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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区
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遠軽ロータリークラブ
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９５２回 例 会 記 録

2020年 1月30(木) 12:30～

日時：2020年 1月23日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 木 村 一 則 ＳＡ Ａ
★開 会 点 鐘：渡辺 勉 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

ゲスト卓話：山﨑 誠一 様
自衛隊旭川地方協力本部

2020年 2月 6(木) 12:30～
2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

委員会担当プログラム
メディア委員会

会長報告

渡辺 勉 会長①
武漢(中国)発生のコロナウィルスが世界各地に
広がっており、死者がでるなど多くの人に広がっ
ています。気をつけて下さい。
私からのお願いであります。先週の例会でもお
願い致しましたが、残り半年を切りましたので、
会員増強について早めにスケジュールなどを組ん
で対応をお願い致します。
次期ＲＩ会長は2020～21年度会長テーマを発
表致しました。会長エレクトでありますドイツ出
身のホルガー・クナーク氏が1月20日サンディエ
ゴにて開催中の国際会議で講演し、人生や地域社
会を豊かにするために、ロータリーが与える機会
をとらえるよう呼びかけました。詳細はMy
Rotary のホームページを見て下さい。
第35回クロスカントリー大会は2月23日開催の
予定です。現段階に於いて、雪量が少ないため1
月31日、開催両町に於いて、大会の可否を判断
する様です。(町のホームページより)

幹事報告

本間

克明 幹事②

１．ガバナー事務所より、RLI研修会の案内が届
いております（2月23日・24日の日程、札幌市
にて）。
RLIとは、ロータリークラブのリーダーシップ
を研究するプラグラムであります。
（国際ロータリーでは非公式なプログラム）
参加希望者は、明日までにお願いいたします。

本日のプログラム

２．竹内出席委員長から申し出があり、今後の出
席報告については、本日より、出席委員会の須
藤委員が出席状況をとりまとめのうえ報告しま
すので、ご了承ください。
３．事務局の佐藤さんが体調の都合により、3月
末まで例会当日の担当を中野さんに変更させて
いただきたく、ご了承ください。
なお、事務局として引き続き佐藤さんが事務
を担当します。

本日のプログラム

会員卓話

自治会長が葬儀委員長を
務めることについて

吉川 紘 君③
初めに
④
昔、日本には、「村八分」という仲間はずれの
制裁があったと云う。【2面へ】
【名前後の○数字は写真番号】

2019～2020年度
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【1面より】村の掟や秩序を破った人や家族に対し
葬式の世話と火事の消火を除き村民全部が申し合わ
せて一切の交流を断ったとのことです。
また、少し前までは、自治会内にご不幸がある
と、自治会長や班の方々が、直ちに寄り合って葬儀
のお手伝いの相談をしました。葬儀委員長をはじめ
受付・会計・下足番・司会・弔電の朗読・賄い・留
守宅の留守番などの係が決められ葬儀が営まれてい
きました。葬儀の後の法要や精進落としにも全員が
参加していました。
近年は、葬儀の運営を葬儀社が担うため、班の人
たちが葬儀を手伝うということはほとんどなくなり
ました。しかし、手伝いは無くなったにしても葬儀
委員長は依頼されます。することと云えば挨拶のみ
ではありますが。
私は、従来からの流れで自治会長が葬儀委員長を
務めることは当然のことと思っておりました。
某自治会での決定事項
3年ほど前、私と自治会を異にする息子が1枚の
文書を持って来ました。
自治会長から、自治会の住民に配布したもので
「当自治会は、今後、葬儀委員長も葬儀のお手伝い
も引き受けないことに役員会で決定したのでお知ら
せします」となっておりました。
自治会連合会総会（令和1年5月11日）でのこと
役員改選で会長が代わりました。新会長が挨拶の
なかで「自治会長が葬儀委員長を務めることをやめ
る方向にもってゆきたい」というようなことを述べ
られました。
役員会（令和1年5月22日）
会長の提案について協議した。
「地域間で違いがある、瀬戸瀬では自治会長がや
らなければならない」、「頼まれれば引受けなけれ
ばならないのでは」、「時代の流れで自治会長の葬
儀委員長はいずれなくなるだろう」等、賛否両論が
あり継続検討となった。
アンケート調査の実施
（自治会長対象52人のうち47人から回答）
①自治会長が葬儀委員長を務めることは必要か？
必要
6人
必要でない
36人
どちらなのか不明
5人
②あなたの自治会では、葬儀委員長を引き受けてい
ますか？
引き受ける
38人
断っている
9人
③「自治会長が葬儀委員長を務めることは必要」と
答えた6人は、全員葬儀委員長を引き受けており、

出席報告

須藤順一
出席委員

例会日

「必要でない」と答えた36人のうち6人は葬儀委員
長を断っているが、30人は引き受けている。
【意見】
・自治会が決めることで、自治会連合会が一律に決
めることではないと思います。
・統一する必要はない。自治会の判断と喪主の判断
に任せるべきである。
・長年自治会活動へ協力頂いた方から依頼があれば
必要だ。各自治会の事情にまかせるべきで自治会
連合会で決めるのは反対である。
・故人と自治会の関係及び遺族の思い等もあり、一
概に廃止するというのは如何なものか、自治会連
合会で決めるというのは一考を要すると思います。
・自治会として、地域のことを考えると受けること
が大切。そうしなければ、自治会への協力も得ら
れなくなると思う。
・農家だった会員が多く、つながりが深い自治会な
ので、頼まれれば引き受ける感じが強い。（委員
長を務めることが責任と思っている）
・葬儀委員長を頼まれるため自治会の役員のなり手
がない原因ではないかと思います。
・葬儀委員長という風習が、自治会長の担い手不足
の一因でもあると思います。
原則、自治会長は葬儀委員長を受けない、が慣例
となれば良いと思います。
・自治会で葬儀委員会が組織されないのに自治会長
が委員長になるのはおかしいと思う。
自治連で決めてほしい。
・高齢者の方は、自治会や自治会長に親しみを感じ
ている方も多く、慣習に従うという意向があるが
若い人は簡単にしたい、金銭で済ませたいという
方が増えてきていると思います。こういう風潮の
中で、形ばかりの委員長は不要です。
・当自治会は平成30年度より葬儀委員長はお断り
しています。
・我が自治会では、既に私が会長就任と同時に（2
年前）葬儀委員長は引受け出来兼ねるとの決議を
しております。（お手伝い出来る方々は高齢者が
主で色々支障を来します）
自治会長会議（令和元年8月5日）
最終的に、各自治会の判断に任せることとなった。

ニコニコＢＯＸ

前島 英樹 親睦活動委員長

佐久間英昭君 誕生日
5,000円
乾
淳君 遠軽電気(株)社長就任
10,000円
2019-20年度合計 410,000円
☆閉会点鐘：渡辺 勉会長 ☆今月会報担当：高井一博委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

1月16日 42
39
1月23日 42
39
2019-2020年度 国際ロータリー
会長：マーク・ダニエル・マローニー(米国)
第2500地区ガバナー 吉田 潤司(釧路ＲＣ)
第4分区ガバナー補佐 川崎 敏夫(興部ＲＣ)
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遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：渡辺 勉
副会長：上田 稔
会長エレクト：島田光隆 幹事：本間克明
会計：島田光隆
ＳＡＡ：木村一則
直前会長：遠藤利秀 事務局員：佐藤郁子

◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

