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週報
【 No.560 2012/9 第 2 例会 】

■会長挨拶

2012 年 9 月 14 日(金) 12:30〜13:30 

司会者：加藤英明君

ソング：手にてつないで・四つのテスト斉唱

卓上花：バラ

ゲスト：安城学園ＩＡＣ顧問岡山直樹先生・生徒１３名

ゲスト： ウェスティンナゴヤキャッスル宴会セールス部副支配人兼セ

ールス第一課 長谷川誠様

ビジター：なし

」

２回安城ロータリーゴルフコンペ（ザ・トラディショ
クラブテーマ

Pease Through Service 「奉仕を通じて 平和を
■会長：大見 宏

■幹事：石川 義典

■クラブ会報：成田孝則・松本隆利・青山竜也

■創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日

■RI 加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6 日

親睦から奉仕へ。そして奉仕を通じて平和を。
2012-2013 年度 RI テーマ
大会まであと４３日》

大見宏 会長
《会長報告》

９月７日（金）

理事会：地区大会準備のための例会変更

安城こどもまつりへの協賛金支出

９月１１日（火）

会長、幹事、地区大会実行委員長、５５周年記念行事実

行委員長を励ます会

９月１３日（木）
ンＧＣ）

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


《老若男女の法律豆知識その⑤》

【事例】

Ａさんの父が亡くなりました。Ａさんの父は、生前自分が死んだら庭の隅に墓を作り埋めてくれと言っていました。この希望

をかなえることはできますか。

答：できません。

埋葬、埋蔵は墓地以外で行ってはならない。現在では、個人の庭を墓地にすることは認められません。

墓地、埋葬等に関する法律

第４条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

第２条５

「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事（市又は特別区にあっては、市長又は区長）の許可を受けた区

域をいう。

※慰霊碑は可。遺髪は可。

昭和２３年制定。

遺骨を自宅に置くことは可。期限なし。

埋葬、火葬、又は改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない（第５条）。

墓地の管理者は、埋葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ埋葬又は焼骨の埋蔵をしてはならな（第１４条）。

【事例】

ハワイの海に散骨してほしいとの遺言があった。この希望はかなえられるでしょうか。

答 いわゆる散骨です。

墓地法第４条の解釈、刑法第１９０条違反としてできないという考え方が多かった。

（刑法第１９０条）

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を 損壊し、遺棄し、又は領得した者は、３年以下の懲役に処する。（１９９１年法務

省非公式見解） 節度をもって行われる限り違法性はない。

※但し、国外で犯した場合は処罰できず。

日本の船舶、航空機で行うと処罰される。勝新太郎（ハワイ）、横山やすし（宮島競艇場）

散骨シーンのある映画「マディソン郡の橋」、「失楽園」

散骨を望む人増加。違法であるとの認識が崩れている。条例などで規制する動き。

ハワイには法律があるようです。



＊本日例会終了後、引き続きこの会場にて地区大会全体会議を行います。

＊10/10（水）ガバナー公式訪問合同例会が三河安城ＲＣホストによりホテルグランドティアラにて行われます。

出欠報告を9/28までにお願いいたします。

＊ゴルフ部会より、9/13(木)行われました第2回安城コンペ優勝は 市川 護君です。

10/15（月）安城七親会ゴルフコンペ登録料集金いたします。

11/23(祝・金)ガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会が行われます。9/21までに登録ください。

■幹事報告 石川義典君
■委員会報告

【ゴルフ部会】 清水正幸君

9/13 第２回安城ＲＣゴルフコンペ

成績発表：優勝 市川護君 ＯＵＴ39：ＩＮ40：ＧＲ79：ＨＤ6：ＮＥＴ73

２連覇です（今年は全部優勝します）

11/23(祝・金)ガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会が行われます。9/21 までに登録ください。

【地区大会実行委員会】 奥田法行君

ＲＩ会長代理晩餐会のお誘いです。会員の皆様全員の登録をよろしくお願いします。

登録料は 9,000 円です。

【大見会長】

ＲＩ会長代理の川妻二郎さんから安城ＲＣにお酒を 2 本頂きましたのでご報告いたします。

■出席報告 ■ニコボックス報告小野田真代君 福田雅美君

本日のニコボックスメッセージの紹介
会員 59 名

出席義務者 48 名

出席 38 名

欠席 10 名

出席免除者の出席 9 名

出席率 82.46％
修正出席率 8 月 31 日 第 2699 回

100％
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ラブフォーラム新世代委員会 卓話担当：藤井英樹君

話者：

山直樹先生：副団長

徒：米山舞様 高橋ちよみ様 野間口千晶様 久保

田愛美様 樋口ももこ様 日高 瑶様 松田江梨花様

■クラブフォーラム新世代委員会

の家に泊まっている間、ペアの子に毎朝起こして
のぞみ様 中川晴菜様 杉浦菜月様 赤星優香様 太田千尋様

安田志穂様

担当：藤井英樹君 卓話者：安城学園ＩＡＣ顧問岡山直樹様・生徒１３名
ＩＡＣの顧問及び生徒 13 名をお招き頂きありがとうございます。

こうして、合同例会が、出来ることは非常に幸せです。実は、

生徒全員がこの場にきたことは初めての事ではないかと思

います。非常に今日は貴重な体験で、今年は 1 年生が 7 名

2 年生が 6 名おります。ボランティアを頑張って、皆さんのご

支援のもとにやらさせて頂いております。今年 7 月 23 日～

7 月 31 日まで、海外派遣研修、全部で生徒が 30 名参加さ

せて頂きました。今年は、今から見て頂くＤＶＤは安城学園

バージョンで少し短縮して 15 分バージョンで上映したいと思 （岡山直樹先生）

います。今年、私は副団長として引率させて頂きました。撮影と研修を担当させて頂きまして、今までと大きく変わったこ

とがございまして。実は、30 名の生徒、いろいろな学校から来ています。その中の生徒代表が、安城学園の米山舞で

す。いつも選挙で、豊田高専とかいろんな学校が、当選するのですが、今年初めて安城学園が政権を取りました。ちょう

ど今年は学校創立100周年、１００年に一人ということで、初めてのことで、今年は安城学園がハワイの海外研修で政権

を取ったことと、こうして、全員で合同例会をさせて頂けることで、本当に有難く思います。さっそくＤＶＤを上映させて頂き

たいと思います。よろしくお願いします。

映像を見ていろいろ思い出したんおですが、ワイキキＲＣの例会にも出席させて頂きまして、そこでまず、ここにもありま

す「四つのテスト」これのワイキキＲＣバージョンがございまして、世界中どこでもいっしょだなと思いました。そして、先ほ

どニコボックスの映像がありましたが、ありがとうございました。感謝しております。安城学園高校ですが、今、ちょうど少

子化と、私学ということで、生徒さんがどれだけ来て頂けるだろうと心配したのですが、今年の 1 年生は「526 名」定員が

520名なのですが、526名の生徒さんに入学して頂きました。安城学園高校が、他の学校と決定的に違うのが、昨年、東

日本大震災が起きました、その後東日本大震災で、実際に岩手県と宮城県に足を運んだ生徒が３００名近くおります。

それが、他の学校と決定的に違う所でして、まず去年の 8 月に生徒会、生徒の有志いろいろなクラスが、実際、宮城県

の気仙沼、岩手県の大船渡へ出かけました。それから、去年の冬休み、12 月から 1 月にかけて、安城学園高校の男子

サッカー部、野球部全員が、気仙沼の「がれき」の撤収作業を行っております。それから、吹奏楽部も全員、気仙沼と大

船渡に行きまして、そこで実際にコンサートを復興チャリティコンサートということで岩手県の大船渡東高校と、陸前高田

高校、安城学園高校の３つの学校が集まって、復興チャリティコンサートを岩手県と宮城県で行っております。今年の 3

月にバレー部が、気仙沼に行きまして、仮設住宅の子供たちを相手にバレーボール教室を開いたり、がれきで埋まった

畑から「がれき」を取る作業をしたり、私も同行させて頂きました。今年の 8 月に今度は、合唱部、弦楽部。さきほど安城

ＲＣ様が地区大会を主催されるということで、愛知学泉のオーケストラを利用して頂けるそうですが、実は、岩手県で8月

に震災で被災された場所で演奏会をした、そのオーケストラを、地区大会にお招き頂き非常に有難く思っております。延

べ 300 人近い生徒が実際に岩手県、宮城県に足を運んでいます。

【生徒代表】

2 年 米山 舞さん

第 25 回ＩＡＣ海外派遣研修で生徒代表として、副会長の野間口千晶さん

と共に派遣して頂きました。今回私は生徒代表という立場で、ハワイへ

行ったのですが、代表らしい事はあまりできなくて、ホストファミリー
もらったりして、メン
バーの



優しさに支えてもらってました。その 29 人と先生とＲＣの方と行った 7 泊 9 日の海外研修は、私は「成長」という一言が

ぴったりだなと思っています。ハワイで経験した事すべてが、成長するための一つの事だったと思います。この言葉は

普通に聞いてしまえば、ありきたりで普通に聞こえてしまうかも知れないですが、ＤＶＤに映っていた思いでも、経験は

勿論、映っていなかった所でも、沢山の思い出と経験がありました。他にもメンバーとの絆がたくさん詰まっている一言

だと思うので私はこれがぴったりだなと思っています。

先日 25 日に名古屋のＹＭＣＡで行われた派遣後の研修会では、自分だけではなく、他のメンバーの成長したところや、

ハワイでの思い出を沢山聞くことができました。ホストファミリーと過ごした週末の事とかか、悲しかったことや学んだ事

を話していました。

今回 29 人のメンバーと、出会えたことが良かったと言っいる子もいて、私は代表の選挙をする時にスピーチをしたのです

が、その時に、一人でも、「7 泊 9 日のハワイ研修に行かなければよかった、と思う人が出るような研修にはしたくない」

と言って代表になりました。なのでみんなの発表を聞いたときに、すごく嬉しくて、代表をやって良かったと思いました。

今回私たちに、このような機会を与えてくれた方々に、心から本当に感謝をしています。そして、研修で学んだことが、

無駄にならないように、色々な場所で、沢山の活躍をして行きたいと思っています。本当にありがとうございました。
ＩＡＣ年間活動資金贈呈


