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国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 ：イアン H.S ライズリー
第2570地区ガバナー ：細井 保雄

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1913回 例会

平成29年7月19日
◎司会：浅井純次 SAA

◎点鐘：小川 智会長

⑥アイゼン・ハワー大統領はロータリー名誉会員ではない？

会長の時間
小川

★答え
×（アイゼン・ハワーは名誉会員です）

智 会長

⑦日本人 RI 会長は過去３人である？
★答え

ロータリーのあれこれ？

○（東ヶ崎 潔 向笠 廣次 田中 作次）

【ニコニコ BOX について】
# スマイルボックス（Smile Box）

⑧トーマス・エジソンはロータリアンではない？

・例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱。1936

★答え

年大阪 RC で初めて実施されたロータリー特有のもので、会員、

×（エジソンはロータリアンでした）

家族、事業場等の慶び事、お祝い事をニコニコしながら、披

⑨ウィンストン・チャーチルはロータリアンである？

露し、喜びを分かち合い、また失敗したり、迷惑をかけたとき

★答え

もユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進する。

○
⑩ロータリー創設の1905 年から 5 年後の1910 年、初の国際大会

【ロータリークイズ！】

がワシントン DC で行われた。

① RC 創設のメンバー以外が２人いる？

★答え

１、シルベスター・シール
２、ハイラム

E

３、ガスターバス
４、ポール

18時30分

×（ワシントンではなく、シカゴです）

ショーリー
H

⑪高須クリニック院長、高須克也は 28 歳からロータリーに入会して

ローア

いる。

マキ

★答え

★答え

○

× （ポール・ハリス）
②最初の奉仕プロジェクトとして、シカゴのダウンタウンに公

⑫高須クリニックの高須院長は秘密結社フリーメイソンである。

衆便所を作った？

★答え
○

★答え

【フリーメイソン】

○（1907 年に設置されました。
）
③アジア初の RC はフィリピンのマニラで創設された？

・ポール・ハリスは、元々フリーメイソンだった。

★答え

しかし、この結社の教義は難解で、ハリスの思う様な集まりではなかっ
た。そこで、分かりやすく、一般の人でも参加できる、フリーメイソ

○（1919 年に創設されました。
）
④ロータリー旗が南極点に行ったことがある？

ンの簡易版の様な組織を作りたかった…。

★答え

・世界中の著名人で、フリーメイソンかつロータリアンは多いと言われ

○（1929 年リチャード E ハイド提督が南極点に旗を持って行った） ている。
⑤第２次世界大戦でドイツのクラブはナチス寄りのクラブとして活動

・フリーメイソンは中世の石工組合が前身である。築城するための、

した？

知識や技術を文面に残さず、秘密にして継承していった。

★答え
×（ドイツ42クラブとオーストラリア 11のクラブは活動停止を余儀
なくされた）
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〈本日 8/2 のプログラム〉

理事会報告

クラブフォーラム
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幹事報告
高橋

親睦・研修委員会

勤二 幹事

草薙

友光子 委員長

納涼移動例会について

地区事務所より

●

・2019-2020

ガバナー推薦の指名委員会の委員について
（賛成か反対）

・2020-2021

ガバナー推薦の指名委員会の委員について
（賛成か反対）

・国際奉仕部門セミナー開催
9/2( 土 )

会員卓話
清水

13：00 ～紫雲閣

利夫 会員

・職業奉仕部門セミナー開催
8/19( 土 )

13：30 ～紫雲閣

小川会長年度の SAA の運営方針

・九州北部豪雨災害に対する義捐金のお願い

・インターアクトクラブ第 51 回年次大会開催
8/10( 木 )

熊谷東ロータリークラブ

9：30 ～

・米山奨学生の出国に関する連絡方法について
・DL 研修会開催について

１．ＳＡＡの担当者

・RLI セミナー開催

２．ＳＡＡの基本方針

① 小川会長からの依頼内容

8/9
9/9

11/25

1/13

第 5 グループ RC より

SAA

清水 利夫

② 現実の担当者

ＳＡＡの仕事を楽しみながら行おう。

3/3

禅の教えの中に『今行なっていることは、何であっても

●

楽しみながら行おう』というのがあるそうです。

年度計画書 （行田さくら RC）
例会日

出席

欠席

MU

出席率

7.19

22

7

2

82.76%

ニコニコ BOX
細川

平成 29 年 7 月 19 日例会にて

今年度、SAA は、この教えを忠実に実行しようと考えて
います。

３．具体的な役割分担

担当表によって例会日ごとの司会担当者と会場設営責任
者を分担しています。

これにより、一人当りの負担を軽減しています。 そのた

末廣 委員

め、今年度は、副ＳＡＡの皆様が順番で司会を担当します
ので、よろしくお願いします。

４．提案箱の設置

ＳＡＡの皆様で、例会が楽しく運営できるよう工夫を試

小川会長・宮川副会長・高橋幹事

みている。会員の皆様にも、アイデアがありましたら、提

本日は清水会員、卓話宜しくお願いします。

案箱を設けましたので、何でもお寄せ下さい。

清水利夫会員

本日は、卓話の時間を設けて頂き、ありがとうございます。
野中弘之会員

清水パスト会長の卓話楽しみに、新井さんに乗せていただき
早めに出席しました。よろしくお願いします。

ロータリーの身近なことについての疑問を確認し合うこ

とにより、理解を深めたいと思う。 これからも、何でも
ご質問頂きたい。 例会の中で、解説の時間を設けたい。

６．具体的なご質問に対する解説

井桁憲治会員

清水利夫さん、今日のお話は何だかなー？と楽しみにして参
りました。小川年度のスタートも充実した SAA グループの
実力を発揮して順調に発進できました。

流石正 SAA の清水さん、SAA 全員で協力させて頂きます
ので、ご指導宜しくお願い致します。

既に寄せられているご質問の中から、時間の許す範囲でお
答えしたい。

① 例会の運営責任者は、どなたが務めるのですか。
→会長

②副会長が欠席の場合、どなたが来賓紹介を行なうべきですか。
→会長

細川末廣会員

明日から熊谷うちわ祭りです。皆様には献灯提灯の提供あり
がとうございます。

③ SAA が例会の司会を行なうのは、なぜですか。

④ 直前会長は、役員となっていますが、どんな職務を担
当するのですか。

ニコニコ BOX

本日

累計

7.19

￥8,000

￥48,000

3-2

５．質間箱の設置
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〈次回 8/5.6 のプログラム〉
納涼移動例会（熱海、花火）

