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２０１３年７月１０日　第２１１０回例会　VOL. ４５　No. ２

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業

　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

　 
■本日の欠席者
倉本、山崎

■他クラブ出席者
松本、佐藤 (横浜鶴峰 RC)、新川 (地区 )

■ビジター
佐藤　利明殿 (横浜鶴峰 RC)

菊池　栄一殿 (横浜鶴峰 RC)

橋本　昌明殿 (綾瀬 RC)

■会長報告
　新入会員への歓迎の辞は、後ほど別途入会

式にて行いますので、ここでは簡単に地区関

係・クラブ関係の連絡を報告します。

○地区関係

１）地区青少年奉仕委員長会議

日時　７月 29 日 ( 月 )15:00 ～

場所　ソシア 21

　　　青木新世代委員長と安藤が出席します。

２）クラブ地区大会委員の選出の打合せ会

日時　７月 24 日 ( 水 )15:00 ～

場所　川崎稲毛神社

　　　北沢さんにお願いすることとしました。

○クラブ関係

１）旭区スポーツ大会への協賛金１万円の要

請がきましたので、昨年同様に支払うことと

しました。

２）タウンニュースへの暑中見舞い名刺広告

￥10,500 を昨年同様に掲載することとしまし

た。

会長挨拶

　連日 35 度を越える酷暑日が続いています

が、会員の皆様におかれてはくれぐれもお身

体にお気をつけ頂き、元気にお過ごし頂く様

お願い申し上げます。

　昨日、福島第一原発の東日本震災時の所長

であった吉田所長がお亡くなりになったとの

報に接しました。原発を救うため、福島を救

うため、日本を救うため自らの命を省みず勇

敢に対処された方だと聞いています。心より

ご冥福をお祈り申し上げます。

　この後、委員会報告終了後に厳かに鈴木さ

んと二宮さんの「入会式」を執り行いますので、

宜しくお願い致します。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　７月 12 日㈮

本日の出席率      93.33％

本日の出席数     28 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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　　　点鐘　12:30

場所　瀬谷区公会堂会議室→ e モール会議室

　　　瀬谷区二ツ橋 309-1　℡ 045-363-1229

○横浜緑ロータリークラブ

日時　７月 31 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘 17:30

場所　東京シティー競馬 (大井競馬場 )

日時　８月 14 日㈬休会

○大和ロータリークラブ

日時　７月 23 日㈫移動例会 ( 野郎会 )　　　

点鐘　18:30

場所　ラ・パレット

日時　８月 13 日㈫取り止め例会

日時　８月 20 日㈫→ 22 日㈭

　　　家族例会 (納涼例会 )に振替

○横浜田園ロータリークラブ

日時　７月 30 日㈫

　　　点鐘　18:30

場所　HULA-MESHI 

日時　８月 13 日㈫休会

日時　８月 27 日㈫バラ園手入れ

　　　「藤が丘バラ園」　点鐘　10:30 ～

２）第３回理事役員会議事録を８ページにの

せております。ご覧下さい。

■鶴峰 RC よりご挨拶　　　　　

会長佐藤利昭様、幹事菊池栄一様

　今年度のごあいさつに伺いました。

　どうぞよろしくお願い申し上げます。

■青少年委員会　　             青木　邦弘

　換留学生の対応、支援はクラブ会員全員で

行いたいと思います。全員の方が個々対応と

して何が出来るかお願いします。支援のため

の寸志もお願いします。

支援アンケート

例　一日観光、家族旅行、

　　ディズニーランド、夕食招待、映画鑑賞

その他出来る事があれば内容とお名前をお願

いします。

８月３日㈯ 14 時からの地区研修会にて日程等

の連絡があります。

学校の日程は入手中です。

■親睦委員会　　　　　　　    佐藤　真吾

新年度親睦イベント第１段

「旭ジャズまつり」に参加しよう！

日時　８月４日㈰

　毎年恒例の「旭ジャズまつり」が開催され

ます。多くの会員の参加をお待ちしています。

みんなで大いに盛り上がりましょう！

■入会式　　 　　　 

入会式　会長祝辞　　　　　　　 安藤　公一

鈴木茂之さん、二宮麻理子さん。

　44 年に渡る歴史と伝統、例会数 2110 を数

える我が横浜旭ロータリークラブへようこそ。

心より歓迎申し上げます。

　ロータリークラブとは、「親睦の中から奉仕

の理想を生み出す」非営利団体です。

全世界に 120 万人の会員がおり、日々親睦と

奉仕活動に勤しんでいます。

　旭区内に事業所またはご自宅をお持ちの

方々が在籍され、様々な業種を代表する多士

済々の顔ぶれです。ご自身の会社では最高責

任者の地位ある経営者の方々が、ロータリー

クラブでは一会員として「自分に何ができる

か」「地域社会に対し何をなすべきか」を真摯
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取引があるそうです。

　出身校は横浜商科大学、お住まいは緑園、

奥様と３人のお子さんがいらっしゃいます。

私とは以前通っていたスポーツクラブで一緒

に汗を流した仲です。お人柄が良いので前か

ら勧めていましたが、やっと口説き落としま

した。横浜 CC のメンバーでハンディキャップ

は 10、当クラブのレベルアップになること間

違いありません。一日も早くロータリーに慣

れ、ロータリーライフを楽しんでください。

○二宮麻理子さん紹介　　　　　五十嵐　正

　二宮さんは皆様よくご存じのチャーターメ

ンバー二宮登さんのご長女です。以前からク

リスマス会などで家族でご参加いただきご存

じの会員さんも大勢いらっしゃると思います。

最終学歴は桐蔭横浜大学法学部をご卒業され

ております。現在は有限会社二宮代表取締役

として、資産管理にあたっておられます。本

業以外でも、週に一度日本語学校講師として

日本語を教えていらっしゃいます。また、お

父様と同じようにボランティア活動にとても

熱心な方で毎週木曜日には保土ヶ谷区にある

NPO 法人で日本語のボランティア活動をされ

ております。

 本日二宮麻理子さんが入会され、クラブに

とって大きな力になると期待しております。

どうか皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い

します。

■いわぬま福幸米麺販売のお知らせ
　岩沼産の上等なササニシキを麺にしまし

た！

に考え老若男女の別なく自由に発言し、地域・

社会貢献に向けて毎週 1 時間の例会を通じて

勉強を重ねています。充実した一回一回の例

会を重ねていくことでクラブとしてロータリ

アンとして必ず前進していくことができると

信じています。

勿論、親睦が第一ですので和気藹々の雰囲気

で会員相互に尊敬の念を忘れることなく「寛

容の心」を持って、業界や会社組織のしがら

みに捉われずに伸び伸びと交流活動・奉仕活

動を続けていきましょう。

　効果的な組織運営には必ず新鮮な空気が必

要です。往々にして閉鎖的な組織の場合、そ

の組織の常識が世間の非常識になりかねませ

ん。新しく入会され、良く分からないこと、

疑問に思うことがあるかと思います。どうぞ

遠慮なく周りの会員の皆様にお尋ね下さい。

改めて聞いて下さることにより、我々も学び

を得る機会を与えられ、ロータリー・奉仕の

本質をさらに深めることができるのです。ま

さに「教えることは学ぶこと」となります。

　今回入会された鈴木様のお力をお借りして、

よりよい地域、社会、そして世界平和に向け

て共に楽しく更に充実した奉仕活動を行って

行きたいと考えています。入会したてだから

と遠慮することなく自ら積極的に活動に参加

して頂けることを期待しています。

　本日は、本当におめでとうございます。

○鈴木茂之さん紹介　　　　　　関口　友宏

　鈴木さんは昭和 35 年生まれで 52 歳になら

れます。ご職業は下川井にある㈱タカスズと

いう運送会社の社長で、高梨乳業とも長年の
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・玄米麺１袋 (３個入 )            ＠ 420 円

・小松菜米麺１袋 (３個入 )        ＠ 420 円

・とまと米麺１袋 (３個入 )        ＠ 420 円

・米麺ギフトセット１袋 (３個入 )×６

                               ＠ 2,625 円

販売中 !! 問い合わせ先

　生産販売　愛宕ふぁーむ

　宮城県岩沼市下野郷字竹ノ内 25 番地

　代表　飯塚悦男

　電話　0223-22-1871

　FAX　 0223-22-2280

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤利昭殿、菊池栄一殿 ( 横浜鶴峰 RC) ／今

年度横浜鶴峰ロータリークラブ会長佐藤、幹

事菊池、二人で挨拶にお伺いさせていただき

ました。常日頃大変お世話になって居ります

が、今年度も宜しくお願い申し上げます。

橋本　昌明殿 ( 綾瀬 RC) ／久し振りにお伺い

しました。宜しくお願いします。

安藤　公一／①鈴木茂之さん、二宮麻理子さ

ん、当クラブへのご入会を心よりお祝い申し

上げます。②鶴峰 RC の佐藤会長、菊池幹事、

綾瀬 RC の橋本様ようこそいらっしゃいまし

た。

福村　　正／①鈴木茂之さん、二宮麻理子さ

ん、ご入会お待ちしておりました。②菊池様、

佐藤様、橋本様ようこそ！③松本さん卓話楽

しみです。

二宮麻理子／本日入会いたしました二宮です。

これからよろしくお願い致します。

吉原　則光／①松本さんの卓話大変楽しみで

す。よろしくお願いします。②鈴木さん、二

宮さん、ご入会お目出とうございます。ご活

躍を期待しております。

関口　友宏／①鶴峰 RC の佐藤会長、菊池幹事、

綾瀬 RC の橋本さんようこそいらっしゃいまし

た。②鈴木さんと二宮麻理子さんのご入会を

祝して。

新川　　尚／松本さん卓話楽しみです。

佐藤　真吾／①鈴木さん、二宮さん、入会を

心から歓迎いたします。②鶴峰 RC の佐藤様、

菊池様、綾瀬 RC の橋本様ようこそ。③松本さ

んの卓話楽しみです。

五十嵐　正／①鈴木さん、二宮麻理子さん、

ご入会おめでとうございます。新たなるパワー

に期待します。②鶴峰のまじめな新会長佐藤

さん、新幹事菊池さんようこそ。

千葉　和裕／①鈴木さん、二宮さん、我がク

ラブへようこそ。大歓迎致します。②本日、

横浜市の入札において５件落札しました。

兵藤　哲夫／①新年度役員の方々よろしくお

願いします。②新入会員の鈴木さん、二宮さ

ん歓迎いたします。③鶴峰 RC の佐藤さん、菊

池さんようこそ。④綾瀬RC橋本さんようこそ。

内田　　敏／①鶴峰ロータリークラブ会長佐

藤様、幹事菊池様ようこそ。②鈴木さん、二

宮さん入会おめでとうございます。よろしく

お願いいたします。③松本さん本日の卓話楽

しみです。

矢田　昭一／二宮さん、鈴木さんのご入会を

祝して。

青木　邦弘／①二宮さん、鈴木さん入会おめ

でとございます。ロータリークラブは例会出

席が義務となっておりますが、特に旭ロータ

リーは出席に傾注しています。②松本さん卓

話楽しみです。

二宮　　登／鈴木様、麻理子さん、入会お目

出とうございます。

斉藤　善孝／①安藤会長、福村幹事の就任を

祝して。②二宮さん、鈴木さん入会おめでと

うございます。

増田嘉一郎／①暑中お見舞い申し上げます。

鈴木さん、二宮さんの入会を歓迎します。②

松本さん、卓話期待して聞かせてもらいます。

田川　富男／①鈴木さん、二宮さん入会おめ

でとうございます。②松本さん、職業卓話、

葬儀のうら話しをお願いします。

漆原恵理子／鈴木さん、二宮さんお二人の入

会を心から嬉しく思います。よろしくお願い

いたします。

後藤　英則／二宮さん、鈴木さん、入会おめ

でとうございます。ロータリーを楽しんで下

さい。

北澤　正浩／①二宮さん、鈴木さんようこそ。
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　寺院の支払い以外は、そのほとんどを葬儀

社が立替、集金時にご精算致します。

　葬儀費用を車の購入に例えると

・車両本体が祭壇料金

・車両オプションが棺や骨壺、生花代

・諸経費（税金登録料等）が火葬料、返礼品

・燃料費が飲食費

・運転免許取得費用が御布施

・法令点検費用が年忌法要代金

・駐車場が墓地

　以上のように説明できます。

　新しいパソコンを購入してもソフトがない

と動かせないのと同じで、祭壇だけあっても

葬儀を執り行うことはできません。

２）葬儀社の選択（事前準備でのポイント）

　葬儀後に後悔しない為にできる最大のポイ

ントです。

　横浜市には現在 400 件以上の葬儀社があり

ます。葬儀社自体の規模は個人商店から互助

会（最大手）まで様々ですが、どこに依頼し

ても葬儀を執り行えます。

　何を基準に葬儀社の選択をするのかがポイ

ントになります。

　例えば、自宅から徒歩３分のところに式場

を完備した葬儀社があり、身内や近所の方が

便利だから、この葬儀社に依頼した。会葬者

が多く電車でのアクセスが良い式場を選んで

葬儀社を選択した。

　上記は立地条件を第一に選択する場合です

が、ポイントは葬儀社がその式場を運営して

いる事です。式場を持っている葬儀社は、他

社への貸出しは行いませんので式場を持って

いる葬儀社へ葬儀のすべてを依頼する事にな

ります。

　自宅や町内会館、市営斎場で葬儀を執り行

う場合は、葬儀社を選択しなければなりませ

ん。この時のポイントは何を基準にするかで

す。葬儀費用をポイントにするのか、その葬

儀社のサービス内容で判断するのか悩み処で

すが、この判断を間違えると後々後悔する事

になります。できる事なら最低でも２社から

相見積を取り、直接話す機会を作る事をおす

②松本さん、卓話たのしみにしています。

市川　慎二／①鈴木茂之さん、二宮麻理子さ

ん、ご入会おめでとうございます。どうぞ宜

しくお願いします。

■卓話
｢葬儀について｣　　　　　　　　松本　英二

１）葬儀費用とおおまかな流れ

　費用については、葬儀の形式により大きく

異なります。

　大まかに分類すると、火葬だけで済ませる

のか、儀式的な事を行うのかによって二通り

の選択肢になります。

　火葬だけ済ませ、後日告別式を行う方もあ

れば、火葬当日納骨まで済ませる方もある。

　また通夜・葬儀を執り行う方、一日葬で済

ませる方等、一昔前では、考えられないよう

な事が現在の首都圏での葬儀事情です。

　以前は、故人の遺志や家族の希望等に配慮

する事無く、概ね喪家が属している菩提寺の

儀礼に従い、葬儀は執り行われてきました。

　現在では骨葬を推奨する寺院も有るほど、

葬儀に対する寺院の対応は変わりましたが、

出入り業者以外の本堂の貸出しは一切禁止し

ている寺院や、現在の葬儀事情に配慮して下

さらない寺院は、まだまだ多くあります。

　菩提寺の無い方は、葬儀の際、宗旨宗派を

考えなければなりません。首都圏では 90％以

上が仏式葬儀を執り行っています。

　費用に関しては、葬儀社への支払い、火葬

場等への支払い、飲食費、返礼品代と寺院等

への支払いがあります。
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すめします。

　友人、知人や親戚から紹介された葬儀社が

ある場合は、必ず見積時に紹介者を立ち合せ、

納得するまで依頼しない事をおすすめします。

どんな葬儀を執り行うのか、ある程度はビジョ

ンを持たないと見積事態も葬儀社の誘導にな

ります。

　最近ではエンディングノート等も準備して

いる葬儀社がありますが、本当にその通りに

施行してもらえるのかは、ノートを書いた本

人だけが知り得る事です。実際の葬儀ではノー

トを書いた本人の葬儀ですから、他人が判断

はできません。

　「死」は人間に平等に 100％の確率でおこる、

避ける事の出来ない自然の摂理です。自分の

最後は自分で考える。もちろん家族の協力な

くして葬儀を執り行う事はできませんので、

ご家族で話し合う事が重要です。

３）葬儀後の事

　住民登録先役所での手続きをはじめ、故人

の戸籍の入手から相続関連手続きに並行して、

葬儀時に世話になった方々への挨拶、香典返

しの準備、忌明納骨法要の準備等があります。

　忙しくて、悲しんでいる暇もありません。

　墓地がなければ、準備しなければなりませ

んし、仏壇や仏具にお位牌、時期によっては

新盆の準備、お彼岸の準備等、仏事は期日が

決まっていますので事前の準備が必要です。

　墓地のあり方についても、最近では個々の

墓地を持たず合祀合葬式や樹木葬、海洋散骨

等様々な形態があります。

　また遺骨を使い人造ダイヤモンドを作り身

に着ける方や、ペンダントに遺骨を入れ身に

着けている方、専用容器に遺骨を入れ自宅に

置いている方等、故人の遺志、残された遺族

の希望でお墓だけが最後の行先ではない考え

方もできるのです。

　事務的な事だけでなく、遺品の整理や場合

によっては形見分け相続分割協議等、相手が

いる事によって滞る事があります。

　事前に対処できることは、解決しておくこ

とで残された遺族の負担が軽減できます。

４）自分の遺志をどう伝えるか

　近年、葬儀は大きく様変わり致しました。

儀礼儀式にとらわれることなく、故人の遺志

や希望、遺族の要望等を葬儀に取入れる事に

より「満足できる葬儀ができた」集金時にも

「納得できる費用、想定内でした」等のコメン

トを頂く事があります。

　しかし、葬儀を執り行ったすべての方々で

はなく一部の方に限られるのが現状で、いま

だに「うちは葬儀屋にいくら取られた」とい

う話を耳にします。事前に葬儀の事を考え備

えていればあわてる事無く全てが思い通りに

進むとは限りません。事前に何の準備もして

いなくても、たまたま選んだ葬儀社のおかげ

で思い通りの納得いく葬儀が行える事もあり

ます。

　大切な方が、目の前で亡くなって「あわて

るな」と言っても実際はかなり無理がありま

す。日頃から人間の命には限りがある。一時

間先を生きている保証は誰一人持っていない。

誰でも知っているはずの事なのに、自分や家

族には他人事として考えてしまい現実から遠

ざけ「死」は特別なものになっているのが今

の各家庭の考えではないでしょうか。子供の

将来を考えながら自分たち親の先行き、いず

れ死を迎えるための備えも将来の準備の一つ

ではないでしょうか。自分の葬儀を自分で考

え家族に伝えながら、家族の考えも聞入れ悔

いのない葬儀を執り行うには実際に葬儀を依

頼する葬儀社に納得いくまで話しあいを行い、

その葬儀社の担当者に直接会い、些細な事で

も不信感があれば他社にも聞いてみる。

　できる事なら最低でも３社の相見積を取り、

担当者の人柄や、葬儀社のサービス内容の確

認、見積金額の比較等をするのが一番です。

　まずは、自分で自分の葬儀を考える事から

始めて下さい。

　以上で、本日の卓話を終了させて頂きます。

■次週の卓話　　　
　　ガバナー補佐訪問　
　　クラブ協議会                   　

　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光
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