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＜点 鐘＞ 副会長 松之木 映一 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

高山西ＲＣ 狭土 貞吉 様 

高山西ＲＣ 蜘手 康介 様 

 

 

＜会長の時間＞ 副会長 清水 幸平 

 

今年も１２月となりました。 

陰暦で１２月のことを師走とよびます。語源は諸説ある

ようですが、師匠の僧がお経をあげるために、東西に馳せ

る月と解釈し「師馳す（しはす）」いう説がもっぱらのよ

うです。 

一年の最後の月ということで、皆さんにとっても一年の

決算、まとめの月であると思います。 

我々の生活もグローバルな社会となり、今年一年は世界

の混乱に巻き込まれた大変な年の瀬となってしまいまし

た。 

マスコミでは、今年の十大ニュースが様々な分野で取り

上げられますが、私たちも一年に思いを起こし、一年を振

り返ってみたいものです。 

１２月には、忠臣蔵、冬至、天皇誕生日、有馬記念、ク

リスマス、年越し等々。様々な行事も催されます。楽しみ

もあり、忙しくもある極月。今年の残された一月を大切に

したいものだと思います。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 足立 常孝 

 

◎ＲＩ本部より 

 ・ロータリーアン誌 

◎ガバナー事務所より 

 ・ロータリーレート変更のお知らせ 

  12 月 1 日より１＄＝96 円 

◎ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 105 号 

◎ガバナー補佐 長瀬 隆 様より 

 ・ＩＭ報告書 

○桑月ガバナーノミニーより 

 ・地区幹事指名の件 

   久々野国良会員・劔田広喜会員 

○平塚湘南ロータリークラブ会長より 

・１１月２２日２３日合同例会交流会の御礼 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更について 

１２月２５日（木）１８：００～ 角正 忘年例会 

１月１日（木）休会 法定休日 

１月８日（木）→９日（金）１７：００～  

洲さき 新年例会 

○ 高山西ロータリークラブより 

・例会変更について 

１２月２６日（金）職場訪問例会  

高山グリーンホテル 

１月２日（金）休会 定款により 

１月９日（金）→１０日（土）１８：００～ 

高山グリーンホテル 新年家族例会 

＜高山ライオンズクラブより＞ 

・結成５０周年記念大会御礼 

＜高山市社会福祉協議会より＞ 

・第３回評議員会開催のご案内 

◆会長  三枝 祥一   ◆幹事  足立 常孝   ◆会報委員長  津田 久嗣 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

776 回
48 名 42 名 34 名 － 80.95%

前々回

774 回
48 名 42 名 33 名 3 名 85.71%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 

WEEKLY REPORT 
Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 
2008～2009年度 高山中央RC会長テーマ 「 ひとつの心で 」

＜出席報告＞ 



第 776 回 H20･12･1 

 

 

  日時：１２月１５日（月）１０：００～ 

  場所：高山市総合福祉センター３階 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

・歴史文化施設市民無料公開のご案内 

・高山市版画年賀状コンクール作品募集について 

＜受贈紙＞ 

可茂ＲＣ  ・平塚湘南ＲＣ 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

ＳＡＡ 岡崎委員長 

よりよい例会のために。テーブルディスカッション 

ＳＡＡ会場監督（Sergeant at Arms） 

 

 

インターネットロータリー用語集より 

 これは元来英国の王室と議員（下院）での慣用語として

使われ「守衛官」を意味していました。 

 しかし守衛といえば日本では「警備」の意味を持ちます

が、ロータリー・クラブなどがこの言葉を用いる場合には

例会をはじめ、すべての会議（国際大会・国際協議会・地

区大会・地区協議会など）が楽しく秩序正しく運営される

よう常に心を配るという事になります。 

 実際には SAA「会場監督」俗に鬼軍曹とも呼ばれ、クラ

ブでは役員として重要な存在です。 

 

佐藤千尋著「ようこそロータリー」により 

 SAA とは Sergeant at Arms の略であり、「武装した護衛

官」という意味だそうです。米国では上下両院等立法機関

で議員の命令を遂行し、秩序を維持する役人を呼ぶそうで

す。SAA がロータリー・クラブに導入されて「会場の設営

や秩序の維持にあたる会員」を指すことになりました。 

 

クラブ活動計画書より 

 今年度の基本方針 

  例会が秩序正しくスムーズに行われるように、会場の

監督に当たる。 

今年度の活動計画 

  1.例会の準備は 12 時までに完了し、12 時 15 分まで

には委員会メンバー全員集合の上、ビジターの接待

並びに会場監督に当る。 

  2.移動例会時のゴングや旗の移動は、当番表によるグ

ループリーダーが任に当る。 

  3.例会の準備及び片付けは当番制による。 

  4.例会中の秩序を守る。 

   （携帯電話のマナー・喫煙マナーなど） 

  5.席を事務局との協議の上決定する。 

  6.必要に応じ備品を整備する 

 

という状況のもと、ＳＡＡについて意見交換を各テーブル

で行って頂き、その意見をまとめ今後に活かして行きたい

と考え企画しました。 

 

意見 

1.例会の準備は全て 12 時までに完了する。 

2.無断欠席の場合ペナルティ（500 円～1,000 円）、食

事が残るのはもったいないので、ＳＡＡがストレッ

チ体操の頃電話をして確認する。 

3.ＳＡＡの接待のあり方として、ビジターの方の話し

相手になるなどすべき。 

4.メイキャップ時の食事後すぐに帰ってしまう事に何

らかの対応をすべき。 

5.私語に対する注意。 

6.委員会じゃないＳＡＡだ。積極的に改革すべき。 

7.席は事務局まかせではなくＳＡＡで考える。 

8.会場の監督があるので、年数の多い人を委員にする。 

9.終了時間の厳守。 

10.他クラブでは会場が上階であっても、1 階で出迎え

ている。 

11.例会場を変えてはどうか。 

12.例会場はやっぱりここが便利である。 

13.理由によっては、服装を自由にしてはどうか。 

14.プールがあるので温泉例会、軽スポーツ例会をやっ

てはどうか。 

15.あまり難しく考えないで、これだけはやりましょう

又はこれだけは止めましょうと徐々に改革していけ

ばどうか。 

 

色々と適切なアドバイスを頂き、後半のＳＡＡの活動に役

立てていきたいと思います。有難う御座いました。 
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１２月のお祝い 

 

＜会員誕生日＞ 

 

三浦 和美        １２月 １日 

永田 富次    Ｓ１３年１２月 ７日 

堀之内 由雄   Ｓ１０年１２月２３日 

 

＜夫人誕生日＞ 

 

中田 専太郎  和子   １２月 ９日 

渡辺 修治   珠恵   １２月１４日 

下田 徳彦   尚子   １２月１６日 

津田 久嗣   恵美子  １２月１９日 

大保木 正博  須美代  １２月２３日 

 

 

 

＜結婚記念日＞ 

 

糸藤 和夫   Ｓ４６年１２月 １日 

三輪 義平   Ｓ２９年１２月１９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 お邪魔します。新会員蜘手君と一緒に来ました。宜しく。 

高山西ＲＣ 挾土 貞吉 様 

 

今日は初めてのメーキャップでお邪魔させて頂きまし

た。高山西ＲＣの蜘手と申します。よろしくお願い致し

ます。       高山西ＲＣの蜘手 康介 様 

 

高山西ＲＣ 挾土様 蜘手様のご来訪を歓迎いたしま

す。                理事役員一同 

 

高山西ＲＣ 挾土様 蜘手様のご来訪を歓迎いたしま

す。         

平塚湘南ＲＣとの交流会 大変ご苦労様でした。ゴル

フ組も無事会費の中で収める事ができました。あの料理

なら収まりますよね！         新井 信秀 

 

妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

高原 清人・村瀬 祐治 

 

当クラブのホームページの写真を冬の景色にしました

ので、見て下さい。         久々野 国良 

 

妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。

誕生会鍋パーティをしました。１２月３日から当店の師

走大売出しです。皆さんよろしくお願いします。 

                  松之木 映一 

 

妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。

本日はＳＡＡ担当例会です。よろしくお願いします。 

岡崎 壮男 

 

昨日の「はぐるま会」出席の皆さんご苦労様でした。

平林さん優勝おめでとうございます。  新宮 一郎 

 

昨日は寒い中で「はぐるま会」出席の会員さんご苦労

様でした。途中雪も降りましたが何とかホールアウトで

きました。アニカソ・レンスタムと同じドライバーを購

入し初めて打ったのですが、ＯＢも出ず良かったです。

優勝を狙いましたが、寒くて飛ばずできませんでした。

ところが馬が２人だけ当たりましたので、ニコニコへ  

高木 純 

 

「はぐるま会」で優勝しました。ハンディのお陰です。

夜も楽しい時間を過ごせました。ありがとうございまし

た。                 平林 英一 

 

遅刻してすみませんでした。      永井 信次 

 

高山西ＲＣ 挾土様 蜘手様のご来訪を歓迎いたしま

す。所用につき早退させて頂きます。  冨士井 忠男 

 

先日の義父の葬儀の際には、クラブより香典供花を頂

きまして、ありがとうございました。 

事務局 河上 美幸 


