* +R-. VBWP

YZ[\]^_

+.889-:,< S T

*+,,-,*./ 1234564748

9 ;<=>?@AB

9 CD=>?@AB

+.889-:,<E

+.889-:8;<E

ACghTUpVWpXYstuvw

ACgNOFGHIGsJcKvw

eZe[\ c|

jklmnopqEFGHIJKLMNOL
Q STO UVO
W XYZJ[\O
] ^_`abcdefO
g XYZhieJZfO UVO

ah z i

mnop rstuvwrtuv

ah z j

xyz{|}~*rr+,-./0123

a. k l

{|>{|rs?r @ABCD1s+

4567 f9d:;<9:====

4567 f9d:;<<:cc<<
EFG7 f9d:;<=:ccHH
I w 6 7 JKLMNOP:QRSRPJ
5:JKTU 7 TVWPXJKLMNOP:QRSRPJ

ePQRS c|

jBCD ;FGHI BDJBq rs tuv tuwxyz {v tuwx|} z~* +, -+
Q pz wt tuv .o/.01
W pz wt 23po t+ ~44 5+x5v,xv-1
] 6w44 wt 78w4- 9rr:6p;; ~x- <=..=o 2op=>:?0p@?1
g 6w44 wt 7v <=>=2pAp3; t+ ~44 5+x5v,xv-1

az{{|
az|}~*+
a, z |
a-{{.
az{{/
az012

34567
8955:
;<5=>
?@5A7
BC5DE
FG5HI55?JKLM55NJ5OP
QR55S55JT5UV55WX5YZ
[\5]^55_J5`a55bc5de
fJ55g

abcdefghijkl mnopqrstuvwxy

A95 *BAC*D EFGH BI JCAKGLB~ s tuvwxvyz{
VWXYZ[Y\]^_`abcdefghijkjjljmncopqrfghijkj]lj^n

皆さん今日は！SAAの田中
でございます。森田プログラ
ム委員長からSAAについて話
してくださいということで卓
話の依頼をいただいたのです
が、今年の３月に何年か振り
の卓話をさせていただいて、
もう何年も卓話はないと思っ
ていましたら、今回は半年で
またご指名いただきまして、
少しあわてましたが、SAAの話だと５分ぐらいで
終わってしまうといいましたら、とにかく任せて
いただけるということでしたので、前回時間がな
くて、話損ねた分を話させていただきその後、
SAAの話をさせていただきます。
私の卓話の時は必ず和菓子を用意させていただ
いておりますが、前回はちょうど冬から春になろ
うとしていた季節で【春隣】という話をさせても
らいまして、桜餅と草もちを皆さんに召し上がっ
ていただき、つぶしアン派か漉し餡派か、そして
和菓子は体によい、小豆が体に大変よい、という
お話をさせていただいたのですが、今回も夏から
秋へ季節が変わろうとしている時であり、８月も
今日で終わり明日からは、セプテンバー９月でご
ざいます。まだ残暑が少し残りますが、大変陽気
のよい季節です。真っ青な夏空に、白く筋雲が流
れ、つくつく法師の声で日が暮れると秋はもうす
ぐそこです。これがとっても好きで、この時期手
紙を書く時によく使います。
今日は夏の名残りをいかにとわせんということ
で、水羊羹と、水大福を用意させていただきまし
た。秋物を用意しようと思ったのですが間に合わ
なくて、この白い水羊羹は今年思いつきで作った
生姜入りジンジャー水羊羹、手亡という白い豆の
アンでありましていわゆる白アンでございます。
意外と受けましてよく売れました。水大福は白玉
で造っており中には小豆餡で、つるっとした舌触
りが特徴でございます。是非召し上がってくださ
い、召し上がらない方は是非奥様にお持ち帰りく
ださい、もちろん奥様でない方でも結構です。
昔の話ですが、和菓子は買うものではないロー
タリーで食べるもんだよ、と言っておられたロー
タリアンがいましたが、それほど持ってきていな
いのですが、そんなことを言わずに是非奥さんに
たまには買っていってあげてください。もっとも
このところよくクラブ協議会の時にお茶菓子で使
っていただいておりますが……。おかげさまで家
の店はロータリーで持っているというぐらい、皆
さんにはお世話になっております。野村證券さん
のお茶菓子はいつもうちのお菓子を使っていただ
いております。有難うございます。
これからが和菓子のおいしくなる季節でござい
ます。少し前回話し足りなかった和菓子の歴史に
ついて話させていただきそれからからSAAの話を
させていただきます。
古来より、日本人は中国を始めさまざまな国々
から影響を受けながら独自の文化を作り上げてき

ました。たとえば茶道。茶道は世界に誇る日本文
化の一つですが、もともとは中国から伝わったも
のが日本で発達したものでありまして、日本語の
文字表記も中国から伝わった漢字から独自に考案
したかな文字との組み合わせで出来ております。
和菓子もまた、やはり海外から伝播したものを
日本の中で改良発展させてきたものです、たとえ
ば、中国から伝えられた菓子として文献に残る唐
菓子は遣唐使が持ち帰ったとされております。
【唐菓子】はから果物と呼ばれ米粉や小麦粉に甘
葛を加えて油で揚げたものです、今のドーナッツ
みたいなものですかね。また鎌倉から室町時代に
なると、お茶の風習とともにさまざまな菓子も伝
来します。
さらに安土桃山時代には渡来したポルトガル人
やオランダ人たちが南蛮菓子をもたらしました。
宣教師によって織田信長に贈られた菓子が日本で
始めての金平糖だったそうです。甘葛、蜂蜜の甘
さから砂糖の甘味に変わってゆきました。そうし
た菓子や素材を日本人は積極的に受け入れ理解し
新しいものを生み出してゆきました。
現在の和菓子の原型がほぼ定着するのは、江戸
時代に入ってのことであり、京の都では優美典雅
な意匠を凝らして、古典や花鳥風月に結びついた
菓子が考案されていきます。一方江戸も、元禄享
保のころになると江戸文化が独自の発展を遂げ、
菓子も京菓子と争うようになり江戸情緒あふれる
ものが作られ始めます。そして今も親しまれてお
ります数多くの和菓子たとえば大福、金つば、団
子、桜餅、草もち、などが考案されております。
今でも一番おいしいのは朝造ってその日のうちに
食べる朝生菓子といわれております。ちなみに、
お団子のルーツは、京都の下賀茂神社の前にある
お団子やさんが、今でもありますが、日本で最初
にお団子を作ったといわれております。もともと
神社にお供物としてまた無病息災を願いささげた
といわれております。
当時はお団子が５個、人の５体を模してついて
おりました。享保の時代に、四銅銭銅貨が流通い
たしまして、１本で１コインで４個に減らして売
られたといわれ、それがいまだにお団子として売
られております。
さらに明治時代に入るとオーブンなどの器具の
普及とともに西洋菓子の製法を生かした和菓子が
登場いたします。
饅頭もカステラもそのルーツは中国や遠くポル
トガルに行き着くかもしれません。しかしもとも
とは羊肉の入った羹のひとつから、練り羊羹を生
み出したように、そこには日本人ならではの見事
な創意工夫が現れております。
よいものはこだわりなく受け入れ、創意を加え
て独自の文化として育んでゆく。この精神こそ日
本人の真髄といってよいのかもしれません。和菓
子には日本人の心が映し出されているように思い
ます。
そんなことで人が生まれたときから節目ごとに
数多くの大切な行事があります。そんな時にいろ
いろな形で和菓子が使われますが、喜びの時にも、
悲しみの時にも欠かすことのできない脇役として
人々の暮らしの中で育まれてきました。その例と
いたしまして、
三つ目の（おはぎ）ぼた餅（といわれており生
後三日目は古来より大切な節目の日でありまし
て、その昔は生後間もなく亡くなってしまう不幸
が多くあり、そのため生まれてから三日を無事に
過ごすことによって、その子が丈夫に育ってゆく
ことが確信する、喜びの日でありました。三日目
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には始めて袖のある産着を着せこれを【みっかい
しょう、みつめぎもの】と呼び祝いました。その
時におはぎを作り、親しい方々に配ったものが
【三つ目のおはぎ】と呼ばれました。またこの日
に産婦にもちやおはぎを食べさせたのは、お乳の
出がよくなるようにと祈念したという意味もあっ
たようです。
生後７日日を（お七夜）といいます。生まれた
子の名前を半紙などに書いて命名書といいます
が、神前、仏前に供え、仲人を始め親族友人を招
いて、命名の披露をし、無事な成長を願います。
氏神様へ初のお宮参りをして氏子になることを
【初宮参り】といいます。一般的には男子は生後
31日目、女子は33日目といわれております。この
日氏神様に新生児の成育と加護を祈るとともに、
無病息災を祈願いたします。初参りの日には、親
族友人を招いて内祝いを行うと同時にいただいた
出産祝いのお返しをいたします。その時にはお赤
飯、紅白饅頭などが使われます。
生後初めて迎える節句３月３日は雛の節句、５
月５日は端午の節句。初節句には里方や親戚から
人形やこいのぼりなどを贈り、お返しとして菱餅
や柏もちを送る慣わしが広く行われております。
雛の節句には桜餅、雛あられが使われます。菱餅
は、菱のみを食べて長生きした千人がいたことに
由来してといわれており、柏餅は新芽が育つまで
古い葉が落ちない縁起から子孫繁栄を願ったとい
われております。
誕生後初めて本膳につかせて、子供が一生食べ
ることに困らないように祈ります。各地で【全そ
ろえ】【箸そろえ】【箸はじめ】などさまざまに呼
ばれ、生後100日、110日、120日に行われること
が多いようですこのお祝いは家族で行い、みなで
食卓を囲むことにより、まだ弱い乳児に力を分け
与えるという意味があるそうです。食べ物を乳児
の口元に運び、食べるまねをさせますが、その役
は年長者にお願いすることが多いようです。その
際にもやはり赤飯を用意いたします。
満１歳の誕生日を迎え、ここまで無事に育った
ことを祝います。この日には１升のもちを搗きそ
れに、寿、また祝と書いた【誕生もち】を用意し、
一生元気で食べ物に困らないようにと願って、誕
生日を迎えた子供に背負わせます。また所によっ
ては、誕生日以前に早く歩き始める子は成長して
から家から遠く離れて暮らすようになるといい、
それを嫌がってその子にもちを背負わせてわざと
転ばせたりします。各地にこれらの風習があり、
【しょわせもち】【転ばせもち】【力持ち】などと
読んでおります。この注文は本当に多くあり今朝
も注文があり作ってきたところです。
子供の成長を祝って男子は３歳と５歳、女子は
３歳と７歳の11月15日に氏神様にお参りする行事
です。男女とも３歳で髪を伸ばし始めるので【紙
沖の祝い】男児は５歳で初めて袴を身に着けるた
め【はかま儀の祝い】そして女子は７歳で着物の
付紐を取り除いて帯を結ぶようになる【帯解きの
祝い】を行いました【７歳までは神の子】という
諺があります通り、社会的に人格が認められるお
祝いの時でもあります。これが現在の七五三とな
り、子供の健やかな成長を願い、晴れ着を着せて
お宮参りをする風習に変わりました。七五三のお
祝いには千歳あめ、鳥の子餅、赤飯などでお祝い

をします。
それから【成人式】【結婚式】【年祝い】【記念
日】【お葬式】【法要】など、いろいろな儀式があ
りそれぞれ日本の文化、しきたりがありその脇役
として和菓子があります。是非皆さんも日本の文
化を大切にしていただきたいと思います。
本題の方が短くなってしまいますが、SAAにつ
）この用語
いてというとSAA（
はロータリー用語ではなくかって宮廷などで使わ
れるそうであります。最もSAAと略語でいうのは
ロータリー用語かもしれませんが、サージェント
、
というと軍曹という意味がありますが、
で議会、法廷、ある種のクラブで秩序の維持など
の任務に当たる守衛という意味です。昔ビートル
ズのアルバムに（サージェント･ペパーズ･ロンリ
ー･ハーツ･クラブ･バンド）というビートルズの
中で傑作といわれたアルバムがありましたが、同
じサージェントです。
ロータリーでは例会上の秩序を保つためのあら
ゆる権限を持つ重要な役職であるといわれており
ます。SAAが正式な役職として定められたのは
1906年、ロータリーが出来たのが1905年ですから
１年後に定められたということです。大変歴史の
ある役職です。ポール･ハリスと他何人かの人が
最初のSAAに就任したそうです。
審議機関としての権限しか持ってない理事会メ
ンバーを超越した、例会上における最高の権限を
持つ執行機関の役員である。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ないが、
もし必要があれば理事会に出席して発言すること
が出来る。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である。最近の傾向として、
SAAの任務がニコニコ箱の集金係りに化している
クラブが多いが、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らない。
具体的な職務内容
１】例会の司会進行
２】例会場への入場、退場許可、例会場の開門閉門
３】早退、遅刻の承認や拒否
４】私語に対する警告
５】卓話の時間励行
６】例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退場
命令
７】例会場の設営テーブルの配置、座席の指定
８】食事の献立、業者の選定、食事の手配
９】ニコニコ箱の管理とその募金状況の報告
以上が基本的な任務で例会の品位と格調を堅持
することを図り例会がその目的を達成できるよう
に準備する。
入会して20年になりますが、一番印象に残って
いるのは、金田さんという立派なロータリアンが
いらっしゃいまして、今はもうお亡くなりになっ
たのですが、私が入会したころ、SAAの襷をかけ
て怖い顔をして入り口にいつも立っていて、前の
週に休んだ人にメイクアップカードを要求してい
たり、例会中に私語をしていると、そこうるさい
とどなっていたのを思い出しますが、それは怖か
ったですね。普段はとっても優しかったのですが、
でも今思いますと本当にロータリーを愛して一生
懸命活動していたんだなと思います。私もこの同
じ襷をかけることの誇りを感じ、少しは見習い私
なりに常盤会長を支えながら今期しっかり任務を
遂行したいと思いますのでよろしくご協力お願い
致します。以上をもちまして卓話とさせていただ
きます。ありがとうございました。
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こんにちは。
明日は防災の日です。アメ
リカの東海岸を北上したハリ
ケーンは死者40人、試算では
70億ドルの被害をもたらした
そうです。
わが国でも予想進路に依れ
ば、台風12号が３日に上陸の
恐れがあるそうですが、温暖化の影響か大雨を伴
う場合が多いので注意が必要だと思います。
天災は、ある面しかたありませんが、日本は、
最近行政の問題による
「人災」
が多いように感じます。
お読みになった方も多いのでしょうが、読売新
聞の１面「編集手帳」に松下幸之助氏の話が載っ
ておりました。
それによると、京都の立花大亀老師が松下氏に
「君のおかげで、こんなに心がなく物ばかりのい
やな日本になってしまった。君の責任で直しても
らわなければならん…」といった。そのことがき
っかけになったのか４年後に国家経営の人材育成
を目的に、
「松下政経塾」が創設されたとあります。
96代首相に選ばれた野田佳彦氏は千葉の船橋出
身ということですが、新首相はその第１期生とい
うことですので、「心不在」でその場限りの人気
取り、目を逸らさせる為に実現性の無いほかの話
を持ち出して批判逃れする政治から脱却していた
だくことを期待します。
ロータリー情報研修会が、10月12日に開催され
「奉仕」について外部講師を招いて行われますの
で入会５年までの会員はご出席ください。
また、創立55周年祝賀例会が11月９日ホテル・
ザ・マンハッタンにおいて夜間移動例会として、
夫人総会が11月30日に行われます。
いずれも、御予定をいただいて、会員の御夫人
の大勢の出席をお願いいたします。

９月９日 の例会は９月10日 移動例会に振替
サッカー観戦（柏レイソルvs名古屋グランパスエイト）
９月30日 の例会は移動夜間例会に変更
第１回インターゴルフ及び夜間例会
・柏ＲＣ
９月21日 の例会は夜間例会に変更
点鐘 18：30
場所 三井ガーデンホテル柏 ２Ｆ
９月28日 の例会は９月29日 の第10分区合
同例会及びロータリー情報研究会に変更
点鐘 16：00
場所 ザ・クレストホテル柏
５ その他
特にありません。

10月23日 、秋の市内一斉
清掃が実施されます。「市民
ぐるみでクリーンデー」です。
ＡＭ８:４５に松戸駅西口デ
ッキに集合です。清掃範囲は、
松戸駅西口および東口周辺で
す。１時間の清掃時間です。町がきれいだと気持
ちがよいですね。積極的なご参加お願い致します。

会員52名
出席41名
仮欠11名
斎藤
松葉
猪股

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①特にありません。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①米山梅吉記念館より官報
18号ならびに秋季例祭の
お知らせが届きました。
９月17日 、午後２時より、米山梅吉記念館に
て開催されます。
３．他クラブ会報・その他
活動計画書が松戸中央RCより届いております。
４ 例会変更の連絡
・柏西ＲＣ
９月２日 の例会はガバナー公式訪問例会
− ４ −

重久君
則明君
貴久君

土、屋 亮平君
澤田 正宏君
山田 達郎君
土、肥伸一郎君
三国 大吾君
本日出席率

義務会員43名
義務会員36名
義務会員 7名
島村
川並

免除会員 9名
免除会員 5名
免除会員 4名

善行君
芳純君

松戸中央ＲＣ
松戸中央ＲＣ
米山セミナー
鎌ケ谷ＲＣ
東京小石川ＲＣ

大川
山田

吉美君
達郎君

８月25日
８月25日
８月27日
８月25日
８月26日

85.42％

ニコニコBOX

当日￥

財

当日￥ 3,648 累計￥ 31,323

団BOX

0

累計￥ 233,000

文責／橋口

