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【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・伊藤 武雄会員・川崎 尭信会員
・西村 頼子会員（欠席）

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 94.43%
8/19メークアップ2名・笹川会員、川崎会員（理事会）
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◇奥様・旦那様誕生日・槍木 勝典会員
◇先週欠席致しました。 鎌形 芳法会員
◇食事代として
樋渡 琢也名誉会員

木村 利晴

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

名誉会員 樋渡 琢也様

【会長挨拶】

会長 木村 利晴

皆さん、こんにちは！9月最初の例会になり
ます。9月のロータリーは、基本的教育と識字
率向上月間/ロータリーの友月間になります。
読み書きできない15歳以上の人の数は、世界に
7億7500万人。全世界の成人の17％にあたりま
す。しかも、学校に通っていない子どもは6700
万人いると言われています。地域社会が自力で
学校を支え、教育における性差別を減らし、成
人の識字率を高められるよう支援することが、
私達ロータリアンの目的です。宜しくお願い致
します。
1

一刻も早いご回復を祈っております。
良いニュースもありました。白血病からの復
帰を目指す競泳女子の池江璃花子さんが、29日、
東京辰巳国際水泳場で行われた東京都特別大会
50メートル自由形で昨年1月以来1年7カ月ぶり
となるレースに臨み、見事に泳ぎ切りました。
26秒32で5位となり、直近の10月の日本学生
選手権個人種目出場の最低条件26秒86を突破し
ました。病を公表した昨年2月から12月まで入
院し、今年3月から2024年パリ五輪でのメダル
八街市内での新型コロナウイルス感染者が 獲得を目標にプールでの練習を再開したそうで
18名になりました。コロナウイルスの感染者 す。池江選手の「第二の水泳人生の始まり」に
数も全国的に平均して発生しているようです。 エールを送りたいと思います。
ワクチンの開発も急ピッチで進められている 最後になりますが、ロータリアンと地域の皆様
ようですし、PCR検査体制も充実してきてい が笑顔で暮らせます様ご祈念申し上げ、会長挨
ると聞いております。９市町からなる印旛市 拶を終わります。
郡医師会が千葉県から委託を受けPCR検査車
が設置されました。設備を積んだワゴン車が
週3日八街市や佐倉市を巡回する予定でした
【理事会報告】
幹事 竹村 信彦
が、八街市への巡回はなくなったようです。
完全予約制で、医療機関で受診した患者が新
型コロナウイルスの感染の疑いがあると判断
された時、医療機関が印旛市郡医師会に検査
依頼、巡回先の検査車両で医師による検体採
取が行われるとのことです。身近な場所で検
査が受けられるようになれば多少ではありま
すが、安心感に繋がります。国、県、市が連
携し、更なるPCR検査体制の拡充を期待した
いと思います。
また、先週は大変なニュースがありました。
安倍晋三首相が突然の辞任表明でした。コロ
≪報告事項≫
ナ感染禍、収束に向けての対策、対応がまだ
道半ばであり、北朝鮮の拉致問題、憲法改正
1.会計報告
も進展のないままの辞任は、安倍首相自身も
2.その他
悔いの残る残念なことだと推察いたします。
持病に潰瘍性大腸炎が悪化したとのことです
≪審議事項≫
が、7年8ケ月もの長期政権を維持し、3本の
矢を柱とした景気回復、経済対策や世界各国
1.今後当面の例会の進め方について
を歴訪し日本の存在感を示した外交政策は大
＊現状の進め方を継続する
変評価されるものがあったと思います。適正
2.クラブ中長期戦略について
な後継総理を決めて頂き、体を休め、持病の
＊当クラブの魅力づくりについて検討
克服に専念して頂きたく思います。私は、安
魅力ある例会づくり、会員増強につなげる
倍首相に2度お会いしております。石井準一
3.WEB例会について
参議院議員のお取り計らいで、北村市長、山
＊八街商工会議所のWI-FI環境に難あり
本県議と落花生組合の方たちと共に落花生の
4.ガバナー補佐訪問、ガバナー公式訪問に
PRを兼ねた献上に、首相官邸まで伺いました。
ついて
落花生がとてもお好きなようで、美味しい、
＊富里RCと会長幹事で協議する
美味しいと言いながらポリポリ食べておられ
5.その他
ました。とても印象深く記憶に残っておりま
す。
【幹事報告】◎各クラブ例会変更のお知らせ
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【誕生月卓話】

伊藤 武雄会員

常議員、監事などに選任される権利があります。
議員総数６５名
②会員は自分が営んでいる事業に関係ある部会
に所属し、部会の催しに参加できます。
（７）議員総会－最高意志決定機関
３月に予算総会、５月に決算総会を開催。
その中で定款の変更や役員の選任、事業計画
や予算の承認、あるいは決算関係の承認の他、
重要な規約の設定・改廃の決定を行います。

１．商工会議所の歴史
（１）商工会議所のルーツ
１５９９年：フランスのマルセイユで世界初
の「商業会議所」が設立されました。
商人ギルド組織を母体に、国王アンリ４世
の許可を得て任意組織として設立されその
後、ナポレオンの大陸遠征に伴いヨーロッ
パ諸国に広まりました。
（２）日本における商工会議所の歴史
明治１１年３月（１８７８年）、フランスに
遅れること２７９年後、日本初の「東京商法
会議所」が設立され、渋沢栄一翁が初代の会
頭に選任されました。
（３）①日本に於ける商工会議所の数は
５１５会議所
②総会員数：２０１７年３月末現在
１，２４９，７１９会員
地区内人口： ８８，６９２，２１０人
（４）八街商工会議所は、昭和２８年９月に
創立され、初代会頭に宮田清二郎氏が就任
されました。

【誕生月卓話】

川崎 尭信会員

誕生月という事で少しお話をさせていただき
ます。昭和38年、1963年生まれです。
1963年と言うのはケネディ大統領が暗殺され
た年であり、東京オリンピックの前年という年
であります。本来でしたら二度目の東京オリン
ピックが今年開催をされていたはずなのに、誰
も予想だにしなかった新型コロナウイルス感染
症の世界的大流行によりまさかの延期となって
しまいました。
２．商工会議所は？
影響は国家レベルでは、オリンピックをはじ
（１）商工会議所法に基づいて設立された
めとした大イベントや国際会議の中止、国家間
特別認可法人です。
の往来の禁止、貿易や経済の縮小等が見られま
（２）千葉県内には２１の商工会議所があり、
すが私たち一般市民レベルでも生活に大きな影
八街商工会議所は１１番目に設立されました。 響を受けました。
（１番目 銚子商工会議所）
マスク不足から始まり学校の休校、外出の
（３）市の地域を基盤として成り立ち、同一地
自粛、ここにいる会員皆様の仕事や事業にも多
域内に同じような団体は認められません。
大な影響が及んだかと思います。その様な中で
（４）商工会議所は公益団体であり、会議所自
お寺はどの様な影響を受けどの様な対処をして
体の運営も「地域性」「非営利性」「政治的
きたかをお話しさせていただきます。
中立性」を原則とする公共的性格の強い団体で
兆候はありましたが春の彼岸の頃は状況が
す。
まだよく分からず、とにかくお経回りはマスク
（５）八街商工会議所の会員数は直近で
をして伺えば大丈夫くらいに考えていましたが
１，５０４事業所で、組織率は６０．５％→
彼岸の後半頃からコロナに対する不安が高まっ
県下で１番の組織率となっております。
てきた様に感じています。
（６）会員の権利と特典
まず、法事をどうしましょうか？という問い
①会員は商工会議所の運営に参加し、議員を選 合わせが続きました。檀家さんから「延期しま
任し、また議員に選任され、会頭、副会頭、 す 」 「 お 寺 で 拝 ん で く だ さ い 」 と 申 し 出 で
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頂ければこちらも「分かりました」と答えられ 引導を渡してきました。その間葬儀において私
るのですが、「おこなっても大丈夫でしょう
なりに大切にしてきたのは亡くなってすぐの枕
か？」との問い合わせが一番答えに窮しました。 経です。
「大丈夫仏様が守ってくれるから絶対にかから チベット仏教の教えの中で人の五感の内聞くと
ない」とも言えないし、その様な場合は参列者 言うこと、つまり耳の感覚は死後もしばらくは
を絞っていただいて間隔をあけて座ってもらい 機能をしていると言われます。ですから、チ
行いました。ただ新規の法事申し込みがぴたっ ベットのお坊さんは人が亡くなりそうになると
と止まってしまい今だに尾を引いています。
枕元へ行ってお経を聞かせるのだそうです。
収入的には確実に給付金の対象ですが、宗教 私はこの教えと行為にとても救われました。
法人は対象外だとのことで田舎寺にとってはか 葬儀を行いながらも本当に成仏してくれている
なり辛いところです。
のだろうか？ 実はですね不安だったんです。
葬儀については荒木会員が卓話でお話をさ
みなさんオイオイと思うかもしれませんが。
れておりますので私からは寺側からの見方をお
まだ耳の感覚が残っているうちにお経を聞い
話しさせていただきます。あくまで私個人の感 てもらい、「大丈夫ですよ」「あの世への道筋
想ですが、この事態は一体どうなってしまうの は引導でしっかり教えてあげますよ」と語りか
だろうと正直大変に不安です。葬儀を行うにあ け安心してもらうのが枕経だと思っています。
たっては、まず人数の制限と焼香時間を早めて ですので枕経を行わないお坊さんもいますが私
の参列者の分散。これは仕方ないですね。次に には考えられません。通夜も然りです。
通夜振る舞い、忌中払いの中止。これは葬儀屋 どんな状況でもできる限り通夜は執り行います。
さん、特に仕出屋さん料理屋さんが気の毒です。 最近は亡くなっても自宅に戻らないことが多い
お寺的には法事でもそうですが、食事の場はコ ので枕経は葬儀屋さんの霊安室または冷蔵庫の
ミュニケーションの場でもあるので、無くなっ 前、通夜は極々近い近親者のみで普段着でも構
てしまうと式自体があっさりしてしまって
わないから「やりましょう」と言って、仮に安
「えっこれで終わり」って感覚にさせられます。 置された場所にて、と言うことが多いですが施
そして通夜を行わず葬儀のみの一日葬の実施。 主さんが「絶対やらない」と言わない限りはど
これが一番のクセモノです。もともと世の中の んな形でも通夜を執り行います。
流れが家族葬と言う名のコンパクトな葬儀へと
そもそも、どんな事においても簡略化させた
移り変わっている時期でもありますが、コロナ り無くしたりするのは簡単です。でも、一旦失
によってその流れが一気に加速していく様な気 われたものを元に戻すのは容易ではありません。
がしています。この流れの中で、縮小や中止が 特に人の死と関わる行為は宗教的な事にしろ土
先に立ち宗教的な意義や仏さんを弔うと言う気 着的な事にしろ何かしらの意味があって昔より
持ちが置き去りにされていることに心配をいた 行われて来たのだと思います。もしその中の一
します。もちろん感染を防ぐことが大切です。 つをめんどくさいからと言ってやめてしまった
でも注意してみると実はコロナにかこつけて今 ら、もしかしたらその事により成仏出来なく
までめんどくさいと思っていたことをこの際だ なってしまうのではないかと常に不安でいっぱ
から無しにしてしまおうと言う気持ちが見え隠 いです。ですから私は古い取り決めを無くすこ
れする様な気がしてなりません。
とが出来ないんです。
これはこちら側にも油断があって、「通夜無
めんどくさい話になりましたが、このコロナ
しでお願いします」と頼まれれば楽できるって で若いお坊さんたちは新たな試みを立ち上げ試
ことでハイハイと二つ返事で受けてしまう坊さ 行錯誤をしています。見ていて羨ましく思いま
んも悪いんです。
す。
少し真面目に宗教的なお話をさせていただ
今はまだネットを使った「リモートなんた
きますと社会の荒廃や人の心の乱れは他者を敬 ら」と言うのが主流ですがいずれ誰かが考えも
う気持ちの欠如から起こると考えています。こ しなかったことを編み出してくると思います。
の他者を敬う気持ちは亡くなった人を弔う行為 どんなものが飛び出して来るか私はそれが楽し
や気持ちと通じています。
みでなりません。
住職になって約20年になりますが、年間15
軒強の葬儀ですのでおよそ350人程の故人に

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 関 由美子
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