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例会報告 Ｖｏｌ ４４ Ｎｏ．１８（Ｎｏ．2101） １１月１５日（水）晴れ (司会石塚克己委員長） 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶   松村仁寿会長 

◇外部卓話   三本菅秀夫様 日立港ロータリークラブ 

◇ライラ・セミナー参加報告 岡本さん、飯沼さん、佐藤さん 

◇岡田小学校国際交流報告  穂戸田好範会員 

ビ ジ タ ー 

卓話者    三本菅秀夫様 （日立港ＲＣ） 

一年交換学生   アリス・フィナンさん 

ライラ・セミナー参加者  岡本 愛さん（きぬ幼稚園） 

飯沼桃子さん（きぬ幼稚園） 

佐藤友美さん（きぬ幼稚園） 

 

誕 生 祝 

≪配偶者≫瀬戸会員 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会 （北村英明委員長）  クリスマス会のご案内 

１２月９日（土） １８時より つくば市 葡萄の実 リストランテ キッコドゥーバ 

参加締切日 １１月１８日（土） 宜しくお願い致します。 

 

職業奉仕委員会 （横山 修委員長） 

１１月２２日（水）は筑波宇宙センターへの職場見学会です。１１時１０分に白井石油さん前よりバスで出発

致します。宜しくお願いします。 

 

ライラ・セミナー参加報告 

 

 

飯沼桃子さん 

今回セミナーに参加させて頂きありがとうございました。初めは、自分の意見を緊張して言う事が出来ませ

んでしたが、少しずつ会話を進めていくうちに、自分の意見が言えるようになりました。同じグループの台

湾の留学生の話で、日本は家族で同じ湯ぶねに入りますが、お風呂の水は一人一人変えて入るという話

がありました。また、日本ではお酒を飲む席で「かんぱい！」をしますが、その乾杯の意味は台湾ではお
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酒を全部飲み干すという意味だそうです。このような話を聞き、生活や文化の違いに驚かされました。 

グループディスカッションでのたくさんの意見をまとめる事は出来ませんでしたが、人の意見を受け入れて

考える事を学びました。職種、年齢の違う方と交流を深められ、勉強にもなりとても楽しかったという思いで

いっぱいです。今回参加させていただいた事を嬉しく思います。有難うございました。 

 

佐藤友美さん 

今回初めてライラ・セミナーに参加させて頂き、初めは不安で一杯でした。けれど、実際に参加してみると

皆さん優しく迎え入れてくれ、とても安心して話し合いに参加する事ができました。話し合いの内容は、今

まであまり深く考えた事のないことで、積極的に発言する事がなかなか難しく出来なかったのですが、いろ

いろな人の意見を聞く事ができ、今まで接した事のない職種の人達の考えを聞き、また話をする事ができ、

とても充実した２日間を過ごすことが出来ました。今まで深く考えた事のなかった事をこれからも少しでも

知り、考えていけたらいいと思いました。 

 

岡本 愛さん 

１１，１２日の２日間、ライラ・セミナーに参加させて頂きました。今回で２回目となりましたが、昨年と同様と

ても充実した時間をすごす事が出来ました。初対面の方とグループになり活動をする中で、自分の思い

や考えを出来るだけ話すよう心がけました。職業、年齢、国籍の違う人との会話や頂いた意見で、自分を

客観的に見る事ができたり、色々な考えも知る事ができました。また、先輩の話を聞く事で、今の自分に

足りない部分や今やるべき事も考えるきっかけになりました。講話では、戦争時の話を聞き、ディスカッショ

ンでは、世界の事に目を向けて話しました。普段考える事の少ない内容でしたが、そこから得るものもたく

さんありました。この研修がなければ出会う事のなかった人達と知り合い、話し合う事ができ、とても貴重な

経験になりました。ロータリークラブの方々は、私たちにとても親切に心遣いをしてくださり、とても楽しく気

持ちよく参加する事が出来ました。有難うございました。 

 

岡田小学校国際交流報告  穂戸田好範会員 

まず、この度の事業の経緯ですが、数ヶ月前に、石下の岡田小学校

の先生から今回の行事の依頼がありました。内容は「五年生の総合

学習・国際理解の授業に海外の方をゲストティーチャーとしてお招き

して、児童たちに自分の国のお話を聞かせてほしいのです。水海道

ロータリークラブにご協力をお願いできませんか。」ということでした。

突然の依頼にどうしたものかと思いましたが、松村会長にお話をしま

したところ、取りまとめてくださり、さらに、染谷秀雄会員、瀬戸会員の

大変なお骨折りがございまして、無事、当日の運びとなりました。 

当日は松村会長をはじめ、染谷秀雄会員、瀬戸会員、ゲストティー

チャーといたしまして、本日お見えになっていらっしゃいます、オース

トラリアからの留学生アリスさん、ネパール出身の柴田スレスさんとともに参加いたしました。児童たちは、

自分達が学習する、海外の国の人が、実際に来てくれるということで、事前学習や当日の発表にも、より

以上に熱心に取り組むことができたようです。 

それでは当日の様子をスライド写真でご覧いただきたいと思います。  

最後にアリスさん、スレスさんへの児童からの「御礼のお手紙」をご紹介いたします。 
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幹 事 報 告 （青木正弘幹事） 

週 報 受 理 なし 

例会変更通知受理 稲敷ＲＣ １１月２３日（木） 休会 

 

会 長 挨 拶 （松村仁寿会長） 

皆さん、こんにちは。 

三本菅さん、アリスさん、また、ライラ・セミナーに参加下さいました岡本

さん、飯沼さん、佐藤さん、ようこそいらっしゃいました。会員一同歓迎

申し上げます。後程報告並びに卓話宜しくお願いします。 

SAA（Sergeant-at-arms）・会場監督 は直訳すれば武装した下士官で

すが、本来は、イギリスの王室や領主が行う各種の儀式の秩序を守る

ために設けられた役職で、こういった会合を妨害したり、秩序を乱すの

を防ぐために、厳重に武装をした騎士を配置して、これらの会合の監

督させたことから、この名前がつきました。その後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場合、その会場をとりしきる役職となりましたが、その

制度がアメリカの議会に導入され、それがロータリーにも及んだものと考えられます。ロータリーで 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、マックス・ウオルフ、チャールス・ニュートン

がシカゴ・クラブの最初の SAA に就任しました。ロータリーのあらゆる会合では、SAA は最高の権限を持

つ執行機関の役員であり、すべての会員は SAA の指示に従わなければなりません。単に会場の秩序を

守るだけではなく、遅刻したり欠席したりする参加者への対応も SAA の仕事の一部となります。正しく鬼軍

曹のような形相で、もたもたしている参加者を会場に追いたてますが、誰一人としてこれに逆らう人はなく、

全員が諾としてこれに従う様は見事としか言いようがありません。また、国際大会のような大規模な会合で

は、本会議場や各種の催し物会場の設営・監督から、会場案内、観光案内に至るまで、膨大な量の仕事

が SAA に集中します。従って、十数名のベテラン・パスト・ガバナーで構成されたシニア SAA の元に、

2-300 名のロータリアンの SAA、さらに 500-1000名規模の一般 SAA という規模で大会運営に当たります。

クラブ・レベルにおいては、SAA は、審議系列とは一線を画する立場上、理事会に出席する義務はありま

せんが、もし、必要があれば、理事会に出席して発言することができます。審議機関に属さないので、

SAA 委員会と言う呼称をつけるのは間違いです。最近の傾向として、ＳＡＡの任務がニコニコ箱の集金係

に化しているクラブが多いようですが、主たる職務は、あくまでも、会場監督であることを忘れてはなりませ

ん。例会場の管理権者であることから、強いリーダーシップが要求されるので、会長経験者およびロータリ

アンとして経験が深い会員より任命することが望ましく、更にその役職の重要性を考えると、副ＳＡＡを含

めて全会員の 10％以上の数が望ましいとされています。 

具体的職務内容 

◎例会の司会進行 

◎例会場への入場、退場許可。例会場の開門、閉門。 

◎早退、遅刻の承認や拒否。 

◎私語に対する警告。 

◎卓話の時間励行。 

◎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。 

◎例会場の設営・・・テーブルの配置、座席の指定（親睦活動委員会と共に） 

◎食事の献立、業者の選定等食事の手配 

◎ニコニコ箱の管理とその募金状況の報告 

以上のように、SAA はロータリーのあらゆる会合において、最高の権限を持っている役員であり、開門、閉

門、私語の取り締まり、会場の秩序の維持、タイム・コントロールなどが主な役割です。 
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外 部 卓 話  三本菅秀夫様  「詩吟」のお話 

詩吟とは、漢詩を朗々と声高く詠う（又は吟ずる）ことを言う事とされてい

ます。漢詩は、中国漢の時代に体系づけられたと言われています。中

国の漢の時代とは三期に分けられ、前・中・後漢の時代。今から約

1600－1650 年前に発達した中国の文学遺産と言われている。日本に

おいては、江戸時代中期ごろに幕府の勉学所、昌平校に各藩の上級

武士を集め、四書、五経を教えた頃より作詩が盛んになったと伝えられ

ています。 

四書とは、儒教の四つの経典を言う。 

1．大学 2．中庸 3．論語 4．孟子の四書をいう。 

五経とは、儒教学で重んじる。 

1．易経 2．詩経 3．書経 4．春秋 5．礼記の五つの経書 

武家時代、昌平校で学んだ武士が各藩に帰り、藩校において各地の武士に勉学させた。この頃に藩校

が設けられた。水戸徳川家では、第九代藩士徳川斉昭が建てた弘道館において勉学させ武士の教育を

した。 

漢詩の種類 

1． 絶句（４行詩文）、五言、七言に分けられる 

2． 律詩（６行と８行の詩文）五言、七言に分けられる 

3． 拝律、長文詩、物語調と自叙伝詩文とがある 

１． 絶句・・・・４行詩文で四句から成り、１行目から起句、承句、転句、結句の４句から成る詩文 

２． 律詩・・・・六行詩と八行詩の二種がある。絶句のように起承転結の呼び方ではない。 

         六行詩は、首聯（起聯）、頷聯（前聯）、頸聯（後聯）、尾聯（結聯）と呼ばれる 

    八行詩は、対句（二行で一句となる）の形式となり 

           1，2 行目を対句となり首聯 

           3，4 行目を対句となり頷聯     と呼ぶ、そして絶句と同様に 

           5，6 行目を対句となり頸聯         五言、七言律詩があります 

           7，8 行目を対句となり尾聯 

 

出 席 報 告 （染谷正美委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４８名 ３４名 １４名 ０名 １２名 ９５．８３％ 

 

ニコニコボックス （海老原良夫副ＳＡＡ）        入金計  ￥３４,０００   累計  ￥１,０１１,０００ 

誕生祝御礼≪配偶者≫瀬戸会員 

ライラ参加の岡本さん、飯沼さん、佐藤さん、日立港クラブの三本菅さん、アリスさんようこそ。 松村会員 

田上会員が痛風友の会水海道ロータリー支部に入会しました。心よりお悔やみ申し上げます。  

青木（正）会員 

アリスさん、ようこそいらっしゃいました。  大串会員 

水海道ＲＣ痛風友の会へ入会させていただきました。宜しくご指導の程お願い申し上げます。 田上会員 

アリスさん、先日の岡田小でのお話ありがとうございました。 穂戸田会員 

第８分区の懇親ゴルフ会、ご利用有難うございました。 角田会員 

１１月９日のゴルフ大会お疲れ様でした。二位になりました。  北村（英）会員 

第８分区ゴルフ大会、残念ながら優勝できませんでした。  熊谷会員 

３人の職員がライラ・セミナーでお世話になりました。  石塚（克）会員 
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第８分区のゴルフ大会、何の賞もいただけませんでしたが、楽しくプレーができました。また、田上会員の

痛風友の会入会おめでとうございます。  鈴木（豊）会員 

早退します。  染谷（昭）会員 

例会欠席しました。  瀬戸・松崎・橋本・染谷（秀）・草間  各会員 

来週の職場見学宜しくお願いします。  横山会員 

三本菅様より素敵な色紙とお土産を頂きました。有難うございます。  和久事務局 

計算違いと思いましたが、なぜか弁当ピッタリでした。ＳＡＡ委員長代行無事勤めました。  海老原会員 

 

会報委員会  委員長 角田雅宣   副委員長 北村 仁   委員 山崎善市 

 

 
例会報告 Ｖｏｌ ４４ Ｎｏ．１９（Ｎｏ．210２） １１月２２日（水）晴れ  筑波宇宙センター   
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職場見学会にご出席頂きました会員の皆様、お疲れ様でした。 


