
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆会長あいさつ     飯山英彦会長エレクト 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

7 月２４日 ニコニコＢＯＸ 

金額 17,000 円 累計 87,000 円 

7 月２４日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 20 

出席免除  6 ＭＵ  3 

出席適用 36 出席率 63.89 

７月２４日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、本日は森会長が海上自衛隊、

第二航空群司令へ体験入隊されており、本日はお休

みになっております。 

匍匐前進などやられて、今頃は筋肉痛になってい

るのではないかと思われます。 

この暑さの中なので非常に大変な体験をされてい

るのではないかと思います。次回の例会でその旨の

話をしていただけるのではないかと思います。 

本日もよろしくお願い致します。 

 

 

第３００回 例会 ７月３１日 草加市中央公民館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐 司 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

 ２０１8‐19 年度  国際ロータリーのテーマ  インスピレーションになろう 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

     セミナー報告 
 

 
 

    

今後のプログラム 
8/7  誕生祝・結婚祝       レセプション 

8/14  お盆で休会 

8/21  会員増強クラブフォーラム レセプション 

 幹事報告    二階堂祐司幹事 

皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます 

＊7月28日、最後のセミナー ロータリージダン部門セ

ミナーが行われます。出席いただくのは森会長・飯

山エレクト・田中財団委員長・私の 4 人です。宜しく

お願い致します。 

＊「西日本豪雨災害義捐金のお願い」が地区より届き

ました。会員 1人￥1,000以上を言う事です。皆様ご

協力を宜しくお願い致します。 

＊地区の会員増強維持部門より「第 1 回 1000

日か委員の集いのご案内」という事で3年未満の会員

が対象となります。対象者の方には個別でご案内を

いたします。ご参加をお願い致します。 

   日時  9月 22日(土)点鐘 午後 6時 

   場所 パレスホテル大宮 4階ローズルーム 

   ※登録料はクラブにて負担いたします。 

＊第 1回 RLIのご案内 

   日時  9月 7日 9時 30分開会 

   場所  大宮ソニックシティ 

参加したい方は私までご一報ください。 

＊豊島美咲さんが 8月 6日オーストリア留学に出発し

ます。１０：１０発です。 

マグナス君は 13 日に来日します。7：50 到着です。

回覧しますので行っていただける方はご記入下さ

い。一人で多くの方に行っていただきたいと思いま

す。お見送りとお出迎え、皆様忙しいとは思います

が宜しくお願い致します。 

＊次回の例会は中央公民館になります。お間違えの

ないようお願い致します。 



 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

プログラム委員会  川井大輔委員長 
皆さんこんばんは、今年度のプログラム委員会の活動計画をお話しさせていただきます。プログラム委員会は

ご存知の通り例会のプログラムを企画・立案するということであります。例会についてはクラブによって、色々な考

え方がありまして、例会を面白可笑しくやるために色々な卓話者を呼んでくるという事が一つ、もう一つは、例会は

本来会員が集う場でありますので、親睦や会員同士の意思疎通を重視するという考え方この二通りがあります。 

東京ロータリークラブなどは、非常に知名人が多いものですから卓話者も多岐に渡り、7月の例会プログラムを

パソコンで見てきましたが、7月8日、会長・幹事の挨拶、役員理事の紹介、11日スペシャル オリンピックについて 

という事で有森裕子さんの卓話、東京ロータリークラブは大企業の社長や相談役が多いものですからこの時期は

移動があるものですから会員の交代が多い、そこで7・8月の渡り、18日は新会員のスピーチ、25日はガバナー公

式訪問、8月1日 在日帝国商工会議所会長 クリストファーさんの卓話、8日 政治行政の在り方を考えるという事

で元内閣官房長官 厚生労働事務次官古川さんの卓話、卓話が中心です。確認しましたら卓話者への謝礼は無

料なのです。自分たちの仲間で呼んでいる。大阪RCなどの例会式次第もそのような感じです。それに対して浦和

RCなどを見ると身内で卓話をしています。 

 今年度プログラム委員会ではいままで第一例会は誕生祝・結婚祝をしていましたのでそれを踏襲したい、「ロー

タリーの友」は第一例会で配布をしていますので小笠原委員長にお願いをして解説をしていただこうと思っていま

す。毎月ロータリーの強化月間がありますのでそれを第2・3例会に取り入れたいと思っております。または、親睦

委員長さんにお願いをして年に4回家族例会を開催したいと思います。いずれにしても著名な方をお呼びしても例

会の出席率は上がっていないのでお金をかけてお呼びする事には賛成はしませんがたまにはお呼びして楽しい

例会になればよいかなと思っております。例会に出席するのは当たり前ですが出席率があまり良くないので会員

フォーラムをやって、皆様に活発な討議をしていただければ有難いです。 

 

補足 飯山英彦エレクト 

 森会長は 10月 5日～8日辺りの日程で企画したいと言っており、なるべく早い時期に皆さんにお知らせし、安い

内に航空券を取りたいという意向でした。謝君も行きたいという事なので連れて行ってあげたいと思っております。

多くの方にご参加いただければと思っております。 

国際奉仕委員会   瀬戸健一郎委員長 
皆さんこんばんは、今年度は頭に「ヒューマンミルクプロジェクト」をやろうと意気込んでプレゼンにも勇んで出か

けてきたわけですが結果は皆さんご承知の通り、見事玉砕という事で、非常に大きなプロジェクトで大口のプロジ

ェクトとしてエントリーするには相応しい事業ではないかと自負を持っていってきました。総額で1800万くらいの事

業、フィリピンの友好クラブとして結びたいとこの何年間か取り組んでまいりましたマリキーナイーストRCがエントリ

ーをして立ち上げたいとしたプログラムでしたが、こちらのせいでプロジェクトが台無しになったのでは非常に申し

訳ないと責任を感じる一貫があったのですが、実はマリキーナイーストRC本体のエントリーも玉砕したという紆余

曲折がありました。今ロドリゲスさんとも定期的に連絡を取り合っていまして、いつもはマニラに行ってマリキーナ

イーストRCの皆様と懇親を深めるというのは何年かやって来ましたが、今年は10月6日～8日にセブで会議をしよ

うという事を先ほど聞いて私も驚いている次第ですが、それも良いなと、プロジェクトについてはこれからどのよう

に支援していくかはこれから、現地でも今精査をしています。給食のプロジェクトをやり、水道のプロジェクトをや

り、そしてヒューマンミルクプロジェクトはポシャッテしまいましたが少し規模を縮小して単費でもこちらで対応できる

規模のプロジェクトを立ち上げていこうという事で連絡を取り合っている最中です。これが現在の国際奉仕委員会

の現状です。 

そしてさらには留学生が行ったり来たりと言う事でございます。リバプールへ高野恭平さん、お医者様が行くこと

になっています。また、8月6日には豊島さんが出発し、13日にマグナス君が来日することになっています。朝です

が皆さんご都合が付きましたら成田まで一緒に言っていただけたら有難いです。マグナス君につきましては木村さ

んがカウンセラーを受けて下さることになっています。木村さんと一緒に高校には挨拶に行っていないので、それ

も熟していきますし、マグナス君が、例会に出席した際は皆さん暖かく迎えていただきたいと思います。 

不甲斐ないのですが、まだ事業が決定されておりませんが10月6日～8日にセブでの交流事業を企画している

という事です。改めてご案内させていただきますが、日程を頭に入れていただき、ご参加いただける方がひとりで

も多く加わっていただけたら有難いです。森会長の事業所もフィリピンにありますのでそこにも足を延ばし、視察す

る企画もしています。宜しくお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中和郎委員長 

 今年度の寄付目標は年次寄付 200ドル、ポリオ・プラス 50ドル、恒久基金（ベネファクター）クラブ 1人 1000ドル

と目標が建てられております。年次寄付につきましては会費と一緒に集めていますのでそれを充当したいと思い

ますがポリオ・プラスにつきましては 50 ドル、先週から￥6,000 を集めさせていただいておりますので宜しくお願い

致します。 

 ベネファクター（1000 ドル）につきましては、今年度は森会長が収めてくださいました。ありがとうございました。 

国際奉仕など色々活動していますが、財団に寄付することによって行動ができますので皆さんご協力を宜しくお

願い致します。 

学友委員会  高橋昌夫委員長 

 学友委員会の高橋昌夫です。委員は髙橋通泰さん、両高橋でやっていきたいと思います。学友委員会を地区で

見ると管理運営部門の中に学友管理委員会があって、名簿などを管理する。ロータリー財団部門の中に財団奨

学平和フェロー学友委員会ということで学友会委員が橋渡しをするというのが学友委員会なのだと思いますが、ク

ラブの中の学友委員会は実際に何をすればよいのか具体的にはわからない、名簿は事務局で管理していると思

います。ただ、学友が増えてきています。先ほど名前の出てきた謝君は地区の学友として活躍しているようです

し、米山奨学生に謝振宇君、李恩先さんに锡林高娃さん、交換留学生も受け入れも派遣も各 3 人、財団奨学生も

2人と増えてきていますので、縁が出来て交流ができれば良いのかなと思っております。 

長谷部健一会員 

 皆さんこんばんは、福本孝昭さん、来栖勝幸さんが副ＳＡＡという事で、3人でＳＡの仕事をさせていただいており

ます。ＳＡＡ（Sergeant At Arms）ということで、今森会長が自衛隊体験入隊をしているという事ですが、陸軍におけ

る軍曹という事です。会場監督をするというのがSAAの役目とマニュアルに書いてあります。Sergeant At Arms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た場合その会場を取り仕切る役職を模したも

のであり、例会場の秩序を保つためのあらゆる権限を持ち重要な役割である。という位置づけがされています。

SAAが正式な役職として定められたのは 1906年である。ポールハリス・マックスウォルフ・チャールスニュートンが

シカゴクラブの最初の SAA に就任しています。審議機関としての権限しか持っていない理事会メンバーを超越し

た例会場における最高の権限を持つ執行機関の役職であるという定義です。審議系列とは一線を隔する立場

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。私の場

合は理事にも就任していますので理事会に出させていただいております。審議機関に属さないので委員会の呼

称をつけるのは間違いなのです。別の組織である。最近の傾向として SAAの任務はニコニコ BOXの集金係に課

しているクラブが多いようですが、主たる職務は会場監督であるという事を忘れはなりません。 

 例会場の管理意見者であることから会長経験者およびロータリアンとして経験が深い関係から会員より任命す

ることが望ましい、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。うちのクラブは 42人ですから副をいれて 4人くらいいると良いのですね。 

 具体的には、SAA はどんな職務内容があるのかは年度計画書に列記していますのでご覧ください。ロータリー

クラブの最大の魅力は先ほどプログラム委員長が話されましたように充実したプログラムが用意された場合に最

大の魅力が発揮されると思います。その例会を楽しくかつ緊張感があるものにするため、運営をしっかり取り仕切

るのが SAA の役割と認識しています。厳しくするだけでなく、楽しくしていきたいですね！具体的には例会の司会

進行、例会において議長としての役割は改良の職務である。例会場への入場・退場の許可、国においては色々

問題もある国もあると思いますが、我が草加松原 RC では心配はないのですが、きちんと例会場に入ってくる方を

ストップしなくてはならないこともありますし、早退する方は SAAに断っていただきたいと思います。 

 例会場の開門・閉門、これも草加市文化会館レセプションルームを使っておりますので、今は事務局の方に早く

来ていただいて、準備もしていただいておりますが本来は SAA の仕事です。机を並べ・旗を掛けるこれも SAA の

仕事です。また、私語に対する警告という事で、卓話者が一生懸命に卓話している時に私語を交わしている時に

内のクラブではないですが、中にはベルを鳴らして、指摘する場合もある。卓話の時間や例会の時間を極力守る

という事で延長があるという事は例外、守っていきたいと考えています。 

例会場の設営、食事の献立・手配、その他例会場の秩序を乱す行為があった際は警告と退場の命令も出来る

という事です。ニコニコBOXの管理と募金状況の報告、ニコニコBOXに報告を書きますよね！皆さんのメッセージ

を書くという事ですからご記入していただきたいと思います。毎週必ず報告しようと思っています。以上のようなこ

とによりまして森会長の目指しております「生成発展何か大きな変化を生み出そう」のお手伝いをしたいと思いま

すので 1年間宜しくお願い致します。 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

二階堂祐司幹事 クラブ協議会宜しくお願いします。 
飯山 英彦会員 クラブ協議会宜しくお願い致します。 
大久保雄司会員 記録更新と聞いてもオメデトウト言えない最高気温の熊谷、これから真夏だと言うのに！ 
大塚 嘉一会員 娘(高 2)が修学旅行で広島に行っています。豪雨被害者の方々の迷惑になっていないといいの

ですが… 
川井大 輔会員 連日の猛暑、地球はどうなるのでしょうか？先日は所用のため久しぶりに欠席しました。 
木村 博行会員 暑い日が続いておりますが体調管理に気をつけましょう！青中の関係会合のため本日は早め

に失礼します。 
佐々木一男会員 クラブ協議会楽しみです。 
関   洋会員 明日から 7/25・26まで 1泊 2日にて富士登山です。行って来ます。 
高橋 昌夫会員 慣れとは恐いもので気温 40℃でもびっくりしなくなりました。 
田中 和郎会員 連日の極暑でうんざりです。夕刊の天気予報では 28日(土)・29日(日)に一時雨のマークが付

きました。期待しましょう。 
富永  悟会員 本日もクラブ協議会各委員長の皆様お疲れ様です。 
長谷部健一会員 土曜日・日曜日と猛暑の中、よさこいサンバフェスティバルが草加駅西口で開催されました。

関係者の皆様お疲れ様でした。今日のクラブ協議会も宜しくお願いします。 
山崎 秀美会員 森会長・二階堂幹事新年度船出おめでとうございます。今更と思いますがお祝い申し上げます。 
福本 孝昭会員 毎日ビールがおいしい季節です。ビール会社の株が上がるかな？ 
横山 正一会員 毎日暑い日が続いております。体調管理に気をつけています。 

職業奉仕委員会  山崎秀美委員長 

 皆さんこんばんは、職業奉仕委員会は奉仕プロジェクト部門の佐々木一男委員長の下、職業奉仕委員会・社

会奉仕委員会・国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会ございます。職業奉仕委員会は、10年くらい前にやったこと

がありますがだいぶ前でございます。色々書いてありますけど、これから大変な時代が来ても職業奉仕をニコニ

コしてやると社会が活性化して良いのではないかという事が書いてあります。 

 私と大久保先生と木村会員は司法書士をやっていましてクラブに 3人いますが司法書士は何をしているか知ら

ない人が多いようなので、若干説明させていただきます。 

 司法書士は司法書士行があります。行法です。羅列してあります。第 3 条には、登記・教卓の代理を行う。裁判

書類の作成する。完済・訴訟代理、それに対する相談。そのほかの業務としましては、弁護士さんと被っていると

ころもありますが、財産管理、これは司法書士 31 条になれるとあります。色々な会社の関係の業務に法務部の

中に入っている司法書士もいると聞いています。 

 弁護士さんと法官関係を言うと、弁護士さんはオールマイティです。法律の訴訟については上限なしです。何で

もできます。司法書士は 140 万円以上の訴訟は出来ません。完済しかできない、それ以上は書類作成デサポー

トするという所が違う所です。 

 司法書士、行政書士は何だろうという方が多いです。違いは行政省に出す書類、市役所などに出す書類を基

本的に作るのは行政書士であり、司法書士は司法に出す書類、裁判所出す書類または、法務局などに出す書

類を作成するのが司法書士です。司法書士の仕事は弁護士の一部でございます。弁護士さんは、登記は出来な

いとなっていたはずなのですが、30 年くらい前に埼玉訴訟がありまして埼玉弁護士会と埼玉司法書士会が戦っ

たのです。その結果登記は出来るという事で弁護士さんは登記やれるという事になっています。一般的には片側

代理、司法書士は総合代理としてやっています。依頼される方式が若干違うので登記を総合代理でやるのは違

和感があるというのは事実であります。 

 何れにしても、2020 年オリンピックで明るくなる。2025 年になると、後期高齢者 75 歳以上の割合が 2 割を超え

る。2040 年になると人口が 1 億を切るかもしれないと非常に大変です。仮に 1 億を切っても 3 割以上が 75 歳以

上の老人だと大変なことになります。そこの底辺を支えるのが弁護士であり・司法書士であり、社会福祉で、後見

制度が成立して弁護士・司法書士・社会福祉士でサポートしようよと言う動きが表になっています。いずれにして

も法律関係の弁護士さんはオールマイティ―です。ぜいりしさんは税理関係の特別な部門があります。会計士さ

んもそうです。大雑把に言うと色々な相談ができるのは弁護士さん、それと一部を抜いた相談ができるのが司法

書士になっています。これからいろいろなことがあった際は弁護士・司法書士に相談していただければと思いま

す。以上 PRでした。 

 

山口昭人親睦委員長 

８月２８日(火)明治記念館で行う暑気払い例会の参加者名簿を回覧致しますので 

出欠をご記入下さい。 

会費  会員 ￥6,000  ご家族 ￥4,000 

 多くのご参加を宜しくお願い致します。 
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