
２０１４年８月１８日（晴れ） 第２週 第２０７９回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７９名 １５名 ７８．２６％会員 欠席 出席率

７月分修正出席率の報告

100％ ０名７月 ７日出席率 欠 席

100％ ０名７月１４日出席率 欠 席

100％ ０名７月２８日出席率 欠 席

栗木和夫 会長President Time

皆さん、お久しぶりです。今年のお盆休みは例年になく

長かったように思い、天候も暑かった7月、大型台風が連

、 （ ）、続して来襲 お盆に入り秋雨の毎日 今年の立秋は8月7日

目まぐるしく変わる天候で、夏風邪をひくと体力を削ぎ落

とすくらい、つらいそうですので注意してください。前回

の早朝例会はいかがでしたか？卓話者の瀬戸北RCの伊藤保

徳さんの話にマッチした例会であったと思います。朝ごは

んを普段食べない人もあったと思いますが、みんなで食べ

る朝ごはんは美味しいですね。

今月は会員増強及び拡大月間です。先月25日に名古屋国

際センターにて地区会員増強セミナーが行われ、当クラブ

の増強委員長の伊藤英毅さんと出席し、他クラブの増強成

功例等を聞き、参考にして次週のクラブアッセンブリーに

生かしたく思いました。特に印象に残っていたことは、近

藤雄亮ガバナー、石川地区会員増強委員長、ともに楽しい

クラブ運営を提案していかないと新入会員は増えないと強

調されました。あるクラブでは毎月最終例会を友愛例会と

して、夜間に懇親会をメインとして楽しくワイワイとする

例会をしているそうです。

、本日の卓話者は以前私が会員増強副委員長をしたときに

セミナーにおいて聴衆を感動させる熱弁をされた、名古屋

東南RCの伊藤秀雄さんです。私が今年度の増強月間にはぜ

ひ卓話をお願いしたい方でしたが、今年度地区役員名簿を

見てもお名前が載っていなかったので、臼井幹事に確認を

してもらい、突然のお願いをしたところ快く引き受けてい

ただきました。本日はよろしくお願いします。

８月２５日（第２０８０回）Today

担当 伊藤英毅 会員増強委員長

演題 クラブフォーラム

会員増強委員会

９月 １日（第２０８１回）Next Week

担当 武藤正俊 プログラム委員長

演題 卓話

元津島市立神守中学校校長

椙村 明人氏



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 西尾張分区ゴルフ競技会のご案内

日時 10月16日（木）8:00スタート

場所 春日井CC

※参加希望の方は事務局までお知らせ下さい。

２ 栗木和夫君に第2回MPHF認証ピン、第2回米山功労

者感謝状が参りました。

３ 児玉憲之君が第2回米山功労者に寄付されました。

。４ あまRCに第36回米山功労クラブ感謝状が参りました

本日のピアノは武藤夫人

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

8月4日の早朝例会、いかがでしたか？皆で食べる朝ご

飯は美味しかったですね。

本日卓話をお願いいたしました名古屋東南RCの伊藤

秀雄君、よろしくお願いします。

武藤君の奥様、本日のピアノ演奏、有り難うございま

す。

篠田正志 副会長

お盆休みも終わり、これからより一層ロータリー活動

が活発になる時期です。よろしくお願いします。

臼井幹裕 幹事

名古屋東南RCの伊藤秀雄君、本日の卓話を楽しみに

しています。

お盆休みの間に会員からの緊急連絡はなく、安心しま

した。

大竹和美君

この8月に満92才を迎えます。目出度くもあり、目出

度くもなし。

清水明俊君

8月16日第2回あままつり2014を、市と観光協会が

、 。協催で市民15,000人をお迎えし 無事終わりました

本まつりにご協力をいただきました関係者の皆様にお

世話になり、感謝の御礼を申し上げます。

山田幸治君

8月15日敗戦となりました。69年前は国民学校5年生

でした。

藤田淳士君

残暑お見舞い申し上げます。

家田安啓君

渡辺君、西川君、伊藤正征君、荘川ではお世話になり

ました。賞金の一部をニコボックスへ投函します。

高山 敏君

本日は仕事の都合でお休みします。誠に申し訳ありま

せん。

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

田中正博君

今年のお盆は大雨で楽しさ半減。これから秋にかけて

楽しみましょう。皆さんよろしく！！

東海広光君

盆休みも終わり、年末に向けて新たなスタートを切り

ました。今日から心機一転、また頑張ります。

黒川君、先日は大変お世話になりまして有り難うござ

いました。社員一同大喜びでした。

紅谷幸政君

残暑お見舞い申し上げます。

後藤 眞君

海南病院小児病棟こども図書館へ、21日会長、幹事、

社会奉仕委員長とあまロータリー文庫の贈呈に行って

来ます。

後藤雅光君

集中豪雨は大変でしたね。皆さん大丈夫でしたか？

稲垣秀樹君

家族揃って無事に中国から帰ってきました。2才の我



が子は飛行機の中でやんちゃし、パパに対して何が機

嫌が悪かったのか、パパ降りてと言いました。飛行中

なので降りられないと言ったら、更に大きな声で泣い

てしまいました。すでに反抗期が始まったのでしょう

か？

伊藤英毅君

孫が来て、家をひっくり返して帰りました。片付ける

のも楽しい時間でした。合掌。

岩島裕芳君

山田幸治君、有り難うございました。

川口信義君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

ピアノの野田さんの娘さんが、スイスにて結婚のため

お休みです。代理で来ていただいた武藤君の奥様、ご

苦労様です。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒野晃太郎君

お盆休み楽しく過ごしました。

宮下忠克君

孫に会えないお盆休みでした。ゴルフは２回行きまし

た。

水谷安紀君

お盆は如何でしたか。久し振りです。

水野 眞君

、 、 、6日広島 9日長崎鎮魂の鐘を撞き 15日敗戦記念日

護国神社社殿で紹勅を聴いて慰霊祭献水祭、16日灯籠

に灯を点して献灯祭と、生き延びた軍籍にあった者の

つとめを今年も果たせました。

中島英之君

ひ・さ・し・ぶ・り。

大竹敬一君

残念！東邦2回戦敗退･･･

立松絹久君

暑い日が続きますから、体には気をつけてください。

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

山田幹夫君

栗本委員長に甘い声で名前を呼ばれ、思わず投函して

しまいました。気をつけよう、甘い言葉と暗い道。

山田尊久君

4人目の孫が生まれました。待望の女の子でした。山

田麻祐子と名付けました。

横井久雄君

今西君、モンゴル行き手配、お世話になり有り難うご

ざいます。

合 計 ６５，０００円

卓 話

「楽しくロータリー」

名古屋東南RC 伊藤 秀雄君

以下のとおり、幹事臼井幹裕の責任において、卓話者の

お話しの要点をお伝えします。

１ 女性会員を増やすこと

名古屋東南RCでは、12名ほどの女性会員がいます。ク

ラブに華やいだ雰囲気をもたらしています。名古屋東南RC

の会員数は、あまRCの会員79名とほぼ同規模ですから、

女性会員が2名に留まることは残念な思いであります。

２ 長期的な取り組みが必要であること

近視眼的な会員増強は、効果をあげない。例えば、3年

のうちに、各会員が1名の会員候補者を紹介するという目

標で取り組むことが考えられないか。単年度でなく、3年

から5年のスパンで取り組んでいくことが必要であると考

えている。

３ 退会防止が会員増強につながること

名古屋東南RCでは、グルメの会、ワインの会など新たな

同好会作りを推奨し、その集まりを通じて会員間の親睦を

図り、ロータリーに楽しさを見出してもらうようにしてい

る。これは、退会防止になるうえ、会員自身が候補者にロ

ータリーの活動を楽しく紹介すれば自ずと入ってみようと



思う人は増えるだろうと考えてのことである。

その他 ユーモアあふれるお話しぶりの あちこちに な、 、 「

るほど」と思わせる情報がちりばめられた内容でありまし

たことをご報告させていただきます。

なお、申し上げるまでもなく、文責はすべて幹事にあり

ますことをご了承下さい。また、名古屋東南RCの取り組み

については 「ロータリーの友」2014年８月号に掲載され、

ていますので、お読み下さい。

例会日 クラブ名 場 所

8/26 火 名古屋清須 マリオットアソシア（ ）

名古屋城北 東急イン

8/27 水 名古屋守山 マリオットアソシア（ ）

9/1（月） 名古屋東 ウェスティンナゴヤキャッスル

委 員 会 報 告

「入会５年以下の会員向け研修会（第１回 」開催）

幹事 臼井 幹裕君

栗木年度の新たな取り組みとして、ロータリー情報委員

会の所管のもと「入会５年以下の会員向け研修会」を下記

の日時・場所にて開催しました。

日時 平成26年8月18日

午後１時45分～午後2時40分

場所 アイリス

第１回は 「国際奉仕」をテーマに、講師には鈴木正徳ロ、

ータリー情報委員会委員長（兼2760地区RLIディスカッ

ションリーダー）をお迎えし、特別ゲストとして国際奉仕

委員長を務めた経験のある古川宏、児玉憲之の両会員に参

加いただきました。中西会員は欠席予定のところを飛び入

り参加し、参加者数は、会長・幹事を含めて17名でした。

古川会員から国際大会参加や汐止RCとの交流から得たこ

との一端をお話しいただいた後、鈴木講師の知識及び経験

の豊富な進行の中で、研修参加者は質問を受け、四苦八苦

する様子が、周りからは楽しく見えました。児玉会員、横

井会員の経験も披露され、実りのある研修会となったと思

います。

なお、第2回は、11月17日に「社会奉仕」をテーマに

開催を予定しています。

「S.A.Aと会場監督」

S.A.A 山田幹夫君

S.A.AはSergeant -at-Armsの頭文字をとったもので、

直接の意味は武装した軍曹。本来は英国王室や議会の守衛

官のことを言う。国王の行う儀式において厳重に武装して

。 、秩序を乱すのを防ぐと共に監督する役目であった その後

米国の連邦議会においても、上下両院でこのSergeant -a

t-Armsが置かれている。

ロータリークラブにおいては1906年、シカゴ・クラブ

においてポール・ハリス等３名が連邦議会の職名を取り入

れたSergeant-at-Armsに就任したのが最初である。

英語版の手続要覧において、このSergeant-at-Armsの

役職名が現在まで使用されてきているが、日本語版の手続

要覧の作成の時に「会場監督」という訳語に翻訳されてい

る。よって、このS.A.Aなる文言は日本語のクラブ定款、

細則のどこを探しても、正式な役職名ではない。

色々なクラブのホームページでこの役職名の使用の現状

を探ってみると、全体の約半分以上のクラブでS.A.Aの役

職名を採用している。その他では、会場監督（S.A.A 、S.）

A.A（会場監督）の役職名を使用し、また中にはS.A.Aの名

は全く使用せずにただ「会場監督」のみの役職名のクラブ

もあった（これが定款細則に一番忠実 。我がクラブではど）

うするか、名前だけの問題であるが一度くらい議論しても

良いのではないかと思う。

またクラブ細則において「会場監督」の任務が決められ

ており、曰く「通常その職に付随する任務、およびその他

。」 。会長又は理事会によって定められる任務を行う事 とある

要するにこれといって何をするかははっきり決まってはい

ないと言う事だが、中には例会の運営や司会、ニコボック

スに集まった金銭の管理等をするのもS.A.Aの任務とする

クラブもあるようである。我がクラブでは慣習として 「会、

場の監督」がS.A.Aの役割で、ロータリークラブにふさわ

しい気品ある例会運営を目指した

いと思う。1年間の皆様のご協力

をお願いします。

Sergeant議会の守衛官としての

は 「Mace （鎚鉾）-at-Arms 、 」

と呼ばれる武器を携帯する。これ

が権威の象徴である。


