちが所属するのは日本に３４地区ある中の・・・

国際ロータリー第２７７０地区

ロータリーの地区とは？

•地区の管理者として奉仕活動等を
推進する

ガバナー

•日本は３ゾーン３４地区に区分

•東京の第２７５０地区にはマリアナ・ミクロネ
シア・グアム・パラオが含まれる

地 区

•クラブ数78 会員数2,500名
ロータリー
クラブ



ＲＩ第２７７０地区概要 ９奉仕部門ＲＩ第２７７０地区概要 ９奉仕部門

１．管理運営部門 ２．広報部門

３．会員増強維持部門 ４．職業奉仕部門

５．社会奉仕部門 ６．国際奉仕部門

７．新世代奉仕部門 ８．ロータリー財団部門

９．米山記念奨学部門

１０．ロータリーの友地区委員

地区委員は各部門委員長及び小委員長、委員総勢135名



国際ロータリー第２７７０地区概要．国際ロータリー第２７７０地区概要．

•ＲＩ会長 田中 作次（八潮）

•ＲＩ理事エレクト 北 清治（浦和東）

•ガバナー 田中 德尚（川口）

•地区幹事 小林玖仁男（川口）

•ガバナーエレクト 渡邊 和良（浦和北）

•ガバナーノミニー 濱野 英美（大宮シティ）

パストガバナー（ガバナー経験者）24名



八潮みらいロータリークラブ八潮みらいロータリークラブ



八潮みらいロータリークラブ役員八潮みらいロータリークラブ役員

•クラブ会長 加藤 修

•クラブ幹事 市川 英敏

•会長エレクト 伊藤 祐嗣

•会計 本間 守

•S・A・A 内田 巌

•副会長 大月 正雄



八潮みらいロータリークラブ理事八潮みらいロータリークラブ理事

•管理運営部門委員長 平良 嘉浩

•広報部門委員長 小林 利雄

•会員増強維持部門委員長 坪田 祐貴

•奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 三矢 和治

•ロータリー財団部門 大島 勝

地区役員

管理運営部門委員長 金杉 光左生



合併前クラブ概要合併前クラブ概要

八潮中央ロータリークラブ

創立年月日 １９９４年６月２日

認証年月日 １９９４年６月６日

スポンサークラブ 八潮ロータリークラブ

特別代表 木村 昭吉

八潮シティロータリークラブ
創立年月日 １９９５年５月９日

認証年月日 １９９５年５月１７日

スポンサークラブ 八潮イブニングロータリークラブ

特別代表 成本 富夫

草加２１ロータリークラブ

創立年月日 ２００２年６月１２日

認証年月日 ２００２年６月１９日

スポンサークラブ 草加中央ロータリークラブ

特別代表 結城 憲昭



２０１３年 国際ロータリー リスボン国際大会２０１３年 国際ロータリー リスボン国際大会



ご静聴有難うございましたご静聴有難うございました


