国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー
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第 2799 回例会 平成 30 年 6 月 8 日（金）
点
鐘
成田 温 会長
ロータリーソング
我らの生業
四つのテスト
松本 大樹 会員
お客様紹介
地区ガバナーエレクト事務所
事務局 大山 尋美 様
ニコニコボックス
林 作雄 会員：昨日、成田ロータリークラブ親睦ゴルフコンペで優
勝いたしました。天気が良く、成田ハイツリーのコースの仕上がりの
良さ、そして、成田会長、次年度神﨑会長と一緒に廻らせていただい
た事が勝因であったと思います。ありがとうございました。
石橋 菊太郎 会員：人気絶好調の林修先生が、6 月 13 日（水）、フ
ジテレビの≪ニッポンドリル≫という番組で、成田山新勝寺が特集され
ます。菊屋も少し紹介されるようです。19 時 57 分～21 時。皆さん、
是非ご覧ください。
笹子 恵一 会員：6 月 14 日、人事異動で銀座三越 8 階 Japan Duty
Free GINZA に着任いたします。後任には現在大阪の総支配人である清
水が参ります。引き続きよろしくお願いいたします。

平山 秀樹 会員： 以前から中学硬式野球チーム、佐倉リトルシニア
の後援会長をしています。千葉銀行
の大橋支店長のご協力もいただき、
チームの支援をしてきました。この
度、チーム側のご好意で佐倉シニア
球場に平山建設の看板をださせていただくことになりま
した。菊地会員のところで立派な看板を作っていただき、
今週設置されました。感謝してニコニコさせていただき
ます。
矢島 紀昭 会員：昨日の親睦ゴルフは好天に恵まれ第 3 位に入賞い
たしました。第 2 位は田渕会員、ベスグロは神﨑会員でした。委員会
報告も兼ねてニコニコさせていただきます。
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神﨑 誠 会員：昨日の親睦ゴルフで、ベスグロ賞をいただきました。
ありがとうございます。
伊藤 隆治 会員：昨日の親睦ゴルフで、ニアピン賞をいただきまし
た。しかし、わけあって本日は自腹でニコニコさせていただきます！
成田 温 会長：今日を含めて、あと３回の例会を残すのみとなり、
いよいよ秒読みの段階に入りましたので、ニコニコいたします。
◇

会長挨拶
成田 温 会長
ガバナー事務所の大山様、ようこそお出で下さいました。これ
から何年かのお付き合いになりますので、よろしくお願いいたし
ます。
今年度も終わりに近づきました。
私が印象に残っている事としては、６月号の月信で関口地区研
修委員長が書いておられますが、「職業奉仕はロータリーの根幹
か？」の問いかけでした。『ロータリーの友』に載った「職業奉仕」の受け止め方を再考
していかないと日本のロータリーは世界のロータリーから孤立してガラパゴス化していく
のでは、という考えが寄稿されたことでした。
私も入会した当時教えられた事は、いわゆる「ロータリーの樹」でロータリーとはまず
根が「クラブ奉仕」で「職業奉仕」が幹であり、その幹から国際奉仕、社会奉仕等の枝葉
が生えているというものでした。
現在でも私は、ロータリーとは高い道徳基準を持った職業人の集まりであり、その職業
スキルによって社会に奉仕するとともに、自分の職業をより高潔なものにしていく努力を
していく自己研鑽の場であると認識しておりました。それが世界のロータリーが考える「職
業奉仕」と大きくズレが生じていると聞いて私のつたないロータリー知識でも何となく大
きな疑問が投げかけられたと思いました。
「職業奉仕」の問題は難しい問題です。私個人としてはこの問題は個人が各々考え自分
なりの答えを出せば良いのではないかと思います。成田クラブとしての「職業奉仕」はこ
うですということは出来ないのではないかと思います。なぜなら We serve ではなく I serve
の考えがあるように、尊重される職業人の集まりであるロータリークラブでは、その必要
はないのではないかと思います。統一見解を出そうとしても、皆さん大人ですから賛同は
しても多分個々の考えは違うという事になると思います。私としては、機会を捉えて自分
の考えを持てる様な研鑽を積むことが大事な事であると結論づけて、納得しています。
会長職につくと、色々な情報が地区や RI からも直接来ます。そこで感じた事は、ここ数
年 RI は世界の潮流に即して変ってきているという事です。会長挨拶時になるべく会員皆様
にお知らせをしているつもりですが、クラブとしては、地区ガバナーの方針に則りクラブ
運営をしていく努力をしていかねばなりません。
地区は地区で、我クラブは独自にという意見もあるかもしれませんが、クラブの認証は RI
に委ねている現実がありますので、出来るだけ地区ガバナー、RI に即してクラブ運営をし
てきたつもりです。
つまらない会長挨拶に一年間、お付き合いいただき、ありがとうございました。感謝申し
上げまして、会長挨拶をおわります。
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◇ 委員会報告
・社会奉仕
石川 憲弘 会員
出向者の小宮山会員に代わってご連絡いたします。成田環境ネット
ワークより第一回空港周辺美化活動の実施のご案内です。
6 月 19 日（火）、雨天中止、9 時集合午前 11 時ごろ解散予定
クラブジャンパー持参でお願いします。
・青少年奉仕
矢野 理恵 リーダー
先日ご報告しました成田高等学校インターアクトクラブからの感
想文が送られてきました。その時の写真などまとめまして週報に掲載
する予定ですのでお読みください。現在、インターアクトクラブは新
入生を含め 12 名が所属しております。インターアクトクラブの活動
が活発になってきておりますので、ぜひ皆様温かい心を持って一緒に
触れ合っていただけたらと思います。
・Ｓ．Ａ．Ａ．
小寺 真澄 会員
例会終了後、今年度最後の総括委員会を開催します。関係者の皆様は
お集まりください。
・米山記念奨学
平野 省二 会員
浅野会員より米山記念奨学に 10 万円の寄付をいただきました。
◇ 幹事報告
長原 正夫 幹事
≪回覧≫
・出欠表
最終家族例会、祭りを見よう会
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」６月号
・地区より「ロータリー親睦活動月間」６月の月間リソースのご案
内および新出版物・出版物リニューアルのご案内
・平成３０年度 第１回空港周辺道路美化活動の実施について
参加希望者はお名前のご記入をお願い致します。（本日締切）
≪連絡≫
・クラブポロシャツと帽子のサイズ表への記入をお願い致します。
見本は、受付に置いてあります。
◇

卓話

「ガバナーエレクト事務所の仕事」
大山

尋美

地区ガバナーエレクト事務局

皆様こんにちは。
ただいまご紹介いただきました、ガバナーエレクト事務所大山でございます。
伝統ある成田ロータリークラブにお招きいただき大変緊張しております。
本日はよろしくお願いいたします。
ガバナー・ガバナーエレクト事務所の主な仕事の内容をご説明いたします。
☆国際ロータリー日本事務所やガバナー会からのメールでの各種ご案内やセミナーを該当
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者へ配信と取り纏め申し込み
☆各クラブへの情報配信
☆ガバナーや幹事長からの依頼の書類作成
☆ガバナー補佐会議・地区委員長会議
・会議会場の確保・会議案内作成・当日の次第と資料作成
・会場へ人数や飲み物などの手配
・セクレタリーから議事録を送ってもらい次回配布
☆委員会からのセミナーやお知らせの案内
☆地区ホームページ作成
☆会議等予定カレンダーの入力
☆月信用新入会や寄付のデータとクラブ出席率取り纏め
☆卓話依頼を各委員会へ振り分け
☆委員会からの資金請求の処理
☆公式訪問の手配
☆各クラブからの問い合わせの対応
☆その他諸処
次に三大セミナーと地区大会についてご説明いたします。
☆地区委員候補の募集、推薦が来たら仮委嘱状作成クラブへ発送
☆地区組織図作成
☆地区チーム研修セミナー・会長エレクト研修セミナーについて
・セミナー案内・出欠取り纏め
・冊子原稿依頼・印刷業者との入稿と校正して冊子作成
・ホテル会場の担当者と打ち合わせ・部屋割り・当日のお弁当や飲み物手配
・受付用セット（受付名簿・名札等作成）
・会場用セット（座席表・シナリオ・椅子のはかま・テーブルのはかま等作成）
・懇親会用（座席表・シナリオ・領収証等作成）
☆地区研修協議会について
・地区チーム・会長エレクト研修の内容プラス
・申し込みは各クラブから専用ＵＲＬ（月信報告や年度初めにクラブ情報を入れる画面）
を利用して登録されるので、吸い上げをして受付名簿を作成
・午後の部会別セミナーの振り分けをして、名簿作成し委員会へ報告、
・ロータリー業者の当日販売の手配
・講師をお招きする場合は、依頼と当日の接待など手配
・報告書作成の為、各委員会へ原稿依頼や入稿、印刷業者との打ち合わせ、発送
☆地区大会について
三大セミナーの内容プラス
・地区内来賓案内取り纏め
・地区外来賓案内取り纏め（宿泊ホテル手配）
・ＲＩ会長代理の情報をもらい、講師依頼
・アトラクション・エクスカーションが決定したら依頼
・大懇親会手配
以上大まかですが、三大セミナーと地区大会にて事務局が行う作業内容でございます。
ガバナー輩出クラブご担当の皆様と連携を深め、進行状況を説明しながら進めていきたい
と思っております。
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責任者になられました会員の方からの問い合わせには、いつでもお答えしたいと思ってお
ります。
今後ご指導ご鞭撻いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
貴重なお時間をいただきありがとうございました。
◇

点

鐘

成田

温

会長

Ｓ．Ａ．Ａ．委員会報告より

S.A.A.
『英』

Sergeant at arms
王室・議会・法廷の守衛官（コンサイス英語辞書による）
Sergeant 軍曹、曹長

arms 軍隊

１）S.A.A. とは？
先ず、成田ＲＣがクラブの目的達成を目指すにあたり、運動体として管理する
原則は「成田ロータリークラブ定款」「成田ロータリークラブ細則」です。
S.A.A.につて、細則に下記の通り謳われています。
第４条役員の任務
第６節

会場監督

（S.A.A.）

会場監督の任務は、クラブ例会をはじめとするすべての会議が、楽しく、秩序正しく
運営されるように常に心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮できるように設営・監
督する責任を有する人である。審議機関としての権限のみを有する理事会を超越した、例会場にて
の最高の権限を持つ執行機関である。
会長経験者を含め、会員の１０％の数が望ましい。会場監督は「S.A.A.」と呼ばれる。
クラブの会長・幹事と並んで役員としての地位が与えられ、きわめて重要な存在である。
（成田ロータリークラブ細則より抜粋、クラブ活動計画書 86 ページに記載）
２）“会場監督の任務”とは具体的に何をするの？
①

例会において、会場内の品位と風紀を守る。
（進行を妨げるような私語や会話をしている会員、携帯電話で通話している会員
等に注意、勧告する。）

②

来客の受付、案内
（来客の事前連絡があれば席をリザーブしておく。Make up card を渡すまでと、席まで
の案内及び相応しい対応者の設定が S.A.A.の役目）

③

例会欠席の取扱い（事務局と連携）➟食事数の確認。

④

通常例会以外のロータリーの会合（成田クラブが主催するＩＭ、ロータリー研究
会などを含む。）においての会場整理、協力。

⑤

その他
・ロータリーバッジの着用（事務局と連携）➟忘れてしまった会員への貸出し。
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・ＢＢフラワーの対応（事務局と連携）
参考（他のクラブでは S.A.A.が実行している役目）

⑥

・例会の司会 － プログラム委員会
・来客の紹介 － 司会（本来は親睦委員会）
・ニコニコボックスの取扱い

－ 会計

３）なぜ S.A.A.が「クラブの会長・幹事と並んで役員としての地位が与えられ、きわめて重要な
存在」なのか？
皆さん、ＴＶの国会中継で国会議員の“野次”に「不快感を抱いた」という覚えが一度はあるの
ではないでしょうか？
クラブの会長はロータリー存立の第一義を踏まえ、クラブの代表（顔）としての重責を担います。
これに対して幹事は内外の情報を一手に担い、世俗の事は全て取り扱うという、クラブにおける最
高絶対の執行権者です。ゆえに「クラブ会長は天皇陛下、幹事は総理大臣。」と比喩される方が少
なくありません。
例会をはじめとするあらゆる会合において、「国会の野次」のような事が起こってしまったら・・・
「S.A.A.は会議等の目的を遂げるために最高の管理権を行使する者」と、理解することができ、任
務の重要性にも再認識していただけましたら幸いです。
因みに、Ｓ．Ａ．Ａ．チームのモデルケースが、国際協議会に有ります。
毎年行われるカバナーエレクトに対する１週間にわたる研修協議会です。各国から招集されたＳ．
Ａ．Ａ．チームは協議会開催の 1 週間前に集合し、全てのプログラムの細部までを把握し、どの部
屋で何が行われていて誰が出席していなければならないかのチェックまでしています、仮に出席が
確認できなければホテルの部屋まで出向き「叩き起こす」ところまで行います。
また、開催時間中の退席は急病以外に基本的に認めません。このことからＳ．Ａ．Ａ．には会場の
鍵を掛ける権限が与えられていると云われるところです。
出

席

表

会員数
７４
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７１

５２

１９

７３．２４％

７７．４６％

ＣＡＲＤ
氏

名

月

日

ク ラ ブ 名

小寺

真澄

会員

6月5日

富里ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

近藤

博貴

会員

6月6日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

諸岡

靖彦

会員

6月6日

京都ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

6月7日

成田ロータリークラブ
親睦ゴルフ

6月8日

S.A.A.委員会

6月9日

ＲＬＩファシリテーター
養成コース

林 作雄、田渕 公敏、矢島 紀昭、伊藤 英徳、佐久間 高直、神﨑 誠
石橋 菊太郎、永井 秀和、仲村 盛政、伊藤 隆治、成島 陽子、成田 温
長原 正夫、石川 憲弘、香取 竜也、小寺 真澄 各会員
小寺 真澄、佐久間 高直、笠原 智、伊藤 隆治、眞々田 美智子
藤崎 礼子、根本 実、香取 竜也 各会員
松田 泰長、諸岡 靖彦、神崎 誠、長原 正夫、小寺 真澄、齊藤三智夫
矢野 理恵 各会員
諸岡

靖彦、堀口

路加

各会員

6 月 11 日 地区戦略計画委員会

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

