Weekly Report

■会務報告
小笠原達也 幹事
（１）帯広南RC、3/1（月）、
3/15（月）は休会と致します。
■委員会報告
第6分区ガバナー補佐 柴田博美様
地区大会の事ですが、ガバナー事
務所に確認しましたら5月29日（土）
受付開始が12時で16時30分終了と
短縮で行うと連絡がありました。
各クラブ会員数の1割程度の出席でと
いう事ですので当クラブですと7名となります。
今後の状況でオンラインになるかもしれないとい
う事でした。3月下旬までには各クラブに連絡が
来るという事です。
■ニコニコ献金
萬 智光会員
濱名喜久雄会員：誕生日祝い本当に
有りがとう御座居ますいつもいつも
感謝×２です。
澤田 一 会員：円楽さんの道東落語
まつり5月1日に延期チケット発売します
良い席は澤田まで申し付け下さい
■プログラム
水戸部公平 プログラム委員長
プログラム委員会ではいろいろと
計画していましたが、コロナ禍で中止
となってしまいました。
そこで今日は阿部会員に「コロナ禍の葬儀」と題
して会員卓話といたします
阿部公夫会員
お葬式は中止したり延期ができないもので外出
自粛の期間がありましたが、対象外となっていま
した

■メークアップは同年以内
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3月、4月のころは
家族葬より直葬が
多くなっていました。
その頃は家族葬の中
で変化があり、1日
葬が増加しました。
今までは直葬が家族
葬を上回る事はなか
ったのですが、はじ
めてこういう状況が
起きました。
緊急事態宣言後は
１日葬が増加しま
した。
葬儀の様は変わって
きています。参列の
仕方も工夫していま
す。
かなり間隔をあけてやります。会場入り口あるい
は受付のそばに焼香台を設置し、皆さんは香典だ
けあげてお焼香だけして帰るのがスタンダードに
なりつつあります。
これからは受付時間も前倒しして4時30分から受
付開始し皆さんが来て香典をおいてお参りだけし
て帰るスタイルとなっていて今後はこうなってく
るのではないかという業界内の話です。
さらにオンライン葬
儀が登場しています
コロナ禍で遠方の方
は出席できないので
葬儀を中継します。
北海道でも何社かあ
ります。身内の方で詳しい方は自分でやっている
方もいました。その時の香典はオンライン決済で
きます。北海道はまだですが香典他オンライン決
済でやっているところもあります。
新型コロナウイルスで亡くなった場合は志村けん
さん、岡江久美子さんが亡くなったときニュース
になっていましたのでご存知かと思いますが、
病院で非透過性の納
体袋に入れて病院で
棺に入れてその後葬
儀社に渡します。
身内の方も対面する
ことはできません。
直接火葬場に行きま
す。法廷感染症に認定されていますので、すぐに
火葬され収骨も火葬場職員と葬儀社でやり、ご自
宅まで届けて頂きます。
その間身内の方は電話で進行状況の連絡を待つだ
けです。コロナの場合病院から危篤の連絡が来て
も会うこともできず、最後にお骨となるまで会う
こともできない。
身近でこのようなことが起きてなくてよかったと
いうのが感想です。
こういう亡くなり方は悲惨です。
皆さんもお気をつけてください。

■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）
芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15） 帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広 上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10） 音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール
足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30） 清水RC：清水町中央公民館 帯広西RC：北海道ホテル
帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

２０２０‐２１年度国際ロータリー・テーマ

ロータリーは機会の扉を開く

�
会員卓話 阿部公夫会員

しかし、私達が住んでいる十勝帯広は経済
基盤は農業ということで食だけは不変です
ので人口減少率は比較的なだらかで 近い
将来函館市を抜くこともあり得るとのこと
で、経済環境としては恵まれた地域なのか
と思います。
ロータリーも同じように今後、会員の減少
が続いていくのかと思います。
会員数が 20 人を切り解散であり、また統
合するクラブも出てくるのかなと思ったり
もしています
当クラブも、現在 66 名ですので、一時期
より少なくなったのかなと思います、
これ以上減るのでなく、増やす！
是非、皆さん、そういうお気持ちの中で今
後、会員募集を心がけて頂ければと思って
います。
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平和と紛争予防
紛争解決月間
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

RI2500地区
帯広南ロータリークラブ
創立平成2年4月23日
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ホームページが新しくなりました

http://www.obihirominami-rc.com
・例会日／月曜日
12:30~13:30
・例会場／北海道ホテル
帯広市西7条南19丁目
・ 0155-21-0001
・事務所／
帯広経済センタービル東館3F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

会長方針

今、自分に出来る事、
そして すこし背伸びしてみませんか？

■会長挨拶
花房 浩一 会長
昨年は、コロナ関連のニュースが日常でしたが、
他にも、気になるニュースもあったのかと思います。
夏場の九州豪雨、菅政権の発足、バイデン大統領の
誕生、それと中国の動きも気になりますよね
そんななかで、ローカルな話題ですけど 釧路市と帯広市の人
口が 12 月末で 3 人帯広市が上回ったと ただ 1 月末では同数
に戻りましたが、いずれにしろ差は広がっていくということで、
以前は想定できなかったのと思います。決して、帯広の人口が
増えたということでなく逆に減っているんですけど 釧路の減
少率が大きい‥ピーク時ですけど（1980 年）釧路市 23 万弱
で 帯広が 17 万 5 千でしたが、両市とも現状 16 万 5 千とい
うことで 釧路市はその後も、阿寒町、音別町とも合併してい
ますので実質 7 万人以上の減少ということです。釧路はかつて、
漁獲量が日本一の期間が長かったのですけど、200 カイリ問
題であり、イワシが急に獲れなくなったということです。
（130 万トンが 20 万トン） また、石炭、工業という部分でも
時代の変化の中、需要が変わって衰退してしまったとのことで
す。今年の夏には日本製紙（十条製紙）も撤退するとのことで
今後も両市の差は益々開いてくるとのことです。
同じように、室蘭市もかつては 16 万の人口が今は 8 万ですと
か 小樽市も 20 万が 11 万 また、石炭で潤ってきた町は人
口が半分以下というか１/10 に減少してしまった町もあり自治
体を存続することが厳しいのかとも思います
ちなみに 今、北海道の人口は 520 万ですが 25 年後は 420
万と推定されています。
■出席状況報告
12月平均出席率
■ニコニコ献金
9月28日

14,000円
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■2500地区2020年 12月
平均出席率
％
■帯広5RCクラブ出席率

累計 203,000円
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