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【出席報告】

例会

SAA 伊藤 武雄
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（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 92.79%
11/10メークアップ1名・鎌形会員（理事会）
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【会長挨拶】

会長

入っています。東京オリンピック・パラリン
ピックの時は無観客でしたからちょっと寂し
かったし、選手も残念なことになってしまい
ました。先週の木曜日に会長・幹事会が印西
の古民家レストランでありました。印西RCの
会長さんからクラブの現状が発表されクラブ
存続の危機にも等しい状態で、来る１２月１
５日にクラブ説明会及び異業種交流会を開催
するので皆さんの知り合いに印西市の方がい
たらぜひ紹介していただきたいと思います。
4ヶ月ぶりのリアルな会議で会場もこじんまり
した処でしたので話の通りもよく会話も弾ん
で会食の頃には和やかな親睦会になりました。
10グループ全体で印西RCを応援していきたい
とガバナー補佐も賛同していました。それか
ら10グループだけではなく積極的に他クラブ
へメーキャップに参加して交流を深めてほし
いとのことです。三委員会合同セミナーでは
「ロータリーを楽しむ」のテーマで野球・バ
イク・スリランカクラブ・女性の会それぞれ
から発表があり興味のある方、賛同してみよ
うという方はぜひ参加してみてください。

笹川 英一

それでこそロータリー

会長 笹川 英一

スポーツの秋ですね。大相撲九州場所やプ
ロ野球日本シリーズもたけなわです。観客も
定員一杯で皆さん１００％マスク着用、それ
に比べると欧米のサッカーにしろ大リーグに
しろ満員ノーマスクあちらの方は本当にマス
クをつけることが苦手なのですね。もっとも
顔の彫が深いのであちこちに隙間が出来て効
果があまりないのかもしれません。しかしな
がら観客がいると選手もより一層力が
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楽しみながら信頼関係を築き共有できる価値
観を見つけ様ではありませんか。
最後に今日11月24日はイギリスのロックバ
ンド「クイーン」ボーカル「フレディ・マー
キュリー」の30回目の命日だそうです。あり
がとうございました。

【幹事報告】

【誕生月卓話】

伊藤 武雄会員

幹事 小久保 和子

新商品の開発「ジンジャーエールやちまた」事業
について
１．経緯
「八街産生姜」が全国で有数の産地であ
る こと から 、職 員がジ ンジ ャー エー ルを作
り、市内飲食店で提供したらおもしろいので
はないかと提案があり、自ら自宅で生姜をす
り搾り汁を試作し、飲食部会員に試飲して頂
いたところ好評を得ました。
その後５名の部会員が、試作品を持ち寄り
試飲を行ない、その中で一番好評であった作
品に使われていた材料を基本レシピとして、
各店舗で思いついた材料を追加して、９月下
旬から１２月までの季節限定で販売すること
に決定した。
参加店舗数１４店舗により、「おろしたて
の生姜」が鮮烈でおいしいと評判は上々でし
た。

◎例会変更のお知らせ（印西RC）
12月15日(水）ロータリー説明会
12月22日(水）クリスマス例会
12月29日(水）休 会
◎八街RCクリスマス例会
会員ご家族参加者募集中！
12月22日（水）ヒルトン成田
17時八街よりバスが出ます。
会費…ご家族お一人3,000円

【委員会報告】 R財団委員長 木村 利晴

２．組織
その 後 、 組織 を法人 にし よう と提 案があ
り 、千 葉県 産業 振興セ ンタ ーの ご指 導を頂
き、「八街生姜ジンジャーエール企業組合」
として、法人成り致しました。
*売上月平均１０，０００本弱
３．ＰＲ
①市役所のホームページ、会議所の
ホームページに掲載
②北総よみうりに掲載、朝日新聞ちば版に
特集、八街市役所広報紙に掲載、
日本商工会議所全国版ニュースに特集、
産業まつり等にて試飲、無償配布などを
行ないました。

来週、12月1日よりロータリー財団の寄付を
お願いしたいと思います。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。
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八街生姜ジンジャーエールドロップス事業
１．経緯
令和２年１０月、サクマ製菓㈱よりジン
ジャーエールドロップスを販売しないかとの
問い合わせが有り、協議の結果、製造するこ
とに決定した。
*５，０００缶を発注した。
※令和２年度の納税状況
*６０３，４００円納付

【誕生月卓話】

川崎 尭信会員

こんにちは
今日は会員卓話ということでお時間をいただ
きましてありがとうございます。
今日はやはりコロナ禍において法事や葬式が
どのように影響したのかをお話ししたいかと
思います。
昨年の春先から突如広がり始めたコロナウ
イルス感染症ですが、当初どう対処したら良
いか分からず、とにかく右往左往したのは社
会の状況と一緒でした。特に寺の行事は人の
集まることが中心ですので、法事にしろ葬式
にしろどうすればいいのか全くの手探り状態
から始まりました。
先ず法事は3ヶ月後くらいまで受け付けてい
た予定が半分以上キャンセルまたは延期とな
りましたし、新たな法事の申し込みもほとん
どストップしてしまいました。
この状況はかなり危機感を感じましたが、
コロナ禍に少しずつ慣れてきてからは、家族
やごく近い親族のみでお寺の本堂を使って法
事を行う形が増えてきました。
元々農村地域では法事といえば家族親戚の
みならず村親戚とよばれる地域で縁の深い方
達にも声をかけ多いと30人近く集まることも
珍しくありませんでした。
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それが5人以上は集まらないようにとの要請が
出てからは、どうしたら良いのか分からず当初
は人も呼べないし先にもお話ししたように中止
か延期という対応でしたが近頃は少し様子が変
わって、今までは人を集めるのが億劫なので法
事はやらないという考えから家族だけでも法事
ができるという考え方に徐々に変化している気
がします。つまり一時はガクッと法事が減りま
したが、ここへ来てコンパクトな法事に移りつ
つあるのが現状です。
それでは通夜葬儀はどうだったかと言います
と、これは寺側よりもほぼ葬儀屋さんの努力や
工夫で乗り越えてきました。それこそアラキさ
んたちのおかげです。
参列者の人数の制限や受付焼香の時間の繰り
上げにより会葬者の分散を実施できたのは、施
主さんをはじめ家族や関係者の方たちは大変で
したが感染対策の大きな成果だと思います。
また、通夜振舞いや忌中払いの自粛は葬儀屋
さんや料理屋さんにとって大きな痛みをとも
なったかと思います。
じつはコロナ禍の大きな変化としてお通夜を
行わず葬儀のみの一日葬という形が見られるよ
うになって来ました。この形式はお寺主導なの
か葬儀屋さん主導なのかはっきり分からないの
ですが、私が知る限りでは20年以上前から都内
の一部のお寺さんが葬儀にかかる費用の削減の
ため家族葬といわれる参列者の少ない葬儀の施
主さんや経済的に厳しい施主さんにこのような
方法を勧めていたのを覚えています。
宗教的に通夜を行わないのはどうなのかとい
う議論よりも先に一日葬が地方にも広く浸透し
始めているのが現状です。
しかも当初の経済的な理由ではなく、コロナ禍
による密の防止を理由にした葬儀の簡略化が進
行しているような気がしてなりません。
かつては隣近所の手を借りて自宅や集会所で
行っていた葬式がバブルと共にリムジンを仕立
てて火葬場に向かう時代が八街にもありました。
その揺り返しが来ているのかとも感じます。
当時は思慮も足りずリムジンに乗せてもらって
ました。やっと少しは物事をわきまえられるよ
うになったかなと自問する最近ですが、一日葬
の広がるは日本全体、特に施主を務める世代の
収入の伸び悩みと各家族化、寺に対する信頼の
喪失それにコロナ禍の状況が加わって今の形が
あるのではと考えます。
それでは私のところではどうしているのかと申
しますと、一日葬で行いたいという施主さん及
び家族の希望を尊重しています。尊重していま
すというと聞こえは良いですが結局は

あります。なぜそうするのかうまく説明はで
きませんが、亡くなられた仏さんに対し成仏
にするにあたって取り返しのつかないことに
ならない様こちら側から送り出さなければと
考えています。
三途の河の渡りで「何お前、枕経も通夜も
上げてもらってないの？」
というような事にならないよう精進して参る
所存であります。
ありがとうございました。

丸投げか？と思われますと悔しいのでお話し
しますと、私は以前からお通夜より臨終経の
方が大切なのではと考えていて当然通夜は
行って来ましたが、
亡くなったという知らせがあればその日のう
ちに必ず臨終のお経を枕元で唱えて参りまし
た。
ですのでお通夜をやらなくても家族だけ来ら
れる人だけで私服で構わないからお経をあげ
ましょうと伝えています。時には葬儀屋さん
の霊安室でお通夜のお経を上げることも

【第10グループゴルフコンペ】

11月25日(木）千葉バーディクラブ (当番クラブ八街RC）

🏆団体優勝… 白井ロータリークラブ

🏆個人優勝… 亀井 淳 様（ 白井RC ）

🏆グランドシニア優勝… 山倉 健彦様（ 富里RC ）

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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