














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 三浦宣之    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 増岡昌行  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆ 令和元年９月１９日（木）公式訪問直前クラブ協議会 点鐘：19：00 会場：ふな又 

 

 

三浦年度  第８回  通算２７０４例会           令和元年９月１２日 

2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「ロータリーを学び、実践し、楽しもう」

 

1 地区より『2019年 8月九州北部豪雨災害 

義援金』ご協力のお願い。会員１名 500円 

×28名 14,000円 9月 10日送金。 

2 地区青少年部門より『2019～20年度青少 

年交換派遣候補生正式合格』のお知らせ 

3  地区青少年部門より『高校生海外研修派 

遣団員の募集』 

派遣場所 大韓民国 3750地区  

  

皆さん今日は。大宮西ロータリークラブ 

から押野一郎様、配島信恵様、岡部勉様、 

風岡淳一様、ようこそお越しくださいまし 

た。今日はゆっくりと楽しんでいただけれ 

ばと思いますので宜しくお願いします。 

 久しぶりに鮒又の例会場に戻ってきまし 

た。その間は、まず、8／18に岩槻まつり 

がございました。岩槻高校のインターアクトクラブとのバザ

ーの方もお陰様で完売いたしました。バザーの方は 45390円、

そして、ポリオ募金は 16912円となりました。沢山のバザー

の品物のご提供そして、当日は朝早くから会場を設営して頂

きありがとうございました。 

そして 8／24（土）はＩＡ年次大会へ参加しました。増岡

幹事・出山エレクト・鈴木真樹さんの 4人で参加しました。

ロータリアンは 30 名くらいいましたが私も途中で抜けてま

た戻ってみると地区役員のほかに最後いたのは私ともう 1人

だけでした。あくまでもこの事業は学校と生徒が主体となっ

ている事業なのでいいのかなと思いました。 

9／5（木）は遠藤会員の大光寺で早朝例会を開催いたしま

した。早起きして、掃除をし、ラジオ体操をするのも清々し

い気持ちになりたまにはこういった例会も気分が変わって

良いのかなと思いました。般若心経を皆で唱えましたが意味

がさっぱりわかりませんでしたが、身が引き締まる思いがい

たしました。その後の朝食は遠藤会員の手作りの味噌汁が最

高に美味しく、オブザーバー参加した津田元会員とともに４

杯ものんでしまいました。帰りには手に持ちきれないほどの

お土産を頂き、早速ご利益があったのかな、早起きは 3文の

得とはまさにこのことかなと思いました。 

  今日は関根職業奉仕委員長の卓話となっています。終

活のお話という事で、非常に興味深いお話が聞けると思いま

す。皆様も色々とお聞きしたい事あると思いますので沢山質

問して頂ければと思いますので宜しくお願いします。 

 

大宮西ＲＣ 

ＳＡＡ                 押野 一郎 様 

副ＳＡＡ               配島 信恵 様 

親睦活動委員長         岡部   勉 様 

副幹事兼親睦活動委員長 風岡 淳一 様 
 

会長挨拶      第 57 代会長 三浦宣之 

幹事報告                幹事 増岡昌行 

2020年 3月 28日～4月 2日 5泊 6日 

応募締切 10月 31日 選考予定 11月下旬  

4  地区青少年部門より『顧問教師会との集い』 

2019年 10月 12日(土) 16：00～20：00 蓮田魚庄別

館 締切 9月 30日 

5  岩槻東ＲＣより『補助金事業オータムフェア』ご案内 

児童養護施設いわつきオータムフェア地域交流会 

9月 21日(土)11：00～15：00 参加費無料 

6  地区より 2020～21年度主要行事予定(案) 

7  ロータリーの友広報誌『ロータリー友とあゆむ・地域 

と歩む』 

8    大宮西クラブより週報 

9    小林操ガバナーより日本のロータリー100周年記念バ 

ッジについて 

10   9月ロータリーレート 1ドル 106円 

11   RI日本事務局より『ビジョン声明の和訳変更』 

12   RI日本事務局より『財団室ニュース 9月号』 

13   ハイライトよねやま Vol233 

14   財団法人米山梅吉記念館より賛助会ご入会のお願いと 

館報 2019秋号 Vol34 

15   埼玉県腎・アイバンク協会より第 34回埼玉県「目の愛 

護デー」開催についてのお願い 

入場無料 会場 さいたまスーパーアリーナ TOIRO 

時間 13：00～16：00 

16   第 4Ｇ大宮西、大宮東、岩槻東、大宮北東から 9月例 

会予定表、大宮北から 3ヶ月(9,10,11月)例会予定表 

 

本日のお客様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹 副委員長 関根信行  委員 志水一雄 中村 正 高橋真理以 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

27 8  2 37.04％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 16,000 円 

年間累計額 154,000 円 

 

ビジター 

大宮西ＲＣ SAA 押野一郎 様 

本日は会員の増強維持、ひいてはクラブの活性化について学び

たく伺いました。 

大宮西ＲＣ 副 SAA 配島信恵 様 

メイクアップで他のロータリークラブに参加する事は初めて

です。勉強して帰りますので宜しくお願い致します。 

大宮西ＲＣ 親睦活動委員長 岡部勉 様 

三浦会長はじめとする岩槻ＲＣの皆様、本日は宜しくお願い申

し上げます。増岡幹事とは 30年来の友人です。 

大宮西ＲＣ 副幹事 兼 親睦活動副委員長 風岡淳一 様 

本日勉強させて頂きます。宜しくお願い致します。 

メンバー（50音順） 

小林利郎  塩田淳司  鈴木 隆  鈴木真樹   

関根信行  田畑寛樹  増岡昌行  三浦宣之 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

 

職業奉仕委員長 関根 信行 
 

私の業種は葬祭業です。この業界に身を於い 

てから早 23年、起業して 19年の年月が経ち 

ました。私は『職業奉仕』と言うロータリー 

の教えにとても救われました。「自分の職業を 

頑張って行う事がそもそも社会奉仕ですよ。」という考えです。 

昔、私が、この職業に就いたばかりの頃は、忌み嫌われている

業種でした。2008 年に公開された映画「おくりびと」から言

葉が生まれ、世論も少し見直され、社会的にも認知されたと感

じております。 

今回のテーマは最近、何かと話題の「終活」のお話です。 

葬儀イコール、死を表しますし、時には残酷で、とても不条理

で、どうしようもなく悲しい出来事が起こる、確かに縁起でも

ない話なのかもしれません。 

私の恩師が良く言っておられました。 

「親を亡くすことは、自分の過去を失うこと。」「伴侶を亡くす

ことは、自分の現在を失うこと。」「子供を亡くすことは、自分

の未来を失うこと。」「そして友を亡くすことは、自分の一部を

失うこと。」と仰っておりました。 

「お金どうする？」とか「葬儀やお墓どうする？」とか「病気・

介護どうする？」確かにそんな問題も、沢山ありますが、今回

お話したい事は、そもそも「終活」とは「死と向き合うことで

自分の生き方を考える。」と言う事です。「何を考え。」「何を残

し。」「何を捨て。」「何を伝える。」のかを選択する。人生で一

番、究極の教えや学びの場でもあると私は考えます。又、恩師

がおしゃっていたのが、人が死ぬ時には 3つの言葉から思いが

成り立つのだとも言っておられました。私は 4つあるだろうと

思いますが。 

①ありがとう。と言う感謝の言葉②ごくろうさん。と言うねぎ

らいの言葉③ごめんね。と言う謝罪の言葉。 

その恩師が亡くなった時に思った、④ちかいます。と言う約束

の言葉。この思いを常に、心の片隅に置いて居たならどんなに

人生が豊になるだろうと思いながら生きております。 

話は変わりますが、最近の傾向で遺影写真がどんどん、大き

くなっているのです。カメラの性能が上がり、皆スマホを持ち、

写真を撮る機会が増え、写真が前より身近になって来た事が原

因と思われますが、葬儀に於ける写真の重要度が変わって来た

と感じております。葬儀の一部分の場所を使い、その人が好き

だった物や写真を飾る「思い出コーナー」を作る傾向もありま

す。その場、その時の、自分の足跡（写真）を残すことで、家

族に想いを残して行ける。そんな事が出来る写真と言うのは凄

く大事なものでしょう。 

私は、亡くなる前に、もっと沢山、話す事をおすすめ致しま

す。一度、写真を整理して、その写真を見ながらご家族の方と

食事をしてみると新しい気付きがあるかもしれません。又、き

っと、家族・会社・仲間・友人・それぞれが皆さんの違う姿を

写真に残しているはずです。そんな写真を見ながら、こんな一

面があったのかと家族の知らない姿を共有出来たのであれば、

それはそれで、凄く良いことだと思います。何とか、そんな写

真を共有出来る、受け皿を私達が作れないかとも考えたりして

おります。ロータリーでも今年度、良く耳に聞く「つながる」

ですね。最近はカメラのデジタル化・スマートフォン等の普及

に伴い写真がデータになってしまったので整理は大変かもし

れません。富士フィルムが出している「イヤーアルバム」がお

ススメです。http://year-album.jp/結構簡単に整理してくれ

ます。何故、この話をしたかと言うと今後は必ず「デジタル遺

品」と呼ばれるものが皆様を悩ませるのだろうと推測出来るか

らです。パソコンやスマートフォンのパスワードは必ず紙に残

し、家族の誰かに渡る様にした方が良いかもしれません。 

 

スマイルＢＯＸより 

葬儀の形も段々と変わってきてお 

り、昔は大勢の方に見送られた葬 

儀ですが、今では少ない人数で親 

しい人たちで時間を共有し、二度 

とない時間をゆっくりと過ごす、 

そんな葬儀も増えて来ました。と 

はいえ、沢山の会葬者が来る葬儀 

もまだまだあります。葬儀も 2極 

化が進んでいるのでしょうか？今、弊社では会葬者 100 人を越

える葬儀は全体の 5％位、2日間にかけて執り行う 100名未満の

葬儀が全体の 35％位、1 日葬が全体の 30％位、火葬式・直送が

全体の 30％となっておりました。また、埼玉県のお葬式のデー

タと言うものがあります。葬儀料と式場・火葬料で 110 万・お

布施・戒名料で 50 万 2 千円・飲食代として 32 万 7 千円・埼玉

県平均は 186 万円と出ておりました。又、お葬式で高く掛け過

ぎたと言う方が 20％位、逆にお葬式で予算を絞りすぎて、やり

たい事が出来なく後悔したと言う方も 20％位いるとの事でし

た。両方に言える事は「キチンとお別れする事が残された家族

にも大事なのだ」と痛感致しました。大きくても小さくても、

お葬式はやりきる事が大切だとも私は考えます。 

皆さん「終活」とは最初の方にも言いましたが、「死と向き合

うことで自分の生き方を考える。」と言う事です。それをもう一

度考えて頂ければ幸いです。ご清聴有り難う御座いました。 

 

 

卓話 「終活の話」 

shu 

http://year-album.jp/

