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２０１５年８月第３例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
皆さん、こんにちは。２週間ぶりの例会となりまし

たが、この間いかがお過ごしでしたでしょうか？ 
今日はこの時期、即ちお盆に関わる事について少し触
れてみたいと思います。今は少子高齢化ですが、１０
年後あるいは２０年後どういう社会になるでしょう
か？はっきりしているのは、今後は「多死社会」がそ
こまで来ているという事です。団魂世代の１０年はあ
っという間で、その世代が平均寿命に達するころ、忙
殺されるのが葬祭関連業界のお寺、火葬場、斎場さら
に花店等々が忙しくなります。すでに都内で火葬場な
どは１週間、１０日待ちはザラだそうです。火葬場を
増やすのは容易ではないので、既存施設の稼働時間を
早めたり、延長したりして急場を凌いでいる自治体も
あります。火葬場近くには遺体安置所代わりのホテル
まで出現しているそうですし、お墓専用のマンション
まであるそうです。又、地方では檀家が減ってお普請
もままならないお寺が急増して墓地も荒れ放題となっ
ており、地方からお弔いの出稼ぎに都市部へやってく
るお坊さんも結構いるという話を聞いております。 
テレビでも新聞でも葬儀場、墓地、墓石の広告が毎日
のように出ています。かつては日陰に潜んでいた葬祭
関連業界ですが、今やマスメディアを通して宣伝でき
る一大産業となっております。お陰でお布施や戒名代
が透明化され、葬儀費用は一応リーズナブルになって
きっている様です。ただ過去においてお寺さんによっ
ては戒名が１文字２０万円という所があったようです。 

現在はわかりませんが・・・志ですから高いのか？安
いのか？ちなみに私は今月３回の葬儀がありました。 
皆さんくれぐれも自己管理だけはしっかりやりましょ
う。合掌！ 
 

＜ゲ ス ト＞  

秋葉区役所 地域課 

 

 

 

 

 

白井 麻也様      山田 誉士夫様 

 

＜ビ ジ タ ー＞  

新潟 RC より表敬訪問 

 

 

 

 

 

会長 白石 正裕君   幹事 本望 文夫君 

 

＜オ ブ ザ ー バ ー＞ 

 

 

 

   

東村 里恵子様 

 

＜卓  上  花＞  

花   名／ アガバンサス ヒガンバナ科 

原 産 地／ 南アフリカ 

生 産 地／ 津南町 

花  言  葉／ 恋の訪れ、恋の季節、誠実な愛 
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事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 
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例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽 ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：山 田 道 夫  

幹 事：齋 藤 嘉 昭   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：望月 治 

2015～2016 年度 

国際ロータリー会長 

K．Ｒ．ラビンドラン 

（スリランカ・コロンボ RC） 

世界へのプレゼンタトになろう 

「Be a gift to world」 

 

 

2015～2016 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 山 本 和 則：（新潟南 RC） 

            テーマ  「夢(gift)を明日へつなげよう」  



＜お 食 事＞  

 お食事をどうぞ！ 

 

＜幹事報告＞ 

１、国際ロータリー第２５６０地区 

２０１５－２０１６年度 

  国際奉仕委員長 高橋 優子君 

  青少年交換委員長 横山 亘君 より 

「御礼」 

  ８月２日（日）国際奉仕フォーラムの参加ありが 

  とうございました。 

 

＜委員会報告＞ 

  地域協働ネットワークセンター連絡員 

         保坂 勝志君より 

  ８月８日（土）に長岡で行われた、 

山本年度ロータリー防減災セミナーの出席報告 

 

＜出席報告＞ 

  前回の訂正 欠席者 7 名中 １名メーキャップの 

ため 78.58%に訂正 

  本日の出席 会員 28 名中 20 名出席で 

    71.43％でした。 

 

＜プログラム＞ 

 クラブ奉仕委員会 遠山 悦男委員長の担当 

 

 

 

  

 秋葉区役所 地域課 

 白石 麻也様によるミニ卓話とヴァイオリン演奏 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 演奏曲目 

① 浜辺の歌 

② 少年時代（井上陽水） 

③ 木星・ジュピター（ホルスト・平原綾香） 

④ メモリー（ミュージカル「キャッツ」より） 

⑤ 川の流れのように（美空ひばり） 

----------アンコール------------- 

① あなたに出逢えたこの町で～にいつのうた～ 

ゲスト 東村様 参加 

② スワニ―河 

 

ニコニコボックス  

◇本日はお世話になります。 

 また今年１年よろしくお願いします。 

新津 RC 会長 白石 正裕君 

新津 RC 幹事 本望 文夫君 

 

◇ゲストの白井さん、山田さん、本日はありがとうご

ざいました。 

 新津 RC 白石会長、本望幹事ようこそいらっしゃい

ました。 

会長 山田 道男君 

幹事 齋藤 嘉昭君 

 

◇区役所の白井さんにヴァイオリンの演奏をお願いし

ました。４０３の花街道、頑張っています、明るい 

 白井さんと山田さんです。 

遠山 悦男君 

 

◇お盆もあっという間に終わりました。私はけっこう

なお盆でございました。人間は適当な休み（心と体） 

 も必要だと感じました。明日への元気は休養から。 

 ありがとうございました。 

  

赤井田 幸一君 

 

◇東村君、仮入会おめでとうございます。これからも 

 末長く、よろしくお願いいたします。 

望月  治君 

 

    本日の合計 7,000円（累計 39,000円） 

 

財団ボックス 

◇本日はお世話になります。 

 また今年１年よろしくお願いします。 

新津 RC 会長 白石 正裕君 

新津 RC 幹事 本望 文夫君 

 

     本日の合計 1,000円（累計 4,000円） 

 

米山ボックス 

◇本日はお世話になります。 

 また今年１年よろしくお願いします。 

新津 RC 会長 白石 正裕君 

新津 RC 幹事 本望 文夫君 

 

     本日の合計 1,000円（累計 3,000円） 

 

 

＜点 鐘＞  

 拍  手 


