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札幌西北ロータリークラブ

創立 1977 年 4 月 21 日

会長 菊田 等 幹事 得能 宗洋
クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2021～2022 年度 シェカール・メータＲＩ会長 奉仕しよう みんなの 人生を豊かにする為に
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池上喜重子 会員（昭和１５年１２月４日）
(学)池上学園 池上学院高等学校
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海野

均 会員（平成２２年１２月２日）

池上喜重子 会員（平成１８年１２月７日）
第２０７７回

例会報告

11 月 18 日(木) 晴れ
●ソング／それでこそロータリー
●司会 ／菊田 等会長
●ゲスト／㈲三愛 代表取締役／行政書士 松尾拓也様
●11 月 18 日出席率／会員 32 名中欠席 6 名、規定除外者 3
名 79.3%
●10 月 28 日確定出席率／
会員 32 名中欠席 0 名、
規定除外者 3 名 100%
●会長報告／お誕生日を
迎えられた方のうち、対面
で記念品をお渡しできな
かった方へ贈呈致します。
（西岡会員）／ロータリー米山
記念奨学会より、表彰状が届きましたので贈呈致します。
（渡邊会員：第 8 回米山
功労者、中嶋会員：第 4
回米山功労者）
●幹事報告／前回の例
会終了後に開催した定
例理事会の報告を致し
ます。詳細は送付したメ
ールや FAX の資料をご確認下さい。1.今年度の年間プログ
ラムを審議し、承認されました。2.五十嵐会員の所属委員
会がクラブ奉仕委員会に決まりました。3.新規事業につい
て審議致しました。9 月の例会で卓話頂いた「勇者の会」
様に対し支援を行う事となりました。4.次年度地区研修・
協議会のコ・ホストクラブ協力の依頼がきた為引き受ける
事に致しました。来年 4/22(日)京王プラザホテル札幌で
開催予定です。皆様にはご協力いただく事もあるかと存じ
ますが、その際はよろしくお願い致します。5.海野会員ご

紹介の長谷川様について入会の審議を行い、承認されまし
た。6.金井会員の会員資格はく奪について審議し、承認さ
れました。入会金と会費の納入が確認できておらず本人と
連絡がつかない状態の為、今回の様な措置を取らせて頂く
事となりました。7.会員増強について 2 点ご報告がありま
す。①濱中様という方がご入会予定です。長谷川様が入会
後に再度お声がけ頂ける予定です。(海野会員紹介)②光岡
様という方が来年の 7 月にご入会されます。
（得能幹事紹
介）皆様も入会希望の方がいらっしゃれば理事会までお知
らせ下さい。／次週 10/25 は法定休日週（勤労感謝の日）
の為休会です。次回の例会は 12/2 となりますのでお間違
えの無いようにお願い致します。
●委員会報告／松下徳良奉仕プロジェクト委員長／
理事会において新規奉仕事業に選ばれた勇者の会を改めて紹
介します。勇者の会は 4 年前、小児がんの子供とその家族を
支える為の団体として発足しました。阿部代表は息子が小児
がんになり、入院 1 年１カ月、抗がん剤の維持療法 1 年半、
その間勉強をサポートしてくれる団体を探しましたが北海道
にはなく、同じ悩みを持つ子供達や家族を思い自分でやるし
かないと団体を立ち上げました。入院によって遅れる学習、
感染症のリスクによる不登校、いじめや心の病になる場合も
あります。その為勇者の会ではボランティアで講師を集めて
学習のサポートを行っています。講師の半分はがん経験者で、
夏休み・冬休みには勉強合宿も行っています。また、子供達
や家族の交流会では、治療で行けない海をプロジェクション
マッピングで体験させてあげたり、同じ悩みをもつ保護者の
情報交換をしています。勇者の会は代表のほか、事務 2 人と
ボランティアで成り立っており、授業時の交通費すら自前の
事もあります。会は助成金とチャリティイベントで運営し、
2 年前には山の手高校インターアクトクラブ等がチャリティ

を行っています。将来の目標はファミリーハウスをつくる事
です。入院時に家族が宿泊し、学習サポートができ、外に出
られない子供達の為のスペースがある施設です。当クラブで
は中学校スポーツ大会は中止の方向で三角山は奉仕から親
睦・健康増進へ軸足を移します。大通植栽以外の奉仕事業は
細ってきました。45 周年に当る今年度から始める奉仕として
相応しい事業だと思います。会員の皆様のお力添えを心から
お願い申し上げます。
●米山記念寄付／
目標額 560,000 円 達成額 172,000 円 達成率 30.7％
●ロータリー財団寄付／
目標額 572,250 円 達成額 267,100 円 達成率 46.7％
●ニコニコ BOX／目標額 1,000,000 円 達成額 275,000 円
達成率 27.5％
●主要プログラム
『
「お墓スタイル」今昔物語』
㈲三愛 代表取締役
行政書士 松尾 拓也様
札幌市のお隣の石狩市で、お墓と
お仏壇を取り扱っております有
限会社三愛の松尾と申します。ところで、皆さんはお墓と聞
いてどんなお墓をイメージしますか？一般的には、背が高く
て『〇〇家之墓』と書いてあって、そこの家の方がご先祖様
から代々眠っていて、長男が引き継いでいく・・・そうした
スタイルのお墓（＝『家墓』
）をイメージされるのではないで
しょうか？ところが、最近では二つの家名が彫ってあったり、
家名の彫っていないお墓も増えてきております。また、家族
向けやお一人様向けの永代管理墓、さらには様々なタイプの

樹木葬など、お墓事情もかなり様変わりして参りました。こ
うした『最新のお墓』と冒頭で触れた『家墓』を比較した場
合、脱『家』化・故人化・軽薄短小というキーワードが浮か
んできます。では、
『伝統的なお墓』とは、実際はどんなもの
だったのでしょうか？『ヒト』とお墓の歴史を紐解くと葬送
の方法は国や文化によって様々ですが、日本人の場合は、概
ね故人を埋葬したお墓に手を合わせてきたのが一般的であっ
たと言えそうです。古代の古墳に始まり、支配階級に広まっ
ていったお墓ですが、江戸時代に寺請制度の影響から庶民に
もお墓を作る習慣が広まっていきます。しかし、その場合の
お墓とは、個人単位や夫婦単位であったりと、我々が現在『伝
統的なお墓』とイメージするお墓とはかなり様相が違うもの
でした。では、いつ頃から『家墓』が登場したのでしょうか？
お墓には地域差が大きく一概には言えないのですが、日露戦
争以降に
「〇〇家之墓」
が全国で普及したと言われています。
背景としては旧民法で定められた「家」制度が定着し、大家
族主義の家に対応するお墓のあり方として広まっていったと
されています。その後、戦後に民法が代わり私たちの家族観
も大きく変わりましたが、その変化がお墓のあり方まで変え
ているのが現在の状況です。これまで日本のお墓がつないで
きた「故人への思
い」と社会のあり
方を映して変化し
てきたお墓のスタ
イル。変わるもの
と変わらぬものを
見つめつつ、今後
のお墓のあり方を
考えて参りたいと
思います。

ニコニコＢＯＸ
菊田 等会員：本日の卓話、㈲三愛代表取締役 松尾様 よろしくお願い致します。
得能宗洋会員：松尾様、本日の卓話よろしくお願い致します。
松下徳良会員：誕生日を祝っていただいて。松尾先生、卓話よろしくお願いします。
遠島芳然会員：妻の誕生日が 21 日です。
久保隆会員、西智樹会員：松尾様、本日の卓話楽しみです。よろしくお願い致します。
海野均会員、池﨑潤会員：松尾様、本日の卓話よろしくお願い致します。
岡出敏美会員：本日の卓話「お墓スタイル」楽しみにしております。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 ボジョレー夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) ライラック 通常例会
(札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ)
(土) 札幌手稲 移動例会
法定休日の為、休会
(月) 札幌南
法定休日の為、休会
(月) 札幌北
法定休日の為、休会
(火) 札幌西
(火) はまなす 法定休日の為、休会

次回プログラム

23
23
24
24
24
24
25

日
日
日
日
日
日
日

(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会
法定休日の為、休会

12 月 9 日（木）

『テロと紛争の解決に向けて〜新しい紛争解決〜』
NPO 法人アクセプト・インターナショナル

河野 智樹

氏

ソング：四つのテスト
例会場：京王プラザホテル札幌 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎○西智樹、山本耕司、冨岡公治、小西政秀、八木健真
事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル TEL:011-200-2066

FAX011-200-2067 E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp
HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com

