
THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

例会　毎週金曜日　12:30～13:30　ホテル国際２１
事務局

e-mail:nwrc1987y@sweet.ocn.ne.jp
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長野西ロータリークラブ

会長／竹村 利之 幹事／粕尾 正康 クラブ会報委員長／中野 欣哉

SAA／松本 克幸 副 SAA／高井 亘

会長挨拶 竹村利之会長

｢イスラームの世界；４人の妻｣

イスラーム以前のアラビア半島では､ 制限なく
数多くの女性との結婚が行われていました｡ コー
ランではいくつかの変更が命じられています｡ 帰
人章の第３節でアッラーは 『あなたがたがもし孤
児に対し､ 公正にしてやれそうにもないならば､
あなたがたが良いと思う２人､ ３人または４人の
女を娶れ｡ だが公平にしてやれそうにもないなら
ば､ 只１人だけ､ 又はあなた方の右手が所有する
者 (奴隷の女) で我慢しておきなさい｡ この事は
不公正を避けるため､ もっとも公正である｡』 と
仰せられています｡ この章句により､ 以前は無制
限であった婚姻が公正に振る舞うことを条件とし
て４人と制限されたのです｡ 実際に行うことが難
しい ｢公正に振る舞う｣ という条件をつけること
によって､ １人の女性との結婚を奨励しているの
です｡ したがって重婚はイスラームが命じている
ことでなく､ 逆にやむを得ない状況下で公正とい
う条件をつけて許可を与えているのです｡ 妻がい
る状態で別の女性と結婚することは､ 一般的に後
から結婚する女性にとっては問題となりません｡
なぜなら彼女はその状態を知った上で結婚するか
らです｡
私が滞在している数年間の間でも２回程､ 女性
の父親から娘を日本へ連れて行けと言われたこと
があります｡ ｢日本では１人しか妻帯できないん
だ｣ と､ その都度断りましたが､ 不思議そうな顔
をしていた事が目に浮かびます｡ 今から思えば､
大変残念です｡

幹事報告 粕尾正康幹事

＊第７回クラブ協議会 報告

・次週27日創立記念例会 18：30～ ます栄｡

・創立記念例会前17：30～次年度役員・理事・委

員長による第１回予定者会議

該当の方はお願いします｡

・２月３日例会場は､ ２階弥生の間です｡

・２月10日の例会はサントス米山奨学生の提案で

信大工学部にて開催します｡ 集合時間は11：45｡

・３月17日の例会は夜間例会｡ 女性オピニオンリー

ダーとの情報交流例会とワイン会開催します｡

・３月24日 (金) 18：30～情報集会を犀北館にて

開催します｡ 対象者の方は､ 伊藤宗正さん､ 太

田裕志さん､ 藤澤克彦さん､ 坂本千尋さん､ 川

橋昭義さんです｡ スケジュールにお入れ下さい｡

詳細は後日お知らせします｡

・会員動向について １月１日付き現在：正会員

53名 特別名誉会員１名｡ １月６日に川橋昭義

さんが入会され現在は､ 会員数54名です｡ 会員

増強目標は３名ですので新会員の推薦をよろし

くお願いします｡

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

第1416回例会 2017年 (平成29年) １月20日 (金)
第1417回例会 2017年 (平成29年) １月27日 (金) 創立30周年記念例会

２／３ 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 野 村 和 正 さ ん

｢2017理事長所信｣



出席・ニコＢＯＸ報告 宮原例会運営委員長
１/20 (会員54名) 出席34名前々回修正出席率93.87％

・黒岩美栄子さん☆元事務局さんよりお預かり｡

創立30周年をお祝いして頂きました｡

・飯田弘己さん☆大橋先生の早期発見のおかげで

ガンの撤去無事完了｡ ありがとうございました｡

・松本克幸さん☆２週続けてお休みさせていただ

き､ ご迷惑をおかけしました｡

・合 計 12,000円 ・累 計 458,342円

２月10日の例会について 西沢プログラム委員長

先ほど幹事からも案内がありましたが２月10日

は信大工学部にて例会をします｡ 駐車場に限りが

ありますので､ 駐車場使用の有無を含めて､ 今月

中に出欠の返信をお願いします｡
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会 員 卓 話 藤 澤 克 彦 さ ん

｢自己紹介｣

藤澤克彦と申します｡ 本日

は､ 自己紹介をさせていただ

く機会をいただき感謝申し上

げます｡

入会にあたっては清水光朗

様・西沢徹様に大変お世話に

なりました｡ 昭和44年生まれ

の47歳でございます｡ 長野市出身で本籍は桜枝町｡

現在は､ 七瀬に妻と二人暮らしで子供はいません｡

趣味は､ 下手なゴルフ｡ 休日に会社内を徘徊する

という変わったところもあります｡ また､ 善光寺

界隈で開催されるイベント ｢長野灯明まつり｣ は､

長野青年会議所時代から関わることが多く毎年楽

しみにもしています｡

仕事は､ 印刷関連の会社を営んでおります｡

｢株式会社イシワタグラフィックス｣ と申しまし

て､ ｢立派でなくていい｡ 素敵でいたい｡｣ をコン

セプトにグラフィックデザイン・WEBデザイン・

印刷加工の仕事をスタッフ24名とともにさせてい

ただいております｡ デザイン・製造している ｢う

ちわ｣ や ｢カレンダー｣ ｢クリアファイル｣ 等の

製品開発の際､ 特許が絡むことが最近多く､ 綿貫

国際特許事務所様に勉強させていただく機会が増

えています｡

仕事の悩みとしては､ ｢No２が育てられない｣

｢決断ができない｣ ｢採用が上手くできない｣ など

多くあります｡ また､ 現在 ｢親の介護｣ にも直面

しており､ 経験されてきた先輩方の良きアドバイ

スを頂けたら嬉しいと思っています｡

最後に､ 一人の人間としてもこのコンセプトを

一生大切にしていきたいと思います｡

｢立派でなくていい｡ 素敵でいたい｡｣

本日はありがとうございました｡

例 会 案 内

２月10日 米山奨学生との交流会

於：信大工学部

２月17日 休会 (定款に基づく休会)

２月24日 会員卓話 近藤哲哉さん

３月３日 ゲスト卓話 樋口敦子さん

(蓮香寺住職)

｢海外留学生への支援～私たちの活動｣



 

本日は創立30周年記念例会です。先程は第１回予定者会議が終わり次年度に向けて
着々と準備が進められています。南会長エレクト、持ち前の明晰な頭脳で会を牽引し
ていって下さい。期待しております。
本日のゲストは米山奨学生のヨンジャン・サントスさんです。２月10日の信大工学
部での例会ではネパール料理を出してくださるそうで、楽しみにしております。
さて昨年９月16日に30周年記念式典が終了し、10月23・24日の創立30周年記念旅行
では、東北福島の名湯岳温泉、世界遺産日光東照宮観光など満喫させていただき、会

員家族の皆様と親睦を図れ大変感謝しております。これも偏に11名のチャーターメンバーの方々が30年間
クラブを導いて下さったお陰と思っております。今日はこの内６名の方が出席して下さいました。今後
益々会の為に、健康で活躍して頂きたいと思っております。
30年前の創立の年は、長野県知事は吉村午良氏、内閣総理大臣は中曽根康弘氏でした。また国鉄が民営
化され、JRが11社発足しました。ゴッホの「ひまわり」の絵が安田火災により53億円で落札されました。
これは日本のバブル期真っ盛りの象徴とも言える出来事ですね。この頃の日本人の平均年齢は男性75.3歳、
女性80.93歳となり、男女揃って世界最高水準の長寿国となりましたが、現在は更に男性は5.6歳、女性は6.1
歳延びて男女ともに堂々の80歳台です。
長野西RCもこの長寿にあやかって、40年・50年と益々発展していくと確信しております。会員全員一同
共に心を合わせて進んで行きましょう。

進行：粕尾正康幹事・若麻績信昭会員家族委員長
受付：宮原友昭例会運営委員長・井上明彦委員
会報：斎藤　泉会報委員

第1417回 創立３0周年記念例会第1417回 創立３0周年記念例会
2017年1月27日　於：ます栄　出席：32名　ヨンジャン サントスさん

創立年月日：1987年（昭和62年）1月30日　チャーターメンバー50名のうち１月１日付在籍11名　
中山富太郎さん　竜野　晃一さん　柄澤　重登さん　綿貫　隆夫さん　小出　昭雄さん　小林　健治さん
高橋　英司さん　北川原　健さん　飯田　弘己さん　滝澤　　功さん　松本　克幸さん（生年月日順）

乾杯のご発声　柄澤重登さん
　創立にあたり長野RCから、山口文男さん、滝澤　功さん
と私とが移籍し、初代会長は中山富太郎さん、初代幹事は
山口文男さんがされました。
　それから多い時で80名の会員がいました。皆さんで力を
合わせてクラブを盛り上げてまいりましょう。

綿貫隆夫創立30周年実行委員長　ご挨拶
創立30周年を迎えるにあたり感謝をこめて記念品贈呈
＊チャーターメンバー10名の皆さんへ 
　山房 丸織部 茶香炉セット（茶香炉、茶香炉茶、茶香炉用蝋燭）
＊ロータリー財団大口寄付者、米山功労者メジャードナーの柄澤重登さんへ
＊ロータリー財団大口寄付者の綿貫隆夫さんへ
 　エルメス ピタゴラス１輪挿
＊長野西ロータリークラブ会員全員へ
　30数字入ロータリーバッチ
（この数字は本来は在籍数を表すものですがそれだけ在籍して欲し
いとの願いをこめて）

しめのご挨拶　飯田弘己実行委員会特別幹事
　記念式典・旅行を終えてあとは、記念誌の発行を待
つばかりです。ご協力ありがとうございました。

さんぼう まるおりべ

＊今回カメラの不具合により写真が撮れていませんでした。お詫び申し上げます。


