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会長挨拶 竹村利之会長

｢アラビア語が話されている国々｣

今回は､ アラビア語について少し話をしたいと
思います｡
アラビア半島から北アフリカにかけての､ 20以
上の国 (エジプト､ レバノン､ イラク､ サウジア
ラビア等々) や地域を中心に話されているのがア
ラビア語です｡ そして､ アラビア語を話す人たち
を ｢アラブ人｣ と呼び､ その国と地域を ｢アラブ
世界｣ と呼びます｡ アラビア語は､ ７世紀に誕生
したイスラム教とともに各地に伝わったという経
緯があり､ 世界各地のイスラム教徒の多く住む国
や地域にも､ アラビヤ語を話す人たちがいます｡
国連の公用語にも指定されており､ 現在､ 約２億
人がアラビア語を使って､ 日々コミニュケーショ
ンをとっています｡
(以下挨拶で話せなかったこと) 文字は28の文字
から成り立っています｡ 文字の書き方は､ 上から
下､ 右から左が基本です｡ はじめてあった時は､
｢アッサラーム アライコム｣ とあいさつします｡
一日中どんな時間帯でも使います｡ 直訳すると
｢あなたたちの上に平和があるように｣ となりま
す｡ そして､ そのあいさつに対する返事は ｢アラ
イコム､ サラーム｣ と云います｡ 直訳は ｢そして
あなたたちの上にこそ､ 平和がありますように｣
で､ 強調の意味合いを持つ返事となります｡ この
｢強調｣ がア
ラブ流の返事
の特長です｡

幹事報告 粕尾正康幹事
・12/４ 地区補助金管理セミナー於：松本
南 信行会長エレクト 若麻績信昭さん出席

・次週９日は恒例の年末家族会です｡

12月のお祝い事 おめでとうございます

＜結婚記念会員＞ 宮原友昭さん 村田秀雄さん
清水光朗さん 清水 満さん

＜夫人誕生記念＞ 松本知子さん 宮原いずみさん
村田和子さん 岡田成子さん

＜会員誕生記念＞ 福澤 寛さん 松本克幸さん
中山富太郎さん 西沢 徹さん 高井新太郎さん
竹重王仁さん 竹村利之さん 轟 修平さん

次年度役員理事候補者発表 代理柄澤重登指名委員
会長 (役員) 南 信行 副会長 (役員) 北川原健
会長エレクト (役員) 兼クラブ奉仕委員長 布施慶典

直前会長 (役員) 竹村利之
職業奉仕委員長 (理事) 伊東義次
社会奉仕委員長 (理事) 井上明彦
国際奉仕委員長 (理事) 滝澤 功

青少年奉仕委員長 (理事) 野村泰久
幹 事 (役員) 若麻績信昭 会計(役員) 福澤 寛
ＳＡＡ (役員) 飯田弘己 (敬称略)

―――――― 拍手をもって承認 ――――――

年次総会 議長 竹村利之会長

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

第1411回例会 2016年 (平成28年) 12月２日 (金) 年次総会
第1412回例会 2016年 (平成28年) 12月９日 (金) 年末家族会

アッサラーム
平 和

12／16 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 平 出 恵 美 さ ん
｢ブランドの力｣



南 信行会長エレクト挨拶

承認頂き有難うございました｡

来年は特段の行事予定はござい

ません｡ 創立30周年からの新た

なスタートをしたいと思います｡

ロータリーは親睦＝友愛とよく

言われます｡ 友愛というのは兄

弟愛､ 友人との情愛だそうです｡ ポール・ハリス

もロータリーへの道という中で､ 親戚付き合いの

出来る仲間作りをしたいからロータリーを作った

と言っております｡ 私も本当に困っている時に助

け合えるような仲間づくりを目指して来年一年間

皆様の為に頑張りたいと思います｡ どうぞ宜しく

お願いします｡

出席・ニコＢＯＸ報告 高井新太郎例会運営委員
12/２ (会員53名) 出席38名前々回修正出席率87.50％

ゲスト 竹村正代さん㈱ 竹村建築設計事務所

・竹村利之さん☆年次総会と､ ゲスト卓話 (竹村

正代) で女房のイラクの話を10年振りに聞くこ

とに大変､ 緊張しております｡

・南 信行さん☆本日の年次総会宜しくお願いし

ます｡

・松本克幸さん☆ゲスト卓話竹村さん｡ 毎朝お会

いしていますが本日はようこそ！お話楽しみに

しております｡

・粕尾正康さん☆竹村会長奥様､ 卓話をありがと

うございます｡

・滝澤 功さん☆南会長エレクトの応援団として｡

・村田秀雄さん☆安心と信頼の村田自動車からの

お知らせです｡ スタッドレスタイヤへの交換シー

ズンとなりました｡ タイヤのご用命､ タイヤの

交換は是非当社へ｡ タイヤのお預かりもしてお

ります｡ 便利です｡ よろしく～｡

・竹村正代さん☆今日は有難うございました｡

クラブの為に使って下さい｡

・合 計 27,500円 ・スヌーピー 4,803円

・累 計 338,5100円

講師紹介 竹村利之会長

竹村正代を紹介いたします｡ (私の家内です｡)

1971～1977年 (45年前) ６年間､ イラク共和国に

滞在しておりました｡ 後半の３年間は竹村正代と

今回お話しする所に暮らしておりました｡ その時

の話をしてもらいます｡

ゲ ス ト 卓 話 竹 村 正 代 さ ん

｢北イラクのクルディスタン｣

―クルドの暮らし－

今から40年以上前､ イラク

のスレマニアという町で３年

間夫と暮らしました｡ そこは

｢世界最大の祖国を持たない

民族：クルド人｣ が居住して

いるところでクルディスタン

といいます｡ その町はまさに

1000年以上もの時が止まったアラビアンナイトの

世界｡ 頭にターバンを巻き､ 腰に帯を巻いた男た

ち､ アッバと呼ばれる黒い布で目と手足以外は全

て隠している女性が町を行き交っていました｡

そして暮らしてみれば､ ある日突然町に米がな

くなる､ 肉がなくなる､ 卵がなくなる､ 挙句の果

てには水が出ない､ 停電するといった大変な状況

でした｡ そのような中で､ クルドの人達は本当に

親切で､ 優しく､ 大切に接してくれました｡

当時の日本は高度成長時代の円熟期で､ 日本中

に活気がみなぎり､ なんでも挑戦しよう､ なんで

も見てやろうという気概にあふれていた時期でし

た｡ 夫の後について行っただけの私でしたが､ そ

んな思いは強かったと思います｡ 品物にあふれ､

不自由なものは何もない日本の暮らしから､ 一歩

外に出れば､ 大変な生活を送る人たちがいるとい

う現実､ それは多分今も変わっていない・・・い

いえそれはもしかしたらもっと酷いことになって

いるかもしれないという場所が今もあるというこ

とを､ 忘れてはいけないと思っています｡

改めて日本の素晴らしさ､ 美しさ､ 細やかさな

ど､ 日本は本当に素晴らしい国だということを判

らせてもらいました｡ 本当に日本はいい国です｡

長野はいい所です｡ こういう思いを持って過ごせ

る気持ちを待たせていただけたのは､ 北イラクの

クルドの暮らしがあったからだと思っています｡

クルド

の人達に

平 安 の

日々が得

られます

よう祈り

ます｡ クルドの女性と子供たち



皆さんご一緒に乾杯！！ 司会と歌と大忙し
マイクを持つ手が
プロっぽい？

第 1412 回例会　年　末　家　族　会
2016年１２月9日（金）18：30～　於　長野ホテル犀北館　会員33名　ご家族・ゲスト71名

18：30～18：35 
司　会：若麻績会員家族委員長
挨　拶：竹村利之会長
乾　杯：柄澤重登第12代会長

19：30～　お楽しみ抽選会

19：50～　
サンタさんからお子様へプレゼント

竹村利之会長挨拶　
 今晩は。本日は104名という多勢の皆様に参加頂き、盛大に年末家族会を迎えられたこと感謝申
し上げます。
 今年は９月に創立30周年記念式典を開催し、また10月の創立30周年記念旅行も無事終了し会員家
族の皆様と交流親睦を図れたと思っております。私の年度も皆様のお蔭で事業の大半が終了しまし
た。次年度の南年度に何事もなく無事、バトンタッチしたいと思っています。今宵はクリスマスを
兼ねた年末家族会です。皆様方と大いに盛り上がって楽しみたいと思っております。

今年はニコ・BOX設置しました

「あら～何が当たったかしら」

縁起物大当り！

今年のサンタさんはだれかな…
メリークリスマス！！



皆さん　お楽しみ頂けましたか？

メリークリスマス！！

皆さん　お楽しみ頂けましたか？
20：35　締め　

南　信行会長エレクト

★★　会報当番：斎藤委員　写真撮影・提供：青木　宏さん　★★
★★　企画運営：若麻績会員家族委員長・山本委員　協力：例会運営委員会　★★

ジィジは力持ちじぃじは迷指揮者

例会案内　　12月23日　祭日　12月30日　休会　1月6日　新年初例会　会員卓話　南会長エレクト

20：00～20：35
 長野県短期大学ウィンドオーケストラによる演奏
 指　揮：山本博昭会員

ひろあき爺はかっこいいなあ
将来の名指揮者か？！

創立30周年記念旅行では東北方面に行きました。
その際参加された奥様方が歌った曲です。「花は咲く」


