
■司　　会　ＳＡＡ　二宮麻理子

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　太田　勝典　

■出席報告

■本日の欠席者　　
漆原

■他クラブ出席者　　　　　
斉藤、関口（横浜瀬谷 RC）、秋内（地区）

■ 12 月誕生記念祝

関口　友宏会員　　　12.10

■会長報告
　皆様こんにちは、だいぶ風邪が流行ってい

る様です。くれぐれも体調にはお気を付けい
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ただきたいと思います。

　早いもので今回の例会で年内最後となりま

す。７月に会長を拝命して半年が経過しまし

た。この半年間、職責を果たそうと無我夢中

でやってきましたが、振り返ってみると至ら

ぬところばかりで、皆様にはご迷惑をかけて

しまったと反省しきりであります。この後、

年内は岩沼へクリスマスプレゼント、来月は

チャリティーコンサートとイベントは続きま

すので、引続き皆様のご理解、ご協力を頂き

たいと思います。来週は 19 日にクリスマス移

動例会となります。親睦委員会の皆様が楽し

い企画を用意しているようで、大変楽しみに

しております。一人でも多くの会員とご家族、

ご友人のご出席をお願い致します。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　12 月 23 日㈬→ 22 日㈫

　　　クリスマス例会　点鐘 12 時 30 分

場所　ホテルニューグランド

　　　フェニックスルーム（本館２階）

日時　12 月 30 日㈬休会

○横浜田園ロータリークラブ

日時　１月５日㈫新年例会　

　　　点鐘　午後６時 30 分

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

修正出席率 　     100％本日の出席率    96.30％

本日の出席数       26 名会  員  数 　 　 　 32 名
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場所　青葉台フォーラム

日時　２月２日㈫→１月 27 日㈬

　　　７クラブ合同夜間移動例会

　　　点鐘　午後６時 15 分

場所　新横浜国際ホテル南館２階

　　　チャーチル

２）当クラブは、12/23,30 は例会休会日、次

回は 1/6 となります。又、1/6 午後６時 30 分

より第 12 回理事会を開催します。新年会もか

ねて仕立て屋にて行います。理事の方はご参

加お願いいたします。

３）2015 年 12 月ロータリーレート

　　１ドル＝ 120 円

４）年内の寄付をご予定されている場合は 12

月９日の例会までにお願いします。

■旭区の事業所・団体資料の充実に向けての
取り組み ( 依頼 )
　　　　　　横浜市旭図書館長　川俣　浩一

○旭図書館開館 30 周年記念事業

　横浜市旭図書館は昭和 61 年５月に横浜市で

10 番目の図書館としてオープンして以来、地

域資料の収集・保存に積極的に取り組んでき

ました。図書館では平成 28 年５月に開館 30

伺年を迎えるに当たり、これまで手簿な分野

であった区内の事業所や団体等が刊行・所蔵

する資料の収集に着手します。ご寄贈いただ

いた資料は、旭区の貴重な地域として保存、

活用していく所存です。ご協力の程よろしく

お願い申し上げます。

１）ご協力をいただきたい法人

旭区に本拠を置く事業所や団体等

例 )企業、商店、協同組合、職能団体、

　　施設 (病院、福祉施設など )、

　　自治会、商店会　等

２）ご提供いただきたい資料

①刊行物

　法人が刊行したもので、法人の歴史や業務、

　活動内容がわかる資料。

・一枚物、パンフレット、冊子、図書など

　形態は問いません。

・収集した資料は図書館資料として登録を行

　います。

例 )会社案内パンフ、製品案内パンフ、社内報、

　　創業記念誌、自治会だより、自治会周年誌、

　　商店街だより等

②写真

法人または旭区に関するもので、昭和64年(西

暦 1989 年 ) までに撮影された写真。

・写真は旭図書館ホームページの「旭区デジ

　タルアーカイブ」で公開予定です。

・プリント版のものは図書館でデジタル化し

た後で、返却します。

例 ) 創業当時の会社・商店の社屋や設備を撮

　影したもの、事業所周辺の風景を提影した

　もの、商店街や町内会のイベントの様子を

　撮影したもの

３）問い合わせ先

　ご提供いただける資料がありましたら、担

当までご連絡ください。

　241-0005 横浜市旭区白根 4-6-2

　　横浜市旭図書館　篠崎、鈴木

　　電話 045-953-1166　 FAX045-953-1179

■クラブ職業奉仕委員長会議報告　 秋内　繁

日時　12 月８日㈫午後３時～５時

場所　メモワールプラザソシア 21

１）教職員短期研修の経緯と効果について

　横浜市浦島小学校校長平本正則様（元横浜

市教職員人事部教職員育成課長）よりお話が

ありました。

・夏季休業間の２～５日間、市立学校職員 886

　名を民間協力企業 102 社へ派遣し、体験研

　修を行いました。

・世の中がグローバル化していく中で、子ど

　もたちを教育していく上では、学校という

　狭い視点では限界があります。教員の視野

　を広げることを目指した研修です。

・当初は研修にたいして後ろ向きの意見もあ

　りましたが、研修終了後は企業の迅速な意

　思決定方法や業務の効率化、活気ある職場

　等「視野を広げる」きっかけとなり、これ

　からの学校運営に役立てていこうという姿

　勢に変わりました。
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２）川崎市・横浜市教職員企業研修派遣報告（地

区職業奉仕副委員長大越雅也様）、又、企業派

遣報告会、受入企業の開拓について報告あり。

３）シンポジウム

「ロータリーの原点　職業奉仕の理念」

　シンポジスト箕田ガバナー、大野直前ガバ

ナー、高良ガバナーエレクトの３名の方から

いろいろとお話しがありましたが、一部を記

載します。

・箕田ガバナー

　RC の職業奉仕は近江商人の「三方よし」売

　り手良し、買い手良し、世間良しであろう。

　職を通して世間も繁栄することです。

・高良ガバナーエレクト

　例会で是非経営の勉強をしていただきたい。

　各企業のビジョンは何でしょうか？経営者

　である会員が経営について語り合って下さ

　い。また、渋沢栄一は「論語と算盤」で論

　語と算盤は経営の両輪といっています。

　二宮尊徳は「道徳のない経済は犯罪である」

　と言っています。経営には人間性、社会性

　も大切なのです。このような話し合いの例

　会はクラブの魅力アップ、活性化にも繋が

　るとおもいます。来月は職業奉仕月間です。

　宜しくお願いします。

■職業奉仕研修会報告　　　　　二宮麻理子

日時　11 月 26 日㈭

第６グループ（安藤、滝澤、田川、二宮）で

職業奉仕についての研修会を行いました。

　職業奉仕とはあらゆる職業に携わる中で奉

仕の理想を生かしていくことをロータリーが

育成・支援する方法である。（手続要覧）

　職業奉仕はロータリークラブの特徴である

と言われていますが、理解するのが難しく、

わかりにくいと思いました。研修会の中で職

業奉仕をどう考えればよいのか先輩会員の

方々に質問しましたら、分かりにくい概念で

はあるが他の団体にはないロータリーの特徴

であると言われました。

　一般職業人にも理解できるように簡潔にま

とめたという「四つのテスト」の理解もまた、

むずかしいです。職業奉仕を理解できなけれ

ば、実践は出来ません。

　理解するにはロータリーの創立と目的、当

時の社会状況を考えなければなりません。ロー

タリアンは職業人の集まりであり、その職業

の責務を果たし地域社会の人たちの模範とな

るように努力しそれが社会の向上に繋がると

理解しました。これが正解かどうかはわかり

ませんが。

　次に職業奉仕をクラブで実施していくには

どうすればよいのか。又、どのようなことを

すればよいのかを、いままでの活動について

聞いてみました。

①高校で、職業を理解してもらうための出前

　授業

②職業卓話

　個人では実践しやすいと思いますが、団体

では難しく、良い方法が見つかりにくいと思

いました。他のクラブでは　どのようなこと

をしているのか調べましたら、多くは職業卓

話、職業体験、職場見学等でした。

　面白いと思った奉仕活動は中学校での「模

擬裁判」歯科医師による「健康講座」外国人

が多くなった地域での「外国人無料相談」会

員が相談員となる「無料相談」などです。

　この研修会ですべてが理解できたわけでは

ありませんが、先輩方のお話を聞き、自らが

学び、考えることにより理解が進むと思いま

した。今後どのような活動を実践していけば

よいのか、これからも考えていきたいと思い

ます。

■チャリティーコンサート部会　  福村　　正

　いよいよ開催が近づいてきました。来年１

月 10 日午後５時、岩沼 RC から常盤木学園の

生徒さんたちとこちらの生徒間で交流会をひ

らきます。岩沼 RC からも会員がおいでになる

予定です。旭 RC からも会員の出席をお願いし

ます。そして 11 日はコンサート開催日です。

12 時開場、13 時開演の予定です。企業協賛に

つきましては引続きご協力を宜しくお願い致

します。
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■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／松本さん、卓話宜しくお願いし

ます。

市川　慎二／①松本さん、卓よろしくお願い

します。②内田さん、先日はお餅つきのマキ

を有難うございました。

吉原　則光／例会の卓話、本年最後となりま

した。松本さん、よろしくお願いします。楽

しみにしております。

青木　邦弘／今日テレビでお骨を宇宙に飛ば

す葬儀があるとの放映がありました。松本さ

ん、卓話楽しみです。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。本日の卓話、

松本会員のお話、楽しみにしています。よろ

しくお願いします。

後藤　英則／松本会員、本日の卓話、楽し味

です。

内田　　敏／松本さん、本日の卓話楽しみで

す。

岡田　清七／松本会員の職業卓話、勉強させ

ていただきます。

杉山　雅彦／①本会場の例会は、年内最終と

の事です。一年早いですね。②松本会員、卓

話宜しくお願いします。

佐藤　真吾／松本さん、卓話楽しみです。

太田　勝典／①松本さん、卓話楽しみです。

②倉本さん、お久しぶりです。

福村　　正／①松本さん、卓話楽しみです。

②チャリティーコンサート部会からの報告を

させていただきます。ご協力の程、宜しくお

願いします。

関口　友宏／①誕生日祝いを頂き、ありがと

うございます。②弊社神奈川西支店（伊勢原

と小田原営業所を統合）が、秦野の国道 246

号沿いにオープンしました。

安藤　公一／①松本さん、卓話宜しくお願い

します。② 12/6、大学ラグビー対抗戦は早稲

田と明治が戦い、明治の勝利となりました。

３年ぶりの同率優勝おめでとうございます。

今週末より大学選手権が始まり、1/2 に準決

勝、10 日が決勝となります。

■卓話　「昨今の葬儀について」　　
　　　　　　　　　　　　　　　松本　英二

　会場するまで、自分が卓話の当番であるこ

とを、すっかり忘れておりました。お渡しす

る資料等が無く、拙い話しですがお聞き下さ

い。

2016 年チャリティーコンサート特別企画

宮城県常盤木学園招待計画行程表
主催／横浜旭ＲＣ・岩沼ＲＣ　

　　　　　　　　
８：33
10：16
10：32　
10：58　 
11：15　
11：23　 
11：31
12：00　 
（午後）
16：20
16：30
17：00　 
17：30
～ 18：30　
19：00
20：30

仙台発はやて 112 号
東京着 23 番線
東京発 10 番線東海道本線小田原行
横浜着　出迎え（新川会長・五十嵐）
横浜発みなとみらい線
元町中華街駅着ホテルまで徒歩約８分
ホテル着（ポートヒルホテル）
昼食・説明（新川）
自由行動（午後 13 時～ 16 時 20 分）
ホテル集合
ホテル出発（バス・旭ＲＣ市川）
保土ヶ谷公会堂集合、搬入作業補佐
地元高校生と交流会（進行／佐藤真）
交流会終了後バスにて夕食会場へ移動
夕食（横浜中華街・彩鳳／ 045-680-5201）
生徒は夕食終了後バスにてホテルへ送迎
岩沼ＲＣと懇親会

（行程概要）

2016 年１月 10 日（日曜日）

8：30
9：00
9：30
12：30
13：00　　　
15：00
～ 15：30
17：29
17：36
17：42
18：08
18：20
19：52

　　　　　　　　

11 日（月曜祝日）

ホテル出発（送迎バス・旭ＲＣ市川）
保土ヶ谷公会堂着後リハーサルへ
全体ミーティング・集合写真
開場
開演
常盤木学園出演演奏（３番手）

相鉄星川駅発
横浜着
横浜駅発７番線ＪＲ東海道本線・小金井行
東京着７番線
東京発はやぶさ 31 号新青森行 22 番線発
仙台着 11 番線
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　青木さんの話しにありました、宇宙葬の話

しですが、現在東京ビッグサイトで、葬儀

社向けのビジネス展「エンディング産業展

2015」を開催してます。８日～ 10 日までの３

日間、日本全国から葬儀関連の企業がブース

を出展し、我々葬儀社に対しアピールする場

です。参加企業数は 200 社以上、中にはお坊

さんまで出店しています。

　お坊さんが出展して何をしているかと不思

議に思うかもしれませんが、昨今の檀家離れ

僧侶の数の増加により、お坊さん自身が営業

して稼がなければならない状況にあります。

　葬儀や法要の時、自分を呼んでくれる葬儀

社にアピールする為の出店です。独自にイン

ターネットを使って集客している僧侶の団体

まであります。例えば、葬儀で二日間の読経

と戒名を頼むと、「信士・信女」は 30 ～ 40 万

円、「居士・大姉」は 40 ～ 60 万円、院居士に

至っては 60 万円以上していた御布施が、この

僧侶団体を利用すると信士で 20 万円、居士だ

と 30 万円、院信士 40 万円、院居士 50 万円で

通夜葬儀の読経料込になり、僧侶の追加も可

能です。僧侶一人に対し 10 万円が追加料金に

なり、他車代、御膳料が別途発生します。

　院居士で僧侶二人で葬儀を頼むと、66 万円。

初七日を頼むと別途５万円かかり合計 71 万円

を支払うことになります。それでも、依頼す

る人たちがいるのが現状です。

　また、葬儀関連業界は様々な業界からの参

入があります。最近増えてきたのが、葬儀後

の後始末と言えば分りやすいと思いますが、

相続問題にはじまり遺骨の行先相談、住居の

家財道具の片付の専門職、遺品整理士と名乗

る企業まで誕生しています。

　最近の葬儀事情は、相変わらず家族近親者

で執り行う小規模な形式が一般的になりまし

た。火葬だけ行う「直葬」と呼ばれる形式も

まだまだ増えつつあります。しかし小規模な

葬儀を行えないケースもあり、先月他界され

た「北の湖」さんは、九州で亡くなり、東京

まで霊柩車で搬送し近親者のみで密葬で執り

行われたようですが、弔問者は 200 名以上だ

と報じられていました。九州から東京まで霊

柩搬送すると、高い業者で 80 万円位、安くて

も 50 万円はかかると思われます。12 月 22 日

には協会葬が執り行われるようです。

　終活・エンディングノートという言葉を見

聞きする事があります。自分の最後を自分で

決めようとする良い試みだと思います。葬儀

だけに限らず自分に纏わるすべての事柄を自

分で確認し取り決める事ができます。自分の

最後の話を生前にするわけですから、中には

縁起が悪い等と真面目に取り組んで頂けない

事があるかもしれませんが、明日の命の保証

もない我々が、自分の身辺を把握し「もしも

の時」には、残される家族や、会社等の事も

事前に話し合っておくことが大切だと思いま

す。

　ちなみに私の場合はすべて話し合いが済ん

でおります。墓地も必要ないと言う私の意見

に戸惑いがあったようですが、私の思うとお

りに事進むように段取りしてあります。年の

終わりに話すような事柄でもないかもしれま

せんが、新年早々よりも今のほうが良いと思

いますので是非ご家族でお話し下さい。

　余談ですが、先日カトリック教会の神父様

から不思議な話を聞きましたのでお話させて

下さい。カトリック教会の神父になるには、

神学校をでて助祭として勤めあげた方々が叙

階し助祭から司祭になられます。毎年、叙階

した司祭が一同に集い教区の司教様から皆の

前で名前を呼ばれるそうです。着席している

助祭が自分の名前をよばれ、立ち上がると司

祭としての叙階にむけ活動できるそうですが、

この時に名前を呼ばれても立ち上がることが

できない助祭がいるそうです。立ち上がれな

いと司祭になる事ができないそうです。

　この話をして下さった、神父様曰く「今は

神父になる時でない」神様からのお告げの様

なものだと解釈すればよい。と言う事でした。

　何事にも「時」がある。改めて痛感した話

でした。

　本日は拙い話をお聞きいただき、ありがと

うございました。

■次週の卓話
　１/13 ㈬　  職業奉仕フォーラム
　　　　　　担当　鈴木　茂之会員　
　　　　　　　　　 週報担当　　杉山　雅彦
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日　　時 平成２７年１２月２日(水) 出席

１３時３０分～ 青木　邦弘 安藤　公一 五十嵐　正 市川　慎二

場　　所 例会場 佐藤　真吾 田川　富男 滝沢　　亮 新川　　尚

二宮麻理子

欠席

漆原恵利子 北澤　正浩 福村　正

報告事項 1 次年度新理事決定について

12月2日開催のクラブ年次総会において、9名の次年度理事が決定しましたのでご報告

致します

青木邦弘 漆原恵利子 新川尚

五十嵐正 田川富男 二宮麻理子

市川慎二 滝沢亮 福村正

審議事項 1 役員選任について以下承認いただきました。

会　長 青木　邦弘 幹　事 北澤　正浩

会長エレクト 福村　正 会計 佐藤　真吾

副会長 漆原　恵利子 SAA 安藤　公一

2 役員の理事会メンバーとしての責任と権限について以下承認いただきました。

当クラブ細則3条5節の幹事、会計及びSAAについては、従来通り理事会メンバーと

同等の責任と権限を有するものと致します。

3 クラブ協議会について以下承認いただきました。

次年度のクラブ協議会は５回とし、うち１回は第5グループガバナー補佐来訪時に、

例会時間内に全員参加で実施。

第１回 地区協議会終了後3週間以内、4月中旬頃

第２回 次年度計画作成精査、6月上旬頃

第3回 ガバナー補佐来訪時

第4回 上半期振り返り、1月中旬

第5回 通年の振り返り、4月中旬

4 委員会組織の内、一部委員会の委員長兼任について

一部承認、一部継続審議となりました。

①会員増強と職業分類委員会

②青少年委員会とインターアクト委員会

③出席委員会と親睦委員会

④雑誌委員会と研修・広報委員会

⑤その他委員会についても一部お願いする事もあります。

③と④については継続審議となりました。

2016～2017年度　第１回　理事役員会　議事録


