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鈴⿅⻄ロータリークラブ会報
所属: 国際ロータリー第 2630 地区 鈴⿅・⻲⼭グループ;
創⽴: 1985 年 3 ⽉ 27 ⽇; RI 認証: 1985 年 6 ⽉ 3 ⽇(No. 1665);
事務所: 〒513-0802 三重県鈴⿅市飯野寺家町 816 鈴⿅商⼯会議所 3F;
電話: 059-383-7077; FAX: 059-383-8501;
E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/
例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4F ⼤ホール; 例会⽇: ⽕曜⽇; 例会⾷事: 12: 00; 例会: 12: 30-13: 30;

2022 年 8 ⽉ 30 ⽇(⽕)第 1691 回例会

もう○○歳ではなく、まだ○○歳、まだまだで

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

きる、やってみようという前向きな姿勢をお⼿

開始: 11︓30 終了: 12︓15

本に、私は、岸本さんの年までにはまだまだい

例会進⾏: 伊藤雅⽂ 副ＳＡＡ

っぱいのことができると気持ちを新たにしまし

点鐘: 会⻑ 藤野惠⼦

た。おいしいバナナたくさん収穫でき、多くの

ソング︓ ⼿に⼿つないで

⼈に椿のおいしいバナナを知ってもらえるとよ

ソングリーダー︓服部⾼宣会員

会⻑挨拶

いですね。例会にも持ってきてくださるとさら

藤野惠⼦ 会⻑

にうれしいです。

皆さんこんにちは。先週の例会時に、岸本会員

さて、今回は、ＳＡＡについて少しお話をし

が中⽇新聞に「椿トロピカル園」の記事が載っ

たいと思います。まず、歴史について少し触れ

たこと、また、ＣＮＳのニュースで放送されて

ておきますと、ＳＡＡは、“Sergeant At Arms”

いると伺い、早速テレビを⾒ました。冬に⼀度

の略で、直訳すれば「武器を携帯した軍曹」と

⾒せていただいた時より⾊々な植物が栽培され

なります。実際には英国の「王室、議会、法廷、

ていて、パイナップルも⼤きくなっていて、ず

社交クラブ等の守衛官という意味の慣⽤語です。

いぶん南国の雰囲気になっていることに驚きま

ロータリークラブがＳＡＡを正式な役職として

した。バナナの房もたくさんついていました。

定めたのはシカゴクラブ創⽴翌年の 1906 年で

でも、私にとっては、植物の成⻑よりも岸本さ

す。当時、昔からの社交クラブには、会合の秩

んの前向きなエネルギーに感動と羨望を覚えま

序維持のためにＳＡＡを置く習わしがあり、お

した。

そらくそれを真似たもののようです。
標準ロータリークラブ定款によれば、ＳＡＡは
クラブの会⻑、幹事、会計、直前会⻑と並んで、
役員としての地位が与えられています。
例会上の秩序を保つためのあらゆる権限を持つ
重要な役職です。では、具体的に例会時に何を
するかというと、SAA の作業についてのマニュ
アルによりますと、まずは、
・⽉の司会者の当番
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表を作る。
・通常の例会の時は、11 時 30 分から

９⽉１４⽇（⽔）１９︓００〜１９︓４０短

12 時までにくること。・準備、⽚付けは基本的

縮例会（新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の

にＳＡＡ全員で⾏う。
・⽋席時、都合の悪い場合

為）

は(遅刻、早退)必ず事前連絡をおこなう。・司会

９⽉２１⽇（⽔）⇒

進⾏担当者は事前に事務局から送られた進⾏表

休会・鈴⿅･⻲⼭グループガバナー公式訪問５

をもとに変更がないかを会⻑、幹事と打ち合わ

ｸﾗﾌﾞ合同例会・IM 規模縮⼩開催の為

せをする。
・その他、細かいことはＳＡＡマニュ

９⽉２８⽇（⽔）１９︓００〜１９︓４０ 短

アルに記載されています。どうぞ担当になられ

縮例会（新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の

た際はご⼀読ください。みんなが気持ちよく過

為）

ごせる、例会運営のカギは、ＳＡＡの配慮によ

９⽉２４⽇（⼟）臨時

2.第 20 回記念ロータリー全国囲碁⼤会のご案内

るところが⼤きいと思います。もし準備、⽚付

が届いております。

け等で⼿が⾜りなければお声掛けください。そ

⽇時︓2022 年 11 ⽉ 5 ⽇（⼟）09︓30 登録

の際には、皆さんもご協⼒いただければありが

受付 10︓00 開会式 16︓00 表彰式、

たいです。

記念撮影

「ＳＡＡ作業マニュアル」をもっておられない

会場︓東京・市ヶ⾕の⽇本棋院本院 1 階対局

担当の⽅があれば差し上げますのでおっしゃっ

室

てください。

幹事報告

3.⽶⼭梅吉記念館より、秋季例祭のご案内をいた
だいております。

江藤隆仁 幹事

⽇時︓2022 年 9 ⽉ 14 ⽇（⼟）14︓00〜

1.鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変

場所︓⽶⼭梅吉記念館ホール

更のお知らせ

4.地区⼤会（10/22-23）の参加登録を取消され

鈴⿅ＲＣ︓9 ⽉ 7 ⽇（⽔）納涼親睦家族例会

る⽅は、必ず 9/2（⾦）正午までに事務局まで

9 ⽉ 21 ⽇（⽔）⇒9 ⽉ 24 ⽇（⼟）鈴⿅・

ご連絡ください。
（期⽇後の返⾦はされません）

⻲⼭グループガバナー公式訪問 5 クラブ合

5.本⽇、例会修了後（12︓45〜）事務局におい

同例会・IM のためコンフェット鈴⿅平安閣

て第 5 回理事・役員会を開催いたします。

鈴⿅シティＲＣ︓９⽉７⽇（⽔）⇒ ９⽉１０
⽇（⼟）納涼例会の為 鈴⿅げんき花⽕⼤会
鑑賞のため⽩⼦港 緑地公園内
2

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
あります。このリーダーシップの意味するとこ
ろは、東⻄で温度差があります。RI には 200 ヶ
国以上の国が参加しています。国⺠性はそれぞ
れ異なります「理論と実践の調和と⾔っても RI
は奉仕活動実践のスキルを⾝に着けることを意
味します。我が国は、理論の⽅に重きを置き奉
仕活動の⼼を⾝に着けることを意味しているの

委員会報告

です。現実主義と精神主義の違いであります。

＊クラブ研修リーダーセミナーの報告

私の考える「ロータリーにおけるリーダーシッ

川⼾広樹 クラブ研修リーダー

プとは何か」とは、ロータリーと⾔う組織は企

2022.08.27（⼟）岐⾩グランドホテルにて地区

業のような縦社会ではありません。会員すべて

研修リーダーセミナーが開催され参加（3 年ぶり）

が完全平等な横社会であります。縦社会では上

11:00 受付・⾷事、12:23 点鐘（北川地区委員

意下達（じょういかたつ）
、権⼒の⼒が働きます

代理）
、12:27 ガバナー挨拶（⾼橋伸治）
、12:42

が横社会では徳の⼒でリーダーシップを発揮す

「クラブ研修リーダーの役割と実践」
剱⽥ PG
（ﾊﾟ

るしかないのです。徳のある⼈とは、⽴派な⼈

ﾜｰﾎﾟｲﾝﾄにて 20 分）

格を持った⼈、⼈間的魅⼒を持った⼈、魅⼒的

13:00「てんびんの詩」ビデオ（80 分を 20 分

な性格の⼈

に編集、イエローハットの創始者で職業奉仕の

最終的に会員に「成⻑をプレゼントするのがリ

⼼としての動画、古い映画。休憩 10 分のあと

ーダーシップ」

13:42~14:00 ロータリーの歴史（浦⽥直前 G）

帰りは沖 AG と⾞で⾊々話をしながら⼀緒に帰

50 分の資料を 18 分で 14:00~14:40「剱⽥ PG

りました。

と浦⽥直前 G の対談」国際ロータリーの⾊々な
話が聞けて良かった。内容は折に触れて紹介し

＊ロータリー情報について

ます。14:40~2 分所感（篠原 G エレクト）漏れ

川⼾広樹 ロータリー情報・スター委員⻑

なくまとめ

情報・スターは⽉⼀で 3 分程度お話をさせてい

岩⽥地区委員⻑はお休みでした。

ただきます。

内容については、これから徐々に実践していき

クラブ定款細則改定委員会で、岩崎委員⻑から

ます、参加者は会⻑経験者のロータリーをよく

内規（マニュアル）の改正を仰せつかりました。

理解している⼈々で⾃分では⼒不⾜だと思いま

我がクラブには 2005-6 年に松本さんがつくら

した。剱⽥ PG のまとめを紹介します。

れた運営マニュアルがあります。その後 2015

RI では、近年盛んに研修、リーダーシップと⾔

年に伊藤義⼀会員が内規の改定を試みましたが

う⾔葉が使われます。今⽇の研修はリーダーを

完成してはいません。皆さんお読みになった⽅

育てる為の研修です。リーダーというのは現象

も少ないと思いますので、どんなものか紹介を

であり、本質であるリーダーシップを持つ⼈で

していきたいと思います。30 ページ以上あるの
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で何回かに分けて紹介していこうと思っていま

出席報告

す。それ以外に、ロータリーの歴史についても

正会員 29 名中 20 名出席．出席率︓86.95％

皆さんと⼀緒に勉強していきたいと思っていま

ニコニコボックス報告

す。

森 喜代造 親睦・家族副委員⻑

本⽇は研修セミナーで学んだ事柄を紹介します。

敬称略・順不同

皆さんもモヤモヤしていませんでしたか。

沖

① 研修セミナーより、浦⽥直前 G の話 （やっ

俊成︓⽥中さんようこそ．今後共よろし

くお願いします．

と腑に落ちました）

江藤隆仁︓コロナ終息を願います．

シェルドンのスピーチで「最もよく奉仕する者

野間芳実︓少し涼しい⽇が続いております．

最も多く報いられる」の真意

皆様、体調を崩さない様に．

･･･「事業上得た利益は、決して⾃分⼀⼈で得た

⽥中洋⼆︓よろしくお願いします．

利益ではありません。従業員、取引先、下請け
業者、顧客、同業者など、⾃分の事業に関係を

本⽇のプログラム

持つすべての⼈々のおかげで得たことに感謝し、

「ＩＭについて」

その利益を適正にシェアする⼼を持って事業を
営めば、必ず最⾼の利益が得られることを、⾃

沖 俊成 ガバナー補佐

分の職場で実証し、その⽅法こそが正しいやり

⾐斐信⾏ ＩＭ実⾏委員⻑

⽅であることを、地域全体の職業⼈に伝えてい

服部⾼宣 ＩＭ実⾏副委員⻑

かなければなりません。･･･
② 奉仕とサービス︓参加者からの質問、奉仕を
貢献としたほうが良いのでは
ロータリーを解りにくくしていることに
service を奉仕と訳したことがある。⽶⼭梅吉
は奉仕という⾔葉は使わず、サービスと⾔って
いた。
（剱⽥ PG）

会報発⾏担当︓⽥中 通
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