
四つのテスト（言行はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんばんは。今日は夜間

例会です。また、「鬼は外、福

は内」の節分の日でもありま

す。豆まきはしましたか？年

の数だけ豆を食べられると聞

いています。私は６４粒食べ

られます。「それだけも食べたくないわ～！！」と思

います。 

お誕生月の皆様おめでとうございます。豆はいくつ食

べますか～？ 

さぁ、今日も楽しく例会をしていきましょう。よろし

くお願いします。 

 

 

ワンワン募金箱を回しますので

ご協力お願い致します。ガバナ

ー月信２月号を回覧します。 

毎年東京ＲＣの会員であるクマ

ヒラ様より送られてきている

「抜萃のつづり」を各テーブル

に置いてますので各自お持ち帰りください。 

地区からの案内で「ローターアクト地区献血応援のお

願い」が届いておりますので回覧いたします。場所は

4か所ございます。回覧文書でご確認いただいて、お

時間ございましたら献血のご協力をお願いいたしま

す。ご協力いただける場合、三枚目の登録用紙にご記

入ください。 

【日 時】2020年 2月 23日（日） ※雨天決行 

集合 9:30  開会 10:00  閉会 16:00 

【場 所】①メッサオークワガーデンパーク（和歌山   

市）御坊 RAC・和歌山東南 RAC 

♡ 会長報告 藤田眞佐子 会長  

♡ 幹事報告 藤戸 輝洋 幹事  

 

 

2019-20 年度 アゼリアＲＣのテーマ

会 長／藤田眞佐子  幹  事／藤戸 輝洋  

『 明るい語らいで友情を深めつつ、 

奉仕活動を 』 

 

2019-20 年度 [例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30  

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472    

E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 

 

2020 年 2 月 10 日 第 942 例会  VOL.22 No.25 TOTAL 881   

 

-------- 本日の例会 2 月 10 日（月）  ------ 

第 942 回例会  

  ☆内部卓話  「自分探し」   

                 北畑 充香 会員 

 

 

 -------- 次回の例会 2 月 17 日（月） -------                    

第 943 回例会 

例会時間 30分延長 

  ☆第 3回クラブ協議会 （全員参加型） 

 「委員会中間活動報告」   

                

     

------ 前回の例会記録 2 月 3 日（月） ------ 

第 941 回例会   夜間例会 

○ロータリーソング   アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介  

  ○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 34名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   2月  3日  26/33名  78.79％ 

前々回修正出席  1月 20日  25/31名 80.65％ 

メーキャップ   2名 

国際ロータリー第 2640 地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



②いこらも～る泉佐野（泉佐野市）岸和田 RAC 

③エコール・いずみ（和泉市） 

松原 RAC・河内長野 RAC・富田林 RAC 

④イオンモール堺北花田（堺市） 

 堺 RAC・高石 RAC 

 

本日ボックスに、2019年 7月～12月の「ロータリ

ー財団確定申告用領収証」と、2019年 1月～12月

の「米山記念奨学会普通寄付並びに特別寄付金確定申

告用領収証」をお入れしています。米山記念奨学会の

普通寄付金とは会費より徴収させていただいて、分担

金としてお支払している分です。例会にて「ニコニ

コ・財団・米山の封筒」でお願いしている特別寄付を

して頂いている方のみ、リーフレットも同封しており

ます。ロータリー米山記念奨学会については、普通寄

付金 6,000円のはクラブ会費の中から送金をしてお

りますので、法人事業者さんは控除外になりますので

ご注意ください。 

続きまして、1月 27日の理事会報告をさせていただ

きます。 

米山奨学生世話クラブ引き受けについて、地区より

2020年 4月から 2021年 3月の奨学生受け入れ依頼

がありました。今年度理事で審議の結果、今のアゼリ

アの会員数やカウンセラーの受け入れ態勢を考えると

負担が大きいとの意見が多く、今年度は引き受けを見

合わせることで承認されました。 

会費未納・遅延者の件について、会費未納・遅延の会

員には幹事が催促をさせていただくことになりまし

た。下半期の会費の納入がまだの方は期限が 1月中

となっておりますので、お早めにお納めください。 

 

 

◎野村  伸会長エレクト 

次年度国際ロータリー会長のホ

ルガー・クナーク氏が 2020-21

年度国際ロータリーのテーマを

発表されました。「ロータリーは

機会の扉を開く」です。テーマ

講演の資料を回覧しますのでご

覧ください。 

2020‐21 年度国際ロータリー会長 

ホルガー・クナーク氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎Ｒ財団･米山奨学委員会    掛下 吉三委員長 

いつもＲ財団・米山奨学への寄

付のご協力ありがとうございま

す。今回の送金でロータリー財

団より、藤田眞佐子会員に、ポ

ールハリスフェローの認証状が

届きました。ポールハリスフェ

ローとは、年次基金、ポリオプラスなどに、累計

1000ドルを寄付されたとき承認されます。藤田会員

は、累計 1,000ドルの寄付を達成されました。 

 

ロータリー財団 

ポールハリスフェロー  藤田眞佐子会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、 

坂部会員、井上会員に、米山記念奨学会より、米山功

労者の感謝状が届きました。こちらは 10万円ごとに

届けられます。坂部会員は、寄付額 50万円を達成さ

れまして、功労者マルチプル５回目。井上会員は、寄

付額２０万円の達成で、功労者マルチプル２回目、と

なります。 

 

♡ 委 員 会 報 告  



米山記念奨学会 

功労者マルチプル 5 回目  坂部美智子会員 

功労者マルチプル 2 回目  井上 晴喜会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月生まれお誕生月の皆さまおめでとうございます。 

2 日 大野 治朗会員    7 日 田邊 和喜会員 

17 日 澤本 栄子会員  19 日 堀本喜久子会員 

28 日 田林 茂和会員（欠席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「お墓の豆知識」        井上 晴喜会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、よく耳にされる「墓じまい」についてお話させ

て頂きます。元々仏教上、墓じまいという言葉は存在

しませんが、名前の通りお墓を撤去し、ご先祖様の供

養を他に委ねる事です。 

ここ数年は非常に増えてきており、新しくお墓を作ら

れる方より撤去される方の方が多くなってきている状

況です。 

本来お墓は先祖供養の為ではなく、残された私達がご

先祖様より大きなお力を頂く場所です。 

古来より日本文化の一つとして守られてきた、大切な

人間ならではの行いです。子から孫へ、あるいは親族

へと引き継がれてきました。 

しかし、近年の少子化等でお墓を守っていくべき人が

いなくなり、やむをえずご先祖様の供養が出来なくな

るといった状況がよく聞かれるようになりました。 

そのような場合、御寺院様に永代供養を依頼し、後の

供養を御寺院様に委ねる方法が一般的です。 

ところが、中には「娘しかいない」「子供にお墓を守

る負担、迷惑をかけたくない」といったお声をよく聞

きます。それらは、お墓を守る人がいなくなったので

はなく、早々に放棄しているのです。 

永代供養はあくまで先祖供養の最終手段であり、本当

にお祀りする手段が無くなった方達の為のものです。

マスコミ等で、「終活＝墓じまい」のように、まるで

お墓を撤去する事を美化するかのような、誤った知識

を報道している事も問題だと感じます。可能であれ

ば、娘様であれ、孫様であれ、お祀りして頂ければ理

想です。状況にもよりますが、娘様や孫様がそのお墓

を引き継いで行く事も可能です。 

 

あるいは、「両家墓」といった、父方、母方両方のご

先祖様を一つのお墓でお祀りする方法も存在します。

子供様がいらっしゃらない場合でも、御寺院様に事前

に事情を相談し、自身の死後をお願いしておく事も可

能なのです。気持ちがあれば、このようにたくさんの

方法があります。 

 

また一方、私がよくお客様よりお聞きするのですが、

「〇〇にお骨を持って行き納骨してもらう」とのお話

です。 

♡ お 誕 生 祝 い   

♡ 内 部 卓 話  



最近、納骨堂等、様々な形態のお墓が存在しますの

で、「永代供養」と「単にお骨を納める」事が区別出

来ていらっしゃらない方が多いです。永代供養は納骨

に加え当然今後何十年といった御供養をして頂けます

ので、必然的に高価になります。 

納骨だけで、後の供養がない場合は安価ではあります

が、良くない言葉を使いますと「先祖供養の放棄」と

言っても過言ではないでしょう。行き場のないお骨を

引き取ってもらっている形です。 

 

次にその一環としてよく耳にされるようになりました

「合同墓」「共同墓」「合祀墓」などです。これらは永

代供養が含まれているものもあれば、単に個別にお墓

を作る代わりに不特定多数の方と一緒に納骨してお祀

りする形態の物がございます。お墓を作りたいが、諸

事情により難しい方等、最初からそちらで供養される

方もいらっしゃいます。 

納骨されると後日お骨を返してもらう事が出来ない形

が一般的ですので、後にお墓を作りたいがとりあえず

一時的に納骨をお願いするといった方には不向きで

す。検討される場合は事前にしっかり確認し、ご要望

にあった方法であるか考慮すべきです。 

 

さらに、「散骨」や「樹木葬」等、近年の新しい先祖

供養の方法も出来てきました。散骨は、現在の法律

上、おすすめはできません。本来お骨は墓地と定めら

れた場所にしか納骨できませんので、あくまで法律上

はグレーな行為です。 

また、後日お参りに行く時、どこに行ってどうすれば

良いのか分からなくて、結果後悔したとのお声が多い

です。樹木葬はお墓とは違った明るさのようなものも

感じ、大樹となって自然に還って頂くイメージで、霊

園等で見かけるようになりました。 

 

しかしお墓が石で出来ているのは明確な理由がござい

ます。神話より、亡くなった方と残された私達は、石

の持つパワーを通じて会話する事が出来るとの言い伝

えがあります。インドの仏塔を石で模した物がお墓で

ありますし、亡くなった方は自然に還るのではなく、

神様仏様になって残された私達を見守って下さいま

す。手を合わす対象が樹木である事も、お墓参りの実

感は薄れます。樹木が枯れてしまうトラブルも耳にし

ます。もちろん供養の仕方は自由ですが、それぞれの

持つ意味、リスクを充分理解しておく事が大切です。 

 

このように昔は考えられなかった供養が増えてきてい

る原因は、ご自身の先祖供養に対して、煩わしさ、あ

るいは金銭的負担に疑問を持たれる人が増えている結

果です。生活が豊かになり、日常の私生活で自身の欲

求に対しては惜しみなく時間、金銭共費やし、古来よ

り大切に守られてきた事に対してはその意識が薄れつ

つある状況です。信仰は自由ですし、生活環境もござ

いますが、私達人間がどのように生活をして現在の文

化を築いてきたのか、あるいはご先祖様の供養の底辺

を理解した上での行動が大切だと感じております。 

世界的にみて、このように先祖供養が粗末になってい

る国は日本だけです。この先日本は、大丈夫なのか…

私は不安です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

藤田眞佐子会長 

お誕生月の皆様おめでとうございます。節分の日、福

を呼び込みましょう。 

井上さん卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

大野 治朗ＳＡＡ 

誕生祝い有難うございます。節分です。福は内、鬼は

外。家には根が生えたような鬼が住み着いておりま

♡Ｓ .Ａ .Ａ .報告 （ 3 つの 箱 ）  



す。出て行く気配はありません。 

井上さん卓話よろしくお願いします。 

堀本喜久子会員 

自分のお誕生日を忘れていました。お祝いしていただ

きありがとうございます。 

井上 晴喜会員 

お役に立てる話が出来ないかもしれないですが、よろ

しくお願いします。 

北野 敏夫会員 

井上さん、お墓の話よろしくお願いします。 

黒田 忠嗣会員 

今日は節分。夜間例会に来る前に、4人の孫相手に

“豆まきの鬼”の大役を済ませてからやって来ました。 

中村 善夫会員 

井上さん、卓話よろしくお願いいたします。 

西出 隆一会員 

井上さん、「お墓の豆知識」の卓話楽しみにしていま

す。 

坂部美智子会員 

井上さん、卓話楽しみにしていました。お墓の話よろ

しくお願いします。 

澤本 栄子会員 

お誕生日のお祝い有がとうございます。時間の過ぎる

速さを惜しむ最近です。 

白神 修次会員 

井上さん、卓話待ってました。 

多治川 仁会員 

今日は、鬼は外、福は内で、豆は 53個食べます。 

井上さん、卓話楽しみにしてます。 

田邊 和喜会員 

年齢とともに成長できるよう頑張ります。 

當仲 清孝会員 

井上さん、卓話楽しみにしてます。 

本日合計額 72,000 円     累計額  881,000 円 

 

♠ロータリー財団 

中村 善夫会員 大野 治朗会員 坂部美智子会員 

澤本 栄子会員 多治川 仁会員  

本日合計額  10,500 円     累計額  238,500 円 

♠米山記念奨学会 

中村 善夫会員 大野 治朗会員 坂部美智子会員 

澤本 栄子会員 多治川 仁会員 

本日合計額  10,500 円     累計額  203,500 円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額  9,163 円      累計額  72,342 円 

 

 

 

 

◎市内ロータリークラブ 例会情報  

クラブ名 日   時  内     容  

和 歌 山 北 2月 10 日(月) 卓話 「牛と牛肉について」  

堺おおいずみＲＣ  会長 新本健一様 

和 歌 山 2月 11 日(火) 祝日休会 

和歌山東南 2月 12 日(水) 

18:30～ 

クラブフォーラム 国際奉仕委員会 

「RI2640 地区の国際奉仕について」 

2640 地区 国際奉仕委員長 林 正様 

和 歌 山 西 2月 12 日(水) ～例会臨時変更～*カフェ例会* 

於、サンクシェール 

和 歌 山 東 2月 13 日(木) 卓話 名誉会員 駒井 則彦さん 

和歌山城南 2月 13 日(木)  外部卓話 

「和歌山県におけるＩＲへの取組」 

和歌山県 企画総務課 ＩＲ推進室 

課長補佐 安井 伸彰 様 

副主査 小倉 快斗 様 

和 歌 山 南 2月 14 日(金) 田中 章慈 会員 

和 歌 山 中 2月 14 日(金) チャーターナイト記念例会 

 

◎サイン受付   

和 歌山 北ＲＣ：2月 17日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌山 西ＲＣ：2月 12日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和歌山東南ＲＣ：2月 19日（水）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 東ＲＣ：2月 20日（木）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 南ＲＣ：2月 21日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

ご案内 



和 歌 山 西ＲＣ：2月 26日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

 

◎休 会 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢♢♢  今 後 の 予  定  クラブ外   ♢♢  

◎4月 18日（土） インターシティミーティング 

 場所：ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

 時間：13:30～16:00 

 

◎4月 19日（日） 次年度の為の地区協議会 

 場所：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

 

◎5月 28日（木） 

和歌山西 RC創立 45周年記念ゴルフコンペ 

 場所：和歌山カントリークラブ 

 

◎5月 31日（日） 

 市内 9RC親睦合同ゴルフ大会 

 場所：有田東急ゴルフクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の予定  クラブ内 

2 月 17 日（月） クラブ協議会 例会時間 30 分延長 

「委員会中間活動報告」 

2 月 24 日（月） 祝日休会 

3 月 2 日（月） 夜間例会（18:30～19:40） 

3 月 30 日（月） 休会 

4 月 6 日（月） アゼリア会 場所未定 

4月20日（月） 次年度のための第 1 回クラブ協議会 

例会時間 30 分延長 

「会長方針の発表」 

4月 27日（月） 和歌山東南 RC 合同夜間例会 

夜間 18:30～20:30 

場所 ホテルアバローム紀の国 

合同ゴルフコンペ 

紀伊高原ゴルフクラブ 

5月 ワンワン街頭募金活動＆打上げ夜間

例会 

6月 8日（月） クラブ協議会 例会時間 30 分延長 

「委員会活動報告」 

6月 22日（月） 最終夜間例会 

時間 18:30～20:30 

6月 29日（月） 休会 


