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武田 康 会長

皆様、こんばんは。

ついに、本日が、形式的に今年度最後の例会にな

ってしまいました。連日、暑い日が続きまして、

一年前を思い出します。

本日お越しの、千葉ロータリークラブ・三浦会長、

川崎幹事 様におかれましては、１年間本当にお

疲れさまでした。地区ガバナー 御輩出クラブと

いうご苦労は、とうてい言葉に出来ないほどの

様々な困難を乗り越えてこられたのではと、思っ

ております。

特に、三浦会長には、様々なシーンで お声をか

けて頂き、私にとりまして感謝という気持ち以外

にございません。誠にありがとうございました。

続きはまた後ほどお話し致したいと思います。

本日のロータリーのお話しは、私も一度仰せつか

ったことがありますが、Ｓ.Ａ.Ａ.のお話しです。Ｓ.
Ａ.Ａ.は、Ｓｅｒｇｅａｎｔ－Ａｔ－Ａｒｍｓ の

略で、詳しい英和辞書では、古語（古い言葉）と

して紹介されています。話しは中世の英国にさか

のぼります。イギリス国王であったリチャード１

世（１１５７～１１９９年）は、十字軍遠征の時

代にあって勇敢かつ寛容な中世騎士の典型であっ

たそうです。獅子親王と言われており、このリチ

ャード１世の身辺警護にあたったのがＳＡＡの始
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まりでした。そこで日本語訳に訳すると・「武装下

士官」の様です。その後、国王の身辺警護から、

王室や議会の守衛役に変化したようです。あるロ

ータリアンの説明では、「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

に、その会議をとりしきる役職」となっています。

現代では、イギリスの植民地であったアメリカ・

カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなど

での国会・議会の守衛役としてこの名称はのこっ

ております。１９１０年、シカゴで第一回大会が

開催された時、Ｓ.Ａ.Ａ.役に、セントルイス ロー

タリークラブの ウェルナー・ヘンケが任命され、

会場を仕切りました。これが始まりだと言われて

おります。１９２１年スコットランドのエジンバ

ラで開催された大会では、こん棒を用いたそうで

す。なんとも物騒なことですが、実際にこれをも

ちいて混乱を鎮めたという記載は無いようです。

ほっとしました。ただし、このこん棒は、国際ロ

ータリー歴史資料室に保管されているみたいです。

日本では、Ｓ.Ａ.Ａ.をどの様に翻訳するか苦労し

たこととおもいます。なぜならば、本邦には、こ

れに相当する役どころが存在しないからです。例

えば、「会場案内係り」 では、とても軽すぎます。

その結果、英語のままとなったのではないでしょ

うか。このＳ.Ａ.Ａ.は、誠に由緒ある役職でありま

す。

ところで、戦時中、東京ロータリークラブは国際

ロータリークラブを脱退し、水曜会として、集会

を続けていました。敗戦に伴い、昭和２４年３月

２９日に復帰しました。４月２７日に認証伝達式

（チャーターナイト）が開催され、式典では、吉

田茂首相の祝辞や、既に帰国していたマッカーサ

ー元帥からの祝辞もあった様です。彼は、東京ロ

ータリークラブの名誉会員になりました。

さて、私はほぼ毎回、ロータリーの歴史や名称な

どをおはなししてまいりました。

かといって、最初から熟知していたわけでもあり

ません。

毎週、日曜日の夜に、大好きな大河ドラマを見終

わったあと、こそこそと参考書やネットなどの資

料をめくって、まとめてまいりました。

今回、名誉あるこの大役を、になっておりません

でしたら、なかなか本業以外、趣味以外のロータ

リーの勉強をする機会は、とうてい無かったこと

だと思っております。

おぼろげながら、やっとロータリーが理解できる

入り口にきたんだと考えております。

これからも、超我の奉仕の理想の基、ますますも

ってはげんで行きたいとおもっています。

宍倉 壽夫 幹事

 今回会員名簿を新調しまた。一部訂正がありま

すので、正誤表に従い修正をお願いします。

 来週は会長幹事慰労激励会です。アルコールが

出ますので、車での来場はご遠慮ください。

千田 次年度幹事

 次年度活動計画書のことですが、各委員長さん

にお願いしてあると思いますが、６月２２日ま

でに word にて事務局まで提出してください。

よろしくお願いいたします。
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千葉ロータリークラブ 会長 三浦俊司 様

本日は１年間の御礼に参りました。今年は千葉ク

ラブからガバナーが出たということで１年間いろ

いろ追われてやっと終わったという感があります。

私が思うのだけではなく、貴クラブの２５周年は

本当に素晴らしいものでした。特に内容が素晴ら

しかったです。武田会長はいでたちだけではなく

この地区では最高にかっこいい会長さんでした。

最初にこのクラブにお邪魔した時は、ロータリア

ンではなく芸能人かなと思いました。

それと握手タイム素晴らしいです。もう一つは夕

食、久しぶりにおいしいものを食べさせていただ

きました。次年度は時々お邪魔させていただきた

いと思います。

今年度私は会長をさせていただき素晴らしい出

会いをたくさんいただきました。本当に感謝して

おります。ありがとうございました。

宍倉 壽夫 幹事

武田年度が昨年七月にスタートし、最初の一週間

は毎日分区Ａの他クラブとの相互訪問であわただ

しく過ぎました。その中で、櫻木ガバナーを輩出

している千葉クラブの三浦会長が、当クラブの握

手タイムやお客様の見送りに対して、絶賛してい

ただいたことが記憶に残っています。８月、９月

はガバナーの方針でセミナーや研修会が目白押し

でした。特に、８月にＩＭを行うということだけ

でなく、ガバナー自身がＩＭで講演するという異

例づくめのスタートでありました。

１０月１９日のガバナー訪問では、ＲＩ役員でも

ある櫻木ガバナーから当クラブの定款は指摘する

事項は何もなく、このような例はいくつもないと

お褒めの言葉をいただきました。その後の１１月

１６日に２５周年記念例会が開かれました。武田

会長の挨拶は三か国語のスピーチであり来賓の熊

谷千葉市長からさすがロータリーアンであると高

い評価をいただきました。この開催に至るまで高

柳実行委員長はじめ実行委員皆様の絶大なるご支

援により２５周年記念例会を無事終える事ができ

て本当に良かったなと思っています。２０１５－

１６年度は地区内で周年行事が多くのクラブで開

催されましたが、当クラブは他のクラブから羨望

の眼差しをいただくものであったことは記憶に新

しいものです。あるクラブからはこれほどの料理

は出せないと羨まれました。この意味も含めまし

て会場となったニューオータニさんには改めてお

礼申し上げたいと思います。

２月には地区大会が開催され、当クラブからも寒

い中当日の応援に出ていただきました。会場では

２輪車の展示がありましたが、鳴海会員の８２０

０cc の大型バイクが展示され、それがロータリー

の友４月号に取り上げられました。そこには値段

が記載されています。気になる方は改めてご覧く

ださい。

その後、千葉西ＲＣの４０周年、市川シビックＲ

Ｃの２５周年に全員登録という形で記念例会に出

席いたしました。まさに、周年行事に明けて周年

行事で終わった一年だったと思います。

私自身ロータリー歴が通算１７年となるわけで

すが、実質的にはこの５年間が本当のロータリー

活動に身を入れた期間です。幹事職が会長以上に

多方面との折衝やら会合とやらが多いだけでなく、

事務局ともども地区や分区や他クラブとの情報伝

達など目に見えない業務がたくさんあることに気

づかされました。

１ 年 を 振 り 返 っ て

お 客 様 挨 拶



反省する点も多々あるわけです。これはある意味

で当クラブの体質ともいえるのではないかと思う

ので、敢えて表現させていただきます。まず、第

一に自分自身がどの委員会に所属していることす

ら知らない（知ろうとしない）会員がいる事によ

り、委員会活動がきわめて不活発であったという

ことです。武田年度の始まる前に危惧していた事

が現実のものとなってしまいました。現在、吉田

年度の活動計画書作成に各委員会で作成中あるい

は作成済みだと思いますが、各委員会の中で今一

度議論するなり再検討するなりしていただきたい

と思います。この中から、会員相互の信頼関係が

生まれるのではないかと思います。

それと、情報の伝達が事務局から会員へ一方通行

であることが非常に多いということです。返事が

必要なものは面倒でも回答していただきたい。例

会への出席・欠席に毎週金曜日事務局は頭を悩め

ています。なぜなら、食事の数を確定させなけれ

ばならないからです。自分一人ぐらい行かなくて

もと思うなら、電話一本事務局に電話する手間を

かけてください。これが、クラブ経費の節約につ

ながります。

武田 康 会長

今から、約４年前に 正式に会長職をお引き受け

しました。

ずっと親睦委員が長かったことから、「万年親睦

委員長でいいなあ」、と本気で思っておりました。

昔は、確か小野会長の頃、忘年家族例会で、全員

仮装して来るようにと、企画して、たいへん盛り

上がったことがありました。そのときは、志村け

ん 顔負けの バカ殿 に仮装した 加藤ＰＰが

優勝されまして、ピンクの看護婦の私が準優勝で

した。

ゴルフの企画も頻繁におこなっており、ゴルフ場

を予約するなど結構たいへんでした。

本格的に始めたのも、このクラブに入会してから

です。

その後、順番にて、会長をやってくれないか？と

２回ぐらい打診されたことがありましたが、仕事

の関係にて、丁重におことわりしていました。が、

それもいつしか受け入れられなくなってまいりま

した。ようやく覚悟を決め、イエスのご返事をい

たしました。

すると、そんなに日付が経たないうちに、ある店

で西クラブのある方から、「会長やるんだって、た

いへんだね」と言われ、あらためて思ったことと、

他クラブとの横のつながり、情報の早さにもおど

ろかせられました。それは、クラブの周年行事が

自分の年度に重なっていたことです。１０周年・

２０周年と２回の式典に参加して、特に神田年度

の２０周年はそれはそれは豪華な素晴らしい記念

式典であり、自分があのようなことがはたして出

来るのであろうか？と正直思いました。

遅いとおしかりを受けますが、前年度の辻会長の

頃より、本格的に会長になる為の活動を始めまし

た。

今まで、仕事の都合で一度もおじゃましたことの

無い 韓国ソウルに 去年の４月に始めて訪問い

たしました。それは素晴らしい体験で、やはり百

聞は一見に・・・・ということで、たいへん勉強

になりました。西クラブの例会にも進んで出席い

たしました。

そのうち、７月がきました。ＲＩのテーマは、「世

界へのプレゼントになろう」でした。

第３分区のご挨拶巡りから開始し、宍倉幹事や高

柳実行委員長と連日の訪問からはじまりました。

そして、自分の使命は 「創立２５周年を成功さ

せよう」でありました。創立２５周年準備委員会

をたち上げるときから、また立ち上がったなら、

毎月、高柳実行委員長のもと、京成ミラマーレの

景山にて会合が開かれ、それは、だんだんと熱を

帯び、まとまってまいりました。前日の日曜日ま

で、細かい打ち合わせや物品の用意など、各員、



準備よし、いつでも発鑑可能になりました。今だ

からいいますが、ある方を通じて台湾からリ・ト

ウキ前総統をお呼びしたり、海上自衛隊の鼓笛隊

をよんで「軍艦マーチ」を演奏できればなあと夢

みたいなことを考えておりました。

自分がこの式典を成功させるには、一体なにが必

要か？以前から悩んでおりました。

そう、あれしかないと、姉妹クラブの各国の言語

でお話しすることが最高のおもてなしであると。

私は考えました。

それで、血の出るような特訓を・・・しなけれ

ば・・・・

ではありません。

美女をはべらせ、お酒を飲みながらの色気のある

妖艶な講義でありました。

性能の良い録音機を購入し、ゆっくりと先生に丁

寧に話して頂き、家に帰って毎日聞き返しました。

台湾語は特にイントネーション よくよう・韓国

語は微妙な発音など日本人が発音しづらい言葉が

ありました。当日を迎え、オータニのホテルの部

屋で自分なりのさいごの準備に取りかかりました。

さて、いざ始まってしまうと不思議なもので少し

落ち着きます。

開会の点鐘・各国の国家演奏・ロータリーソン

グ・お客様のご紹介

そして、会長挨拶、と。あの文章は、短く要約し

ますと「日本・台湾・韓国の３カ国で世界を平和

にしましょう」という内容です。台湾の友人たち

から拍手が起こったときはとても感激しました。

言葉が、通じたと。おかげさまで無事式典は終了

しました。

ここオータニでは、自分の人生において、今回を

含め２度あのように主役になった経験がございま

す。結婚式と今回です。正直、両方とも終わった

直後に、もう１回やりたいな、と思った私は異常

です。

次の日に盲学校へまいりました。生徒さんたちが、

どのようにまなんでおられるのか・そして私たち

がお贈りした音声拡大読書器がどのように使われ

ているのか？

みんな生き生きしてお勉強されているのを拝見

し、安心いたしました。そのまま群馬方面にバス

で行き温泉です。お客様の部屋の割り振りなど、

たいへんなトラブルもございましたが、奇跡的に

高柳実行委員長に何とか解決して頂き、向こうか

らも感謝されました。

千葉に帰ってきてからも皆様会員の努力で宴は

大成功におわりました。

そして、忘年家族例会も終わり半分年度が終了し

ました。

１０月にガバナー訪問があったというのもおり

こみますと、なんだかこの時点でもう・・・肩の

荷が降りたような気分になってしまったのも事実

であります。

今年に入り、地区大会や、各クラブ周年行事の当

たり年にてたくさん訪問いたしました。

各クラブいろんな思考で 行事をもりあげてお

られますが、昨日 第三分区Ａの最後の会長・幹

事会を 櫻木ガバナーをお迎えしての 宴会があ

りました。その席で地区の梶原幹事長に伺ったと

ころ、お世辞半分でも、地区の周年行事ぜんぶ行

ったけど、千葉東さんの式典が 一番まとまって

いたとお褒めのお言葉を頂きました。

また、社会奉仕事業での、恩寵園の生徒さん達と

の交流で加曽利貝塚や千葉市動物公園にまいりま

した。

それはもうみんなよろこんで頂いて、目を輝かせ

て動物たちをみていました。

自分が会長になり、前回もお話し致しましたが、

山田パスト・ガバナーから、「ロータリーの例会で

は、ロータリー以外の話しはしないでください」

と、きつく言われておりました。

したがって、毎回ロータリー関係以外のお話は一

切しておりません。

それはうらをかえせば、しっかり勉強してロータ

リーを会員に教えてくださいよと 言う意味であ

ります。会長職になったことで、あらためて人様

にロータリーのなんぞやを 語れるものになれれ

ばと思っていましたが まだまだでございます、

おそらく生涯研修でありましょう。やっと入り口

にたったような面もちです。

今まで お話しも出来なかったような方々との



心のかよった交流は生涯の宝物です。この１年で、

ヒトとして成長したとおもっています。

そして何より自分を支えてくださいました、宍倉

幹事におかれましては、パスト会長のご経験をい

かして、何から何までの行程をたてて御指導して

頂きました。

心より御礼申し上げたいと思います。

新会員のみなさんにもご入会して頂きました。

もちろん、あわせて この東ロータリークラブの

全会員の皆様に多大なる感謝の意を表したいとお

もっております。無事に吉田とものり会長エレク

トにバトンをお渡しできそうです。

１年間本当にありがとうございました。

武田会長より宍倉幹事にお礼として記念品が贈

呈されました。

千葉ＲＣ

2015－16 年度大変お世話になりました。

千田会員

一年間ご苦労様でした。たくさんの勉強をさせ

て頂きました。ありがとうございました。

七海会員

武田先生（会長）にここを紹介していただき、

感謝しています。今年も暑い夏になりそうです。

がんばって夏をのりきってくださいませ。

私は先日めまいを起こしました。皆様お気を付

けください。

松澤会員

武田会長、宍倉幹事一年間ご苦労様でした。あ

りがとうございました。

宍倉幹事

この一年間皆様のご協力により、大過なく幹事

役を終えることができました。ありがとうござ

いました。

武田会長

東クラブの皆様、一年間ありがとうございまし

た。
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