
S.A Aというのは、Sergeant At Armsの略語であっ

て、日本では、会場監督と訳されています。これは、

中世イギリスの宮廷の官職であって、（今日の言葉

で言えば、アメリカ合衆国の守衛官アメリカ連邦議会

においては、イギリスにおける守衛官 (Serjeant at

Arms)の職名が踏襲されており、上下両院にそれぞ

れ守衛官 (Sergeant at Armns)が置かれている。ア

メリカ合衆国では門衛 (Doorkeeper)が廃止されて

いるが、かわって議会警察が置かれており、両守衛

官はその管理を行う議事堂警察委員会を構成して

いる）皇宮警察の署長に当たるのであります。当時、

この役職は、中世の宮廷における 高の権力者の

一人でありました。

S A Aは、宮廷内の催し物、例えば、会議、宴会

等が計画され、実施される時に、その会議の目的を

遂げるがために、会議の秩序を維持する 高の責

任者のことであります。

催し物は、特定の時に、特定の場所に、特定の人

達が集まります。皆一国一城の主であり、しかも生身

の人間でありますから、会議の途中で何が起こるか

判りません。S. A.Aは、そのような突発的な事態 に

速やかに対応しなければなりませんから、S A A は、

速戦即決の単独決議機関でありました。このように、

S.A Aは、その責任が重く、その地位が高い役職で

す。

SAAのやるべきことについて、第一に、例会の司

会進行、席決め、会場設営、食事等々があります。

S A Aは、例会の時間配分について監督する権限

があります。例えば、会長の挨拶が長引いた場合、

会長に発言中止を命令できるのはS A.Aだけであり

ます。

第二に、元来、S. A. Aは、例会中の途中退席を

禁止する権限が与えられています。即ち、病気その

他特殊の事情によって途中退席する人は、S A Aの

許可を得なければなりません。 途中退席にS A Aの

許可を求めるのが「紳士のマナー」とも言えます。

ただ、 近は、例会出席の60%ルールを誤解し

て、例会時間の60%在席すれば、途中退席する権

利がある、などと考える人が多いようでありますが、

これは大変な誤解でありまして、60%ルールは、あく

ま でも、病気その他、特殊の事情のある人が、途中

退席したときに出席と認められるための 低の条件

にすぎないのでありまして、途中退席の権利を認め

たものではありません。

本来、ロータリークラブは、社交クラブであります

から、クラブに出る出ないは会員の自由であります。

だとすれば、途中退席も自由なはずであります。した

がって、会長が、例会場に鍵をかけて、皆が退席で

きないようにすると、不法監禁罪になります。ところ
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【 本日のプログラム 】 1月24日 新春ロータリー寄席 「大和市特殊詐欺撲滅大作戦」 やまと芸術文化ﾎｰﾙ
【 次回予告 】 2月1日 卓話「クラブ創立４０周年について③」 40周年実行委員会

【 第1884例会 】 平成30年1月18日（木） 【 司会SAA 】 野口 宏 君

【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 竹野 国敏 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 3名(敬称略)

40名 31名 91.18% 84.85% 12名 古郡、橋本（吉）、苗加
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が、S A Aが鍵をかけると不法監禁罪にはなりません。

何故かというと、刑法第35条、『正当な業務による

行為はこれを罰せず』 鍵をかけることは、現場の秩

序を維持するための正当な業務行為であると考え

られるからです。これはS A Aだけに認められた権限

なのでありま す。このようにS. A. Aの職務は大変重

要でありますから、S. A. Aには、会長、幹事の経験

者が就任するのが通例となっております。

今年度、SAAの高橋清会員、藤田会員、岸会員、

阿萬会員、野口会員の5名です。これからの半年間

改めまして宜しくお願い致します。

1/24新春ロータリー落語「特殊詐欺撲滅大作戦

と落語の集い」大和芸術文化ホールです。1/25は

振替休会となります。

【役員理事会】

クリスマス家族会収支について、12月収支会計

報告について野口会計より進捗説明があり、了承。

カメラ購入について、12/10ポリオ募金（10,210円）

をポリオへ送る事で承認。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 竹野 国敏 委員

会員誕生日 梅田 秀雄 君 1月19日

長野 俊八 君 1月21日

上田 利久 君 1月23日

富澤 克司 君 1月28日

川名 惠美子 君 1月28日

配偶者誕生日 中村 富美子 夫人 1月19日

伊藤 克枝 夫人 1月23日

上田 郁代 夫人 1月23日

橋本 誠子 夫人 1月24日

入会記念日 苗加 真敬 君 1月23日

「職業奉仕月間にあたり」

職業奉仕委員会 神作 彰 委員長

入江 公敏 副委員長

ロータリーの根幹理念である職業奉仕について理

解を深めるべく、実践例も参考にご説明していきた

いと思います。クラブ定款では会員の役割には、ロー

タリーの理念にしたがって自分自身を律し事業を行

うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題や

ニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェ

クトに答えることが含まれる、としています。会員職

業上の手腕をクラブの奉仕プロジェクトに活用するこ

とは、外向きの職業奉仕の実践であり、実行されて

いると思いますが、表面的には社会奉仕、青少年

奉仕、国際奉仕としてとらえられ職業奉仕としての

側面が意識されていないものもあるではないかと思

います。

社会奉仕＋職業奉仕、国際奉仕＋職業奉仕、

青少年奉仕＋職業奉仕など、明確に意識されてい

ないと思います。
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１．職業上の重点方針

「安全な運転行動のとれる運転者の育成」

「達成のための推進項目」

①公共的使命感の自覚と適正な指定基準の推進

②教習・検定水準の維持向上

③地域の交通教育の推進

２．適正な教習の変化

①大形二輪免許取得者の制約解除（12／26）

これからは、直接大型自動二輪を取得できる。

②「キックダウンの仕方」の教習追加（12／26警察

庁通達）

ＣＡＴＶ車を使用する場合、アクセルペダル踏込

により自動的に低速に変わることの指導の追加

3道路交通の安全（内閣府第10次交通安全基

本計画）

①交通事故のない社会を目指して

〇人命尊重の理念

〇先端技術や情報の積極的な活用

②道路交通の安全についての目標

〇平成32年までに24時間死者数を2,500人以下と

し、世界一安全な道路交通を実現する。

〇平成32年までに死傷者数を50万人以下にする。

（昭和45年に1万6,765人が交通事故で死亡、

「交通戦争」と呼ばれた時期と比較すると平成27

年中の死者数は、4,117名と4分の1まで減少し

た。県内では、平成27年に178名、28年・29年

と32年目標をクリアしかしながら、あくまで究極的

な職業奉仕の目標は、交通事故のない社会の実

現であります。）

4.今後の問題点

①車離れと少子化

〇ホンダＮボックス52千台の販売（生産能力12千

台）

②入校数の減少

均衡縮小(経済の安定を維持しながら経済規模

を縮小する）、資本主義としては、良くないが、これ

からは必要、財務の安定力と資金の運動力を分析

し、注視していく必要があります。
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小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事
職業奉仕委員会の皆様、よろしくお願いいたしま

す。
小倉 一道 君

禁煙2週間目です。
郡司 守 君

近年、パーキンソンの症状らしく、いろいろと集中
力にかけて、今年の年賀状出し切りませんでした。
届かない方、ごめんなさい。心臓等内臓関係はい
たって健康で食もすすみます。
川名 惠美子 君

梅田秀雄様、長野俊八様、上田利久様、富澤
克司様、お誕生日おめでとうございます。
上田 利久 君

お誕生日のお祝いありがとうございます。誇り高き

ガバナーズクラブ、素敵な雰囲気の中で、心から感
謝しています。
伊藤 英夫 君

家内の誕生日のお祝いありがとうございました。
富澤 克司 君

誕生日のお祝いをありがとうございます。毎年早く
一年か過ぎ、今年も元気で迎えることができました。
ありがとうございます。
梅田 秀雄 君

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 近
はいくつになったのか 、すぐに出てこなくな
りました。
中村 友彦 君

妻への誕生日のお祝い、ありがとうございます。

スマイルボックス 藤塚 勝明 委員 本日 \11,000 累計 \388，309


