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第 1140 回例会報告                             4 月  19 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  4 月   26 日（水） 次週予告  5 月  10 日（水） 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

              馬場 和代 会員  

◎プログラム 講師卓話  

   柏原ロータリークラブ会長 坂東隆弘様 

◎ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

             野木 久子 会員 

◎プログラム クラブ協議会  

地区研修・協議会報告          

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 スマホやネット通販などは、今では誰もが普通

に使っていて、生活する上で無くてはならない必

需品になっています。しかし、昭和の時代にはそ

んな便利なスマホもネット通販も一切ありません

でした。 

 外出先で電話をかけるときは、公衆電話を探さ

なくてはなりませんでしたし、急ぎの時や重要な

連絡の時など、電話の前から動けませんでした。

それでも中々連絡が取れずに困ることは日常茶飯

事でした。 

 また、ネット通販もなかったので、お店まで買

いに行くしかなく、店に行っても在庫がなくて諦

めるのも当たり前でした。平成の今のように、ネ

ット通販で注文して当日もしくは翌日に商品が届

くなんてことは夢のまた夢でした。 

 このほかにも、平成生まれの人たちから見れば、

「何て無駄なことしていたの？」と、呆れられる

ことのオンパレードだと思います。そんな今、平

成だから言える「昭和」の「驚愕の無駄」と思わ

れてしまうものを 2点挙げます。 

①カセットテープ  

 今、音楽はデジタルデータで聴くのが当たり前

です。スマホやデジタル音楽プレイヤーなどに大

量の音楽データを保存して聴くことができます。

更にネット配信サービスを使えば、保存すら必要

なく、好きな時に好きな場所で聴きたい曲を瞬時

に聴くことができます。 

 ところが、昭和の時代は、そんなわけにはいき

ませんでした。音楽はカセットテープに録音しな

ければならず、録音には、音楽の演奏時間と同じ

時間が必要とされました。録音できる時間も最長

120分が限度で、2時間以上聴くにはカセットテー

プを何本も録音しなければなりませんでした。 

 更にカセットテープを聴く時にも、平成人が驚

く「無駄」がありました。カセットテープでは、

曲は順番通りにしか再生できないのです。テープ

後半に録音されている曲を聴くには、「頭出し」機

能でテープを早送りしなければ聴くことはできず、

この早送りも、今のように瞬時にはできず、まっ
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たりと待たなければなりませんでした。カセット

テープは、基本、最初から最後まで曲を録音した

順番でそのまま聴くことが多かったわけです。 

 好きな曲を好きな順番で聴き放題！なんてこと

は夢のまた夢だったのです。とはいえ、全曲聴い

てしまうカセットテープだからこそ、アルバムに

入っている他のお気に入りの曲に出会えるなんて

新しい発見はあったのかもしれません。 

②フィルム写真 

 今は、スマホやデジカメで撮った写真は、その

場ですぐ見ることができます。ところが、昭和で

は、カメラにフィルムをセットして撮るのが当た

り前でした。撮った写真は、カメラからフィルム

を出して写真屋さんに出し、フィルム現像とプリ

ントをして貰って初めて見ることができます。当

然、写真を撮ったその場で、うまく撮れたかどう

かをチェックなどできません。1 本のフィルムで

撮れるのは、最大 36枚までです。写真を撮って見

るまでには、フィルム代、現像代、プリント代と

結構なお金がかかっていたのです。 

 しかし、昭和の写真には、今のデジカメにはな

い楽しみもありました。それは、厳選して焼き増

し（プリント）した写真をきちんとアルバムに貼

って整理した後、家族や友人とその時の思い出を

しっかり共有することができていたのです。子供

の成長記録なども残っているため、成人式や結婚

式などに贈り物として大切に使われてもいました。 

 今のデジカメは、確かにお金をかけずにたくさ

んの写真を撮ることはできます。その反面、撮っ

た写真は膨大な数になるため、プリントアウトも

できず、撮ったまま放置されているというケース

も多いということです。 

 平成の今は、昭和の時代に比べると、驚くほど

「無駄」が無くなり、多くのことが便利になりま

した。もちろん無駄はない方がいいに決まってい

ます。でも、平成生まれには「無駄」と思えるこ

とも、昭和世代にとっては「それはそれで良かっ

たよ。」という思い出や楽しさがあったのかもしれ

ませんね。 

 

 本日の本は「医療にたかるな」新潮新書 村上

智彦著 です。 

政治、行政、マスコミ、医療者、市民などが、甘

えやごまかし、利権確保のために医療を崩壊して

きた考え方に対して、医師の立場から本音を語っ

ています。今後の医療を考える上で役に立つ情報

が盛りだくさんで、医療従事者以外にも、多くの

方に読んでいただきたい一冊です。 

例えば、北海道は未だに検診の受診率が低く、

塩分摂取が多く喫煙率が高い。肥満の割合も高く

て健康意識が低い。そのような土地柄のため、医

療費が高くなり平均寿命が短い。筆者は、自分た

ちの不摂生や不勉強を医療に押し付けていると主

張しています。 

 住民の要望＝ニーズと勘違いされているが、住

民の意向がすべてニーズではなく、住民のあれく

れ、これくれはただのウォンツであり、ニーズと

ウォンツを峻別していく必要がある。本当のニー

ズは、公共の福祉に資する要望であり、（次世代を

含む）他の人たちのことをも考えた要望であって、

決して個人的な要求を叶えたり不安を解消したり

することではない。だから、住民アンケートでニ

ーズを得ようとするのはおかしいと言っています。

まさにロータリーの考え方と一致する内容です。 

 

 

卓 話 

             川添 裕照 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「故人の埋葬改葬の現況について」  

 今でも、意識調査をすると、祖先の祭祀をする

のは子孫の義務だと考える人は多い。そ の意味で

は、祖先崇拝の思想は現代でも生きている。  

 平成 23年調査によると、祖先を祀るのが子孫の

義務かとたずねた結果、「そう思う」 と答える人

は、20代でも 8割近く、70才代以上の高齢者は 9

割に達する。「先祖の霊魂は私達を見守っている

プログラム 
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か」という質問に対しては全体では 8割程度と高

い数字を示すものの、70才以上では 67.8%とその

数値は下がる。高齢者は、祖先祭祀は子孫の義務

だと考えるが、霊魂の存在を信じない人が多く、

祭祀の効用があると考えている人も少ない。 

 若い世代は、祖先祭祀といっても、祖先に供物

を献げ、祭儀を行うことによって先祖の安寧を祈

るというものではなく、自分たちを守ってくれる

と考える世代が増えてきたのである。お墓参りの

頻度は若い世代ほど低い。  

 ところで「埋葬」に際して法律が祖先祭祀・祖

先崇拝思想に期待していることは、死者 (先祖)

の尊厳性を脅かすようなことは誰もしないだろう

ということである。ところが 1990年代から、尊厳

性を脅かすことが少しずつ表面化するようになっ

てきた。例えば、同居する親族が亡くなっても埋

葬しない事例が増えている。いくつかのパターン

がある。 人間関係でいえば、夫婦間・親子間・兄

弟間・舅と姑間で起こる事例がある。原因から見

れば、経済上、セルフ・ネグレクト、宗教上の事

由に分類される。  

 また、「墓じまい」は法律上は「改葬」であり、

許可がいる。第一は、故郷のお墓の遺骨を自分の

入るお墓に改葬する方法。第二は、遺骨を故郷の

納骨堂に移し、将来の遺骨の処分を寺院等に委ね

る方法。第三は「墓じまい」をして、遺骨を散骨

する方法。  

 次のような事例がある。東北地方の都市の話。

元々旧家の家筋であったが、嫁である母がキリス

ト教徒になり、父も死の直前にキリスト教に改宗

した。父の死後、母は旦那寺にある先祖伝来の墓

を廃止し、教会内の納骨堂に入ることになった。

寺からはお墓を更地にして返して欲しいと言われ、

全ての遺骨を取り出して、キリスト教の納骨堂に

改葬した。その夫婦の子供たちは、これで旦那寺

との縁も切れたと言って、母の行動には誰も反対

しなかった。  

 人間にとって普遍的なことであるが、「人は埋

葬されなければならない」という原則を確認する

ことです。ヨーロッパでも「人は埋葬されなけれ

ばならない」とする原則が近代になって確立した。

この「埋葬義務」は古代ギリシア神話のアンティ

ゴネの挿話に求めている。アンティゴネの兄、ポ

リュネイケスは叛乱者としてその屍の埋葬を禁じ

られて、鳥獣の食うにまかせるように王クレオン

が命ずる。しかし、アンティゴネは死者は神聖で

あり、死者を埋葬するのは家族の最大の義務であ

り、揺るぎない神様方がお定めになった掟であり、

人間 (世俗的な権力) はこれを破ることができな

いと主張するのである、「理葬義務」は神の掟と

いう人間の普遍的な道徳に由来するものです、近

代になると埋葬を道徳や宗教に委ねるのではなく、

ほとんどの国が法律上の義務として規定している。 

 西欧諸国の墓地埋葬法は、一般的に「埋葬義務」

あるいは「埋葬強制」を前提として構築されてい

る。ドイツでは、全ての諸州の埋葬法では、埋葬

強制と同様に原則的な墓地強制が規定されている。 

 「理葬」は第一次葬と第二次葬に区分される。

第一次葬は、人間の遺体に対する直接の処理であ

り、土葬・火葬・風葬・水葬などが該当する。残

った遺骨をどう処理するのかが第二次葬にあたる。

日本の墓地理葬法においては、第二次葬として土

葬と火葬を規定し 第二次葬として「埋蔵」と「収

蔵」を規定している。土葬は「土中に葬ることを

いう(墓地埋葬法第二条第一項)」と規定され、火

葬は「死体を葬るために、これを焼くことをいう」 

(同法第二条第二項)と規定している。何でもない

規定のように思われるが、「土中に葬る」という

定義は埋めることが直ちに葬送であるとの理解を

示し、「葬るために焼く 」という火葬の定義は、

焼いただけでは葬送にならないという理解を示し

ている。つまり、火葬後に骨を墓地内のカロート

や納骨堂に入れて漸く葬送が完成するという理解

である。土葬であれば「埋葬」はとりあえず完結

するのに対し、火葬だけでは「埋葬」は完結し て

いない。火葬後の遺骨の処理が終了しなければ、

葬送は完結したものにならないということです。 

 「墓地強制」ということばを前述した。遺体や

遺骨の「埋葬」を墓地内に行う原則を意味してい

る。ヨーロッパでも、墓地内における散骨を別に

して、墓地以外の場所に散骨する場合には、例外

として法律が許可するか、散骨についての特別の

立法を制定している。 散骨は一つの葬法として容

認すべきであるが、そのためには新しい立法を必

要とし、散骨を許可するための条件を明確にしな

ければならない。 
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 人は「埋葬」されなければならないというとき、

何が「埋葬」であるかを法律は明確にしなければ

ならない。 

「月刊住職」4月号より 

 

○大門 美智子 君 

15 日は欠席してしまい申し訳ありませんでした。

息子夫婦と嫁の妹がお世話になり、ありがとうご

ざいました。感謝です。 

 
本日のニコニコ    5,000円 
本日までの合計  904,820円 

 

 

□ソング 

「われら日本のロータリアンの歌」  

                          小山 一子 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 24  77.42 

前々回 

4/5 
33 2 31 24 4 90.32 

 

リフレッシュ・エクササイズ №286 

               小山一子 会員 

★24期・第 7回、通算 286回目の「リフレッシュ・

エクササイズ」です。よろしくお願い致します 

◆桜も先日の風雨で葉桜となり、今は八重桜が満

開です。日中はとても暖かですが、寒暖の差が激

しく体調を崩しやすい月でもあります。 

◆私事ですが、昨年暮れ急に気管支が閉塞を起し、

医師の迅速な手配に寄りお陰様で又々命を取り留

めました。後日の説明であと数秒遅ければ命を落

すところ、何とか命が助かっても植物人間になる

ことが多いと伺い ぞーっと致しました。 

（呼吸が出来なくなり身体の酸素の量が減り、脳

へ酸素が行かなくなっていたそうです） 

◆気が付いてからの「意識的な深呼吸」をお伝え

しておきます。 

1）「火吹きだけ」と言うものをご存知でしょうか？ 

2）昔の薪で火を起す時使う竹筒のことで、息を吸

って吐く時に炎の勢いが強くなる道具です。 

3）足を腰巾にひらき、いつものように深呼吸しま

すが、吸うとき・吐く時、メラメラと炎が燃え盛

っているのを想像しつつ行います。 

4）何度か行うと体中が炎に包まれ暖かくなります。 

足踏みして呼吸を整え親指を中にして笑顔でしっ

かり「クンバハカ」して終わります。 

★固まっていた身体が柔らかくなり、・筋肉が柔ら

かくなり、身体中の関節が柔らかくなり、一気に

「酸素・気・血・水」が身体中に循環します。 

回復力が旺盛になります、そのため肩こりや首が

回らなかったのが、回るようにもなります。家庭

復帰・社会復帰できます。 

★一日に気が付いた時に、何度でも行って下さい。

身体と心が温まり心身ともに「健 幸」になりま

す） 次回をお楽しみに！    --完 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「医療にたかるな」 新潮新書  

村上智彦（著) 

 

 

 

 


