
基本的教育と識学率向上月間／ロータリーの友月間

９月２１日（金） ９月２８日（金） １０月５日（金） １０月１２日（金）

 祝福 第４回理事会 １１：３０～  

休会（定款８－１） 卓話 愛知淑徳大学 楊衛平様 卓話 友松英樹君・内藤 修久君 休会（定款８－１）
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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘            川瀬 治通君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶           川瀬 治通君 

・職場例会   中部トラック総合研修センター 

・幹事報告                     古屋 義夫君 

・点 鐘                  川瀬 治通君 

       先週の記録  

会長挨拶        会長 川瀬 治通君 

「ＳＡＡ」 

ロータリーの例会で、いつも赤いたすきをかけて

いるSAAについてお話をします。SAAというのは、

“Sergeant At Arms”の略語で、日本では「会場

監督」と訳されています。SAA は中世イギリスの

宮廷の官職で、今で言えば「皇宮警察の所長」に

あたります。当時この役職は、ナイトに準ずる権

限を持っていましたから、宮廷における権力者の

一人でした。そして、宮廷の警護や催しを取り仕

切り、秩序を維持する役割を果たしていました。

ヨーロッパのクラブではSAA用のコスチュームが

あるところもあり、金モールがついた大礼服に似

た服装のようです。ロータリークラブにSAAが正

式な役職として定められたのは 1906 年で、ポー

ル・ハリス他３名が最初のSAAに就任しました。

古くから欧米の社交クラブには秩序維持のため

SAA を置く習慣があったので、ロータリークラブ

にもポール・ハリスの発案でSAAを置いたと言わ

れています。「ロータリーの理論が行き渡らない

とすれば、それは会長の責任です。クラブ管理が

うまくいかないとすれば、それは幹事の責任です。

例会の雰囲気が停滞し秩序が乱れているとすれば、

それはSAAの責任です。」と言われるくらい、ロー 

２０１８年９月１４日（金）２３８０回（９月第２例会） 

タリークラブにおいてSAAの任務はとても重要で

す。具体的には、例会の準備、進行に気を配り、

ビジター、ゲストを親睦委員会と協力し暖かくお

迎えし、秩序の維持などに周到な配慮を行い、こ

れを監督します。すなわち、例会の円滑な運営と、

例会を明るく楽しいものにすることです。SAA の

権限としては、例会の時間配分について監督する

権限があります。会長の挨拶が長引いた時に中断

を命令できるのはSAAだけです。また、例会の途

中退席を禁止する権限も与えられています。理由

があって途中退席をしなくてはならない場合は、

SAA の許可を得なくてはなりません。このように

SAA の職務は大変重要なので、内規にも会長、副

会長、幹事経験者が就任することになっています。 

例会中の私語に対する警告もその役割の一つです。

私語は例会の秩序を乱す最たるものです。喋って

いる本人はヒソヒソと話しているつもりでしょう

が、皆が静かにしていますから、とてもよく聞こ

えます。このような時にSAAはどのように対処す

れば良いでしょう。私が海外でメーキャップした

時には、グラスをスプーンで叩いていました。鈴

を鳴らすところもあります。当クラブには「お静

かに」と書かれたプラカードがあります。「私語は

皆さんの迷惑になるのでおつつしみください。

SAA」と書いたメモを用意しておいて、誰にもわか

らないようにそっと渡す方法もあります。いずれ

にしろ、SAA に迷惑をかけないように、一人一人

が気を付けることが大切です。皆さんが友情を深

め、胸襟を開いて語り合え、気持ちよく例会を過

ごせるような雰囲気づくりを、今年のSAA宅間君

にはお願いしたいと思います。  



幹事所感         幹事  古屋 義夫君 

ロータリー活動の最大の目的は会員相互の親睦で

あり友情であると最近ひしひしと感じております

が、これは結局ロータリーの基本理念に従って行

動することを意味することだということに気がつ

きました。つまり友情と敬意をもち他人と接する

ことがその全てであると感じています。 

◎例会変更のお知らせ

津 島 9月 21日（金）12：30～ 

Ｒ Ｃ ガバナー訪問の為 名鉄グランドホテル 

名 古 屋 城 北 ９月 25日（火） 

Ｒ Ｃ 名古屋城例会の為  

◎例会休会のおしらせ

瀬戸ＲＣ     ９月１９日（水）   休会 

岩倉ＲＣ     ９月２５日（火）   休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 53 名 欠席 23 名 出席率 57.0% 

先々週の修正出席  欠席 4 名 出席率 92.4% 

ニコボックス報告    委員長 藤川 誠二君 

〇岡本君の元気な姿を見ることができた喜びで。            

川瀬 治通君 

〇家内の誕生日にお花をいただいた喜びで。              

加藤  茂君 

〇日本中のあちこちが大変ですね。                  

近藤 太門君 

〇次週の職場例会，楽しみにしています！               

青山 博徳君 

〇卓話楽しみにしております。 

古屋 義夫君  稲垣 勝彦君  梅村  守君  

小川  長君  小柳出和文君  大原 泰昭君  

加藤久仁明君  北  健司君  貴田 永克君  

芝田 貴之君  清水  勲君  社本 太郎君 

下田 育雄君  宅間 秀順君  杤本 正樹君  

内藤 修久君  成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  

場々大刀雄君  藤川 誠二君  三上  努君  

屋嘉比良夫君  山田  治君  和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。 

 ニコボックス委員会 

第３回理事会議事録

第一号議案：開始貸借対照表並びに８月度収支承

認の件      可決承認されました。 

第二号議案：地区大会登録について 

   本年は全員登録とする旨 可決されました 

第三号議案：希望の風奨学金について 

   本年は一人当たり 1千円の拠出とすると決

しました 

第四号議案：50周年実行に伴う資金移動について 

実際に事業が動き出しましたので可決承

認されました 

第五号議案：福祉の集い協賛金について 

   例年通り 10万円の協賛とし目録贈呈式に

参加する旨 承認されました 

第六号議案：会報作成とメークアップの関連 

 メークアップを事務局で代行する件 

   会報作成及びクラブの社会奉仕活動・親睦

事業参加を本年はメークアップ対象とす

ることを可決承認されました 

   事務局代行の可否に関しては継続審議と 

なりました 

卓話   

JR 春日井駅南東地区市街地再開発組合 

  事務局長 諸戸 健司様 

この度、春日井ロータリークラブ様の定例会にお

招き頂き、JR春日井駅南東地区再開発事業のご説

明の場を設けて頂いたことに厚く御礼申し上げま

す。先日、ご説明致しました本再開発事業は、2014

年から勉強会を開始し、地権者様や春日井市の

方々と協議を継続し、2019 年に着工できる目途が

つくところまで進捗致しました。民間企業が行う

再開発と違い、地権者様と協議しながら進める「組

合施行」の再開発は、春日井市との都市計画マス

タープランに基づく「まちづくり」の協議、その

協議の内容を反映した施設計画の策定、そして事

業収支計画の作成等、各段階で春日井市の認可を

受けながら進める事業でございます。このような

経緯を踏まえ、2019 年春に着工する段階まで進捗

しております。計画案は、商業・業務棟、駐車場

棟、住宅棟の 3棟構成となっており、商業・業務

棟は、買物施設・クリニック・子育て施設を想定、

南口駅前に周辺居住者の日常生活支援となる施設

を誘致予定でございます。住宅棟は、132 戸・高

さ約 73m と春日井市最高峰のタワーを建築予定で

ございます。駅前人口の増加により、さらなる南

口の活性化を図ります。この住宅棟は、野村不動

産㈱、岡谷鋼機㈱が取得し、2019 年度より分譲す

る予定でございます。今後、再開発組合は、2021

年度の竣工を目指し事業を進捗して参ります。今

回、皆様に組合施行の再開発を説明させて頂きま

した。説明内容でわかりづらい点があったと思い

ますが、私は、皆様の春日井への想いを強く感じ

た次第でございます。今後、組合関係者は、春日

井駅周辺がさらなる活性化により発展し、より住

みやすい街となるために本事業に精一杯取り組ん

でおります。今後もご指導及びご協力を何卒宜し

くお願い申し上げます。 



川瀬会長によるビジター紹介 

東京海上日動愛知北支店 次長 長曽 篤志様 

委員会報告 出席委員会 小柳出 和文君 

委員会報告 ニコボックス委員会 藤川 誠二君 

委員会報告 職業奉仕委員会 稲垣 勝彦君 

委員会報告 50周年事業委員会 青山 博徳君 



会長挨拶 川瀬 治通君 

卓話 JR 春日井駅南東地区市街地再開発組合 

事務局長 諸戸 健司様 

卓話 野村不動産株式会社 名古屋支店 

次長 朝比奈 孝誠様 

御礼の品贈呈 

幹事報告 古屋 義夫君 

点鐘 川瀬会長 


