
第 1.483 回例会    平成 30 年 4 月 25 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘      

2.）ロータリーソング    「それでこそロータリー」 

3.）４つのテスト唱和  ４．） 本日のビジター紹介 

5.）会長の時間     6.）幹事報告        

7.）出席報告      8.）ハッピーBOX披露 

9.）各委員会報告   

10.）会員卓話「柳田 光寛 会員」 

11.）ＳＡＡより次週例会案内 

12.）  点  鐘       

第 1.481 回例 平成 30 年 4 月 18 日（水）の記録     

■ 4 つのテスト唱和   ○武政 勝巳 会員   

言行はこれに照らしてから 

1. 真実かどうか 

2. 皆に公平か   

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなの為になるかどうか 

■ 会長の時間    会長 郡司 武俊 会員 

日曜日に宝

塔山へ御衣

黄色桜を見

に行ってき

ました、今

年は開花が

早かったの

か満開の時

期を過ぎて

いましたが

まだ殆んどの木に花が残っていました。来年は御衣

黄色桜の下で花見会もいいのではと思いました。4

月 7 日に鹿屋ロータリークラブの 60 周年式典に藤

堂君と参加してきました。参加者 300 名は超えてい

ました。宮崎分区は延岡、延岡中央、延岡東、佐土

原、都城、都城北、都城西、都城中央、 

小林のクラブが参加していました。主な記念事業は

鹿屋運動公園に桜の木 42 本、ポールハリス縁の月

桂樹の植樹、これはポールハリスが昭和 10 年に開

催された太平洋ロータリー大会に参加の途中に日

本に立ち寄り、持参した月桂樹を日比谷の帝国ホテ

ルの庭に「友愛の木」として植樹した 4 世だそうで

す。帝国ホテルの改装に伴い友愛の木の移植が計画

されたそうですが、枯れる寸前だった為東京クラブ

の会員が挿し木で 2 世を誕生されて、桐生ロータリ

ークラブがこの2世を譲り受け4世まで育てていま

す。ポールハリスは世界 26 カ国に「友愛の木」を

植樹しています。今回の「友愛の木」植樹の記念碑

には植樹しているポールハリスの写真が埋め込ま

れています。鹿屋に行かれる事があれば立ち寄って

みては如何でしょうか。次年度の SAA は宇治橋君

から蔵田君に代わるようです、今日は SAA につい

て調べて来た事をお話しします。SAA は中世ヨー

ロッパの宮廷で外国の賓客を招いたレセプション

が開かれる時、その会場を取り仕切る役職を模した

ものです。例会場の秩序を守る為にあらゆる権限を

持っていて我々はそれに従わなければならない重

要な役職です。SAA は Sergeant at arms,直訳する

と議員などの守衛官の意味でロータリーでは会場

監督といいます。例会を守るという意味だと思いま

す。SAA が正式な役職と定められたのが 1906 年で

最初の SAA はポールハリスフェローほか 2 里がシ

カゴクラブの SAA に就任しています。理事会メン

バーは会の審議機関としての権限しか持っていな

い、SAA は理事会メンバーを意超越した例会場に

おける最高の権限も持つ役員で、理事とは違った立

場である。もちろん SAA は理事会に出席する義務

はありませんが、必要であれば理事会に出席して発

言することも出来ます。具体的な職務を挙げます 

1、 例会の司会進行 2、例会場の入場、退場の許可、 

 会場の開門、閉門。3、早退、遅刻の承認、拒否。

4、私語に対する警告。5、卓話の時間励行。 

６、その他 例会場の秩序を乱す行為に対する警告

と退場命令。7、例会場の設営テーブルの配置、座
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席の指定 8、食事の献立、業者の選定等食事の手

配。 ９、ニコニコ BOX の管理と募金状況の報告。 

以上この様に SAA は例会場では最高の指導者です。

例会中の注意、指導など年功を気にせずどしどし注

意、指導をお願いします。 

■ 幹事報告      幹事 梶田 與之助 会員 

□締切日報告 

＊ ２０１８－１

９ 年 度 の

ための地

区 研 修 ・

協議会の

案内  日

時：H30年

５月２７日

(日) 詳細別紙 

登録申し込みの締切は 27 日です。ご協力をお

願い致します。 

■ 出席報告        SAA 宇治橋 信雄会員 

 

 

 

 

 

 

■ ハッピーBOX披露       田邉 揮一朗会員 

＜ニコニコへ＞＊郡

司  武俊会員～気

持ちは若いつもりで

も体がついてきませ

ん。残り3ヶ月弱 会

長職頑張ります。＊

宇治橋  信雄会員 

夫人真由美様～4

月 2日に誕生日を迎えました。きれいなお花をありが

とうございました。＊武政 勝巳会員～結婚記念祝

いをありがとうございます。仲良く元気で頑張ります。

＊小牧 義隆会員～結婚祝いありがとうございました。

26周年でした、昨年は45階で食事をしましたが今年

は旬の竹の子とチキン南ドンで家族全員でお祝いし

ました。夫婦箸 大事に使わせて頂きます。 

■  鬼塚 圭司会員    入会式             

 

■      委員会報告の様子               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊創立３０周年記念式典・祝賀会DVDコピー制作す

るにあたり専用ソフトの購入が必要です。皆様のご承

諾をお願い致します。藤堂 孝一 会員 

■ 会員卓話            宮原 建樹会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ数年間で色々な病気の体験をしております。 

今日はそのお話を明るくまとめてお話を致します。 

■           例会風景                  

例会場からの風景 

 

☆本日の例会食 

(洋食) 

■ 次週例会案内 

会員卓話 

「柳田光寛 会員」 

会員数  27名 

免除数  2 名 

出席数 １4 名 

欠席届  13名 

MU    名 

出席率 61.0％ 


