
第 1229 回例会 平成 24 年 9 月 26 日(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘    

2. ロータリーソング    

『我らの生業』                   

3. 会長の時間   4.   幹事報告 

5. 出席報告    6.  ハッピーＢＯＸ披露  

7 .  委員会報告    8. 会員卓話 

「吉田 康一郎君・宮原 建樹君」 

9.  次週の例会案内 10. 点鐘 

第 1228 回例会記録 平成 24 年 9 月 19 日（水） 

■会長の時間 

会長村上 實君 

皆さんこんにち

は、本日は第

1228 回の例会

です。先週は夜

間例会と観月会

サンホテルさん

の方に非常に趣

向を凝らしてもらって非常に楽しい観月会になり

ました。我々の頭上には満月も出て、ビールも非常

に進み飲みすぎてしまいました。今日は今話題にな

っている尖閣諸島問題に少し触れようと思います。

私の会社にも中国人の 2 名従業員がおります。 

その 2 人と率直に話をしてみました。30 歳まで中

国で暮らした 2 人ですのでやはり日本人に対する

教育は、屈辱を受けた事等な訳ですから、やはり日

本人には負けられない、という教育なわけです。が

現状としてどう思いますか？と訊きました、すると

それはもう、私達の立場からしたら間違っています

よね、という答えが返ってきました。しかしズット

はなしておりますと中国の方はやはり強かですね、

やはりそう言いながらも私達は中国人だ！という

強い思いを感じますし、子供を持っている人などは

日本人とは絶対結婚はさせたくない！とはっきり

言いますね、やはりそういうものなんだな・・と思

いますね、そこに昔の教育・反日感情というものが

あるな～と感じました。ただ私は「あなた達は日本

人ですよね」という話はします。帰化もしましたの

で。その手続きの中で、この人たちを日本人にして

いいのか？という事を何回も問われます。職場の人

間関係等を何度も確かめに来るのですよね、作文等

も書かせるのです。だから一時期は日本人よりも日

本の事を勉強させられるのですが、そういうことを

経て帰化しても、私達は中国人だ！というのをひし

ひしと感じさせますね。ただ非常に真面目で仕事も

良くしてくれます。ただオリンピックなどはやはり

中国を応援するとハッキリ言いますね。改めてこん

なものなんだ・・と感じさせられますね、中国は

40 数民族から成っているわけで非常に難しい気が

するのですが母国愛と親を大切にするという心は

非常に強いですね、だからいまのああいう反日感情

としての抗議運動になる訳でしょうが、日本人がか

なりの支援をしてきたにも関わらずああいう事を

するというのは、残念ですね、日本の資本家に対し

てのある意味裏切り行為だとも思わざるを得ませ

んね、日本人には無い感覚を中国人には見ますね、 

私の会社の 2 人の方には日本人になっている事だ

し中立の立場を崩さないようにとは言っておりま

す。又その他の従業員の方たちには決して中国批判

などを職場の中でしないようにと話してはおりま

す。その中で 2 人の中国人に将来中国に帰りたい

か？と聞きましたら、絶対に帰りたくない、と答え

ました。子供達の結婚相手は中国から連れて来る

と・・帰国して 2 ヶ月暮らし結婚してまた日本に一

緒に来るということを繰り返す訳ですが、日本人と

は結婚させたくないが為の行動なわけですね。しか

し日本に来るという事になればいくらでもいるし

日本に来たいという若者はすごい数でいる訳です

ね、日本に行くためにお見合い相手を募集するとも

の凄く集まるという風に日本に対する憧れは非常

に強いのですが政治があのように一党政治ですか

ら難しくなり・・今回反日感情と絡ませての暴動と

いう形にもなるのかなと私なりに解釈しておりま

す。しかし今回の事でも一番悲しい思いをするのは

日本に住む中国人の方々だろうと思います。ＴＶで

も毎日流れる訳ですから周りからの目も厳しいも

のに変わってきているでしょうしね、テレビの中の

中国人と私の職場で真面目に働いている中国人と
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のギャップを感じて最近非常に悲しい気持ちにな

っていると同時にこの 2 人を守ってあげなくては

いかん、という気持ちも沸いてきております。それ

と 3 クラブ合同研修会・懇親会の企画が持ち上がっ

ておりますので、また今後 3 クラブの会長・幹事で

話し合いを持って詳細は決めていきます。ただ会場

の方はここサンホテルさんでという事は押して行

きます。又皆さんには報告していきますのでご協力

をお願い致します。 

幹事 日高 邦孝君 

＊ 例会変更届け～

無し 

＊ 2012－ 2013 年

度地区大会関係 

  チラシ・プログ

ラム・ポスター 

＊ 10 月 13 日予定

「第 2 回クラブ管理部門合同研修会」中止の案内 

＊ ラジオキャンペーン 9 月 15 日スタートの案内 

＊ 3 クラブ合同研修会「高鍋・西都・佐土原」案 

＊ 本日は欠席されていますが。藤堂会員より先週の

例会の中で話をされていました本が届いておりま

す。皆さんに差し上げて下さい。との事です。 

   ありがとうございます。 

＊中武会員から「社長の仕事」という資料を皆さんへ

お配り頂いておりますね。参考にさせて頂きます、有

難うございます。 

■出席報告   出席委員   原田 宗忠君 

▲会員数（23 名・出

席免除 2 名） 

▲出席数 18 名 

▲欠席届 5 名 正

岡君・荒武君・福井君 

村岡君・藤堂君     

▲ 出 席 率  81.8%   

▲修正 90.4％ 

■ハッピーＢＯＸ披露       

  ◎親睦委員    長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

＋梶田さん写真＋＜財

団へ＞ 

◎ 梶田 與之助君～

仕事が忙しくて長期欠

席しました。これから

は出席することに努力

します。 

◎ 岩切 正司君～今

日はお彼岸の入りです。

お墓にも参りましょう。 

＜ニコニコへ＞ 

◎ 日高 邦孝君～早

いもので 26 年が経ち

ました、良い人生が送れる様にこれからも頑張り

ます。 

◎ 山本 兼裕君～生まれて 18628 日目でした、当面

3年 6ヶ月後の 20.000日目を目指して健康管理を

やっていきます。 

◎ 山本 久美子～プレゼントありがとうございます。

寿司酢が入っていましたので近いうちに手巻き寿

司をしたいと思います。 

■ 委員会報告 

 クラブ管理運営委員長      宮原 建樹君  

9 月 14 日金曜日にク

ラブ管理運営・夜間委

員会を行いました。場

所は永野会員のお店を

お借りしました。討議

のテーマを「会員増強」

に絞りましたので会員

増強委員長の太田君と村上会長・日高幹事にも参

加いただき、委員会は全員の参加で行う事が出来

ました。最大のテーマですから皆さんから活発な

意見が出ました。とにかく紹介者会員を信頼して、

先ずは相手の方に話をしてもらい、それから理事

会にかける、という順番でいいのではないかとの

結論がでました。とにかく大切な事は、1 人でも

誰か入会に導くことですので皆で協力して会員

増強を進めて参りましょう。 

   会員増強委員長       太田 忍君 

いま宮原君から話があ

りましたが、私も会員増

強委員長として参加さ

せて頂きました。とにか

く誰か 1人！皆さん紹介

してください。よろしく

お願い致します。 

職業奉仕委員会      林 萬松君  

9 月 15 日土曜日都城で行われました、「職業奉仕セミ

ナー」に参加して参りま

した。当初の内容に変更

がありましたが、ＣＬＰ

／ＤＬＰ等の話もまた

出て参りました。前にも

申し上げましたが、よく

分からないというのが

実情ですが組織の編成の事でどうしてこうもも

めているのか？不思議な気がします。どなたか教

えていただきたいと思っていますのでよろしく

お願い致します。 

■ 会員卓話           原田 宗忠君  

本日の卓話で 2 度目だ

と思いますが早いです

ね、前回は私の趣味人生

についてお話させて頂



きましたね、今日は私の青春時代の卓話にしようかと

思いましたが誰も興味がないかと思いますので、外国

の学生をホームスティ受け入れしたときのお話を致

します。「中略」 

皆さんのお知り合いが外国に留学・ホームスティをさ

れる時には相談にきて下さい、安全で・格安で・有意

義に送れる仕方をお教えします。 

会員卓話        田邉 揮一朗君  

佐土原 RC の仲間

に入れて頂いて、１

年と４ヶ月になりま

した。前回の卓話の

ときは入会して間も

なかったので、何を

話していいか分から

ず、職業とか会社と

か仕事について当時自分なりに考えていたこと

お話しさせて頂きました。 

丁度、メイクアップで来られていた高鍋ｸﾗﾌﾞ

の方からは「面白かったですよ、みんな同じなん

だなぁと思いました」とお言葉を頂いたことを覚

えています。私は人前で話しをすることが本当に

苦手なんですが、ほめてもらえたり喜んでもらえ

たりしたときにはこんな内容でも良かったんだ

なあとホッと胸を撫で下ろします。 

それでも人前で話すことはやはり苦手ですし、

こんな内容でいいのかなと不安になってしまい

ますので、かなりストレスはかかります。しかし、

卓話のストレスはおそらく自分の成長のために

なるストレスだと思いますので、がんばります。 

 さて、今回、卓話の題材を何にするか、色々考

えました。いくつかある最近の関心事が頭に浮か

んできましたが、ロータリーに関する文献を読ん

でいたら、卓話に関する記述があって、卓話は基

本的に、職業奉仕の観点から、自分の職業に関す

ることで、専門性があって、聞く人のためになる

話が望ましいということが書いてありましたの

で、お葬式に関する話をしようと思いました。 

しかし、お葬式に関して役に立つ情報となると

なかなか無いのですが、私が遺族・親戚・会葬者

の方々から質問を受けたことや、世間でよく言わ

れるマナーに関することくらいしか思い浮かび

ませんでしたので、今回はお葬式に関するマナー

や豆知識についてお話したいと思います。 

 ここにいらっしゃる皆さんは人生経験豊富で、

酸いも甘いも噛み分ける方々なので、ご存知の方

が多いと思いますが、もしかすると知らないこと

があるかもしれませんので、知っているところは、

聞き流して頂いて、へー、そうなんだというとこ

ろだけ記憶して頂ければよろしいかと思います。 

私も葬儀の仕事をしておりますが、参列者とし

てのマナーに関しては知らないことも多いので、

一度おさらいをと思いまして、色々調べてみまし

た。 

お客様からよく質問を受けることからお話し

すると 

 

Q：「葬儀代っていくら位かかるの？」 

A：非常に答えづらい質問で、葬儀の規模による

ので、一概に言えないですが、あまり意味はない

数字ですが、さざなみ会館では、単純に年間のす

べての葬儀代の合計を年間施行件数で割ると

100 万円弱位でしょうか。 

葬儀社の値段付け、お客様がどういったグレード

の祭壇･棺などを選ばれるか、会葬者の人数、親

戚の人数、によっても違ってくる。 

 

Q：「お布施っていくら位包めばいいの？」 

A：こちらも非常に答えづらい質問です。ご住職

によっては「お気持ちで包んで頂ければ結構です」

とおっしゃる方が多いので、「いくら」という決

まりはないのですが、宮崎市の仏教会の申し合わ

せの書類によると、枕経・通夜・戒名供養料・導

師布施・忌明け法要を合計すると、25 万～60 万

位でしょうか。 

 

Q：「焼香は何回？線香は何本？」 

A：こちらは別紙に 

 ご焼香の回数は宗派によって違いますが、会葬

者が多い場合は 1 回でお願いする場合も多いの

で、回数にはあまりこだわらなくても良いと思い

ます。 

 線香の本数も同様で、宗派によって違いますが、

こちらも本数はそれほどこだわらなくても良い

です。ただ、自分に続いて線香を上げる人のこと

を考えて、立てる場合は香炉の奥の方から立てる

か、横に寝せる方が安全でしょう。 

 

Q：「香典は幾ら位包めばいいの？」 

A：こちらも答えづらい質問です。包む方と遺族

との関係にもよりますし、年齢や、周りとのバラ

ンスもあります。親戚の間で幾らにしようと取り

決める場合もあるでしょうし、団体・組織・地区・

仲間内等でいくらと取り決めている場合もあり

ます。そういった取り決めがなければ常識の範囲

内で個人で判断することになるでしょう。 

別紙に目安をまとめました 

 

Q：香典の表書きは何て書いたらいいの？ 

A：仏式の場合一番無難なのは「御香典」でしょ

うか。浄土真宗では阿弥陀様の本願力によりお念

仏を頂いた人は即往生す 

る教えなので「霊」は存在しませんから「御仏前」

「御香典」、浄土真宗以外の宗 



派は「御霊前」でも構わないのではないでしょう

か。49 日をすぎると「御仏前」 

にした方がいいという人もいます。 

神式の場合「御霊前」「御玉串料」「御榊料」「御

神前」など 

カトリック「御ミサ料」プロテスタント「御花料」

など 

マナーとして香典袋の裏側上側を下側に被せる。

悲しみで伏目がちの様子、頭を垂れている様子

（結婚式は反対、慶びを受け止める、運気上昇の

縁起かつぎ） 

水引は結びきり（二度と起こらないように） 

中包み 表は何も書かず裏に金額と住所名前 

香典袋はふくさに入れて受付で出した方がよい 

ふくさは右・下・上・左の順で包む（慶事は逆） 

お金は新札は使わない新札なら１回折り目をつ

ける 

 

◎大事なのは故人と遺族を思う気持ちですので、

細かなことにはそれほど神経質にならなくても

良いと思います。多少マナー本に書いてあること

と違ったことをしても全く問題はありません。故

人のご冥福を祈り、遺族の気持ちを察し何らかの

支えになれればよいのではないでしょうか。 

 

Ｅクラブ        広報委員 藤堂孝一 

 先週 9 月 19 日、甥の中学生の運動会が雨のた

め例会日に延期になってしまいました。3 年生最

後の運動会なので応援に行くことになり、例会を

欠席させてもらいました。 

 久々に欠席したためにメークして無欠席を継

続しなくてはと考え日程を調整していましたが

なかなか都合がつかずにいたのですが、ロータリ

ーの友の記事に目が留まりました。Ｅクラブの案

内が掲示板に新クラブとして掲載されていまし

た。東京米山ロータリーＥクラブ 2750 の案内で

した、早速インターネットで検索してみました。 

 アクセスしてメークアップをクリックして記

入の注意事項を読み入力してログインした見ま

した。送信してしばらくすると送信されましたと

のメッセージが現れたのですが、次に進みません

ので、そのままにしていたのですがメールが届き

メークが完了しましたとありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんもＥクラブにメークしてみてはいかがでしょ

うか。 

 

 

 

 

4 つのテスト 

『言行はこれに照らしてから』 

 

1・真実かどうか 

2・みんなに公平か 

3・好意と友情を深めるか 

4・みんなのためになるかどうか 

 

次週予告 

10 月 3 日 クラブフォーラム 職業奉仕について 

10 月 10 日 特別休会 

10 月 17 日 職場訪問 

10 月 24 日 会員卓話 長倉祐一郎・山本兼裕 

10 月 31 日 委員会活動中間報告 

11 月 7 日 クラブフォーラム ＲＩ財団について 


