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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

イスラームの話� 『女性の頭部の覆い』

アラビアの街角でアバッヤと呼ばれる黒装束の
女性たちに出会うと､ ある人はカラスの様だと言
い､ ある人は神秘的な優雅さを感じ取るという｡
イスラーム教徒の女性が､ 顔や手・足以外の全身
を覆うことは､ アッラーの命令とされている｡ コー
ラン (聖典) では､ 次のように命じられている｡
｢信者の女性たちに言ってやるがいい｡ 彼女らの
視線を低くし､ 貞淑を守れ｡ 外に表れるものの外
は､ 彼女らの美や飾りを目立たせてはならない｡
それからベールをその胸の上に垂れなさい｡｣ こ
のように覆うことはアッラーの命令であり､ アッ
ラーに対し果たすべき責務なのです｡ 正当な理由
がない限り､ 成人女性はこの命令に従わなければ
ならないと言われている｡
頭部の覆い方はそれぞれのイスラーム教徒達の
置かれている民族的・地理的・文化的状況の違い
が反映されています｡ 私が住んでいたシーア派の
聖地であるカルバラでは､ イランの女性たちはグ
レーのアッバヤを着ていましたし､ 他の地域では
薄い白衣を着ている所もありました｡ イスラーム
は世界各地に広まっており､ 地域によって人々の
好みや伝統はそれぞれ異なっています｡ イスラー
ムの学者の中には､ 覆いは体の線を表すことなく
肌の透けない布であることを説いている人もいま
す｡ 私は女性はその美しい姿が見えることの方が
良いと思います｡
因みに代々木上原の東京ジャーミィに妻と見学
に行きました｡ そこで妻もベールを被せられてし
まいました｡

幹事報告 粕尾正康幹事

・３月ロータリーレイト １ドル＝116円

・次週17日 夜間例会 18：30～ホテル国際21

ゲストの女性は10名出席予定｡ 全員と名刺交換

を企画しています｡ 名刺を持参して下さい｡

・24日情報集会 該当者の方はよろしくお願いし

ます｡ 18：30～犀北館｡

・SAKURA体育館建設プロジェクト募金のお願い

先週の例会では､ 51,350円の浄財を頂きました｡

引き続き受付にて募金箱を設置していますので

何卒ご協力をよろしくお願いします｡

・３月５日開催の米山歓送会にて奨学生代表とし

てサントスさんが挨拶されました｡

2017～2018年度委員会編成表 若麻績次期幹事

本日次年度委員会編成表を配布しました｡ よろ

しくお願いします｡ また会員家族委員長として､

４月14日の観桜会の出席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1422回例会 2017年 (平成29年) ３月10日 (金)
第1423回例会 2017年 (平成29年) ３月17日 (金) 夜間例会

３／24 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 長野女子校 IACの皆さん

｢活動報告｣



出席・ニコＢＯＸ報告 高井新太郎例会運営委員
３/10 (会員53名) 出席32名前々回修正出席率93.75％

ゲスト 伊澤喜久子さん 公益社団法人スペシャ

ルオリンピックス日本・長野理事長

・伊東義次さん☆伊澤さんようこそ｡ 今日の卓話

を楽しみにしています｡

・高橋英司さん☆あと一ヶ月で桜が咲きます｡

それまで寒さに耐えましょう｡

・高井新太郎さん☆以上２名だけで寂しいので！

・合 計 9,500円 ・累 計 505,654円

情報集会について 南クラブ奉仕委員長

３月24日の情報集会には新会員全員が出席で､

ありがとうございます｡ 義務出席者だけでなくご

希望の方は是非出席していただき､ 新会員さんを

皆で応援して頂きたいと思います｡ 事務局までお

知らせ下さい｡

講師紹介 西沢 徹プログラム委員長

本日の講師はプログラム委員

の綿貫隆夫さんからご紹介をい

ただきましたがご都合が悪く欠

席されていますので私が代わり

にさせて頂きます｡

伊澤喜久子さんは､ 公益社団

法人スペシャルオリンピックス日本の長野理事長

をされています｡ このマークは､ オリンピックの

頃に見覚えがありますがその辺の内容をお話いた

だけると思います｡

ゲ ス ト 卓 話 伊 澤 喜 久 子 さ ん

｢スペシャルオリンピックス

知的障がい者のスポーツ｣

スペシャルオリンピックス

日本・長野は1998年２月､ 長

野オリンピックの広報ブース

にスペシャルオリンピックス

(SO) の紹介コーナーを設け

たのが始まりです｡ 同年11月､

SO 日本・長野が設立され､

2006年２月､ NPO法人となりました｡

この間､ 2005年 [冬季ワールドゲーム (世界大

会) ・長野] を開催し､ 全国で唯一のワールドゲー

ム開催地区としての栄誉をいただきました｡ SO

日本・長野の目的は､ 知的障がいのあるアスリー

トに､ オリンピック競技種目に準じた様々なスポー

ツトレーニングプログラムと競技の場を提供し､

その技量の向上を図り､ 喜びや友情を分かち合い､

アスリートの社会参加及び自立を促進し､ 地域社

会の様々な人々と共に尊重しあい生きていく社会

の実現を目指すことにあります｡

2015年､ [SO 冬季ワールドゲーム・長野] か

ら10周年を迎えました｡ その大会を記念して菅平

高原で [第２回東海・北信越ブロック冬季ブロッ

ク大会] を開催｡ ７月には [第14回 SO夏季世界

大会・ロサンゼルス] へ４名の長野県選手団を派

遣するなど地道な活動を続けております｡ こちら

の綿貫さんには理事として関わっていただいてお

ります｡

同年12月１日､ 長野県より 『公益社団法人』 の

認定を受けました｡ 私たちの活動が公益性のある

ものと認められたことは､ 大きな喜びであります｡

これも､ 毎回 SOのプログラムを楽しみにしてい

るアスリート､ サポートくださるコーチ､ ボラン

ティア､ そしてファミリーの皆様､ また､ 資金面

でご援助くださるスポンサー企業や賛助会員の皆

様のお力があってこそでございます｡

長野県のスポーツを愛する多くの知的障がいのあ

る方々が､ SO の活動を知り､ 参加する事が出来

るように､ みんなで力を合わせて頑張ってまいり

ます｡

西ロータリークラブのみなさま､ これを機に､

この活動にご支援ご協力賜りますようよろしくお

願い申し上げます｡

例 会 案 内

３月31日 会 員 卓 話 坂本千尋さん

４月７日 ゲスト卓話 箱山愛香さん

４月14日 観桜会 18：30～ ます栄

４月21日 ゲスト卓話 グレート☆無茶さん

４月28日 休 会



本日は岡正子さんの御紹介による、各方面で活躍されている９人の女性の方々がご参
加下さり、心より感謝申し上げます。また、楠ワイナリーの楠さんにはワインのお話を
よろしくお願いします。
先頃他のロータリークラブの方と話をした折に長野西は大へん風通しが良いクラブに
見えるということを伺いました。この雰囲気を続けて行こうと思っております。残念な
ことに女性会員は一人もいませんが、このような会ですから、気を遣わずに本日の交流
例会とワイン会を充分に楽しんでいって下さい。

『本日のプログラム』
6：30 開会宣言
 竹村利之会長挨拶
 岡正子さんご挨拶
 ニコニコBOX発表　宮原例会運営委員長
 名刺交換会　
 全員で集合写真
7：00 楠　茂幸さん卓話
7：15 食事とワイン試飲会　
8：00 女性オピニオンリーダー自己紹介　
8：30 綿貫隆夫パストガバナー挨拶
8：40 高井新太郎さん締め挨拶　一本締め

第1423回　女性オピニオンリーダーとの情報交流例会とワイン会第1423回　女性オピニオンリーダーとの情報交流例会とワイン会
2017年3月17日(金) 会員24名　ゲスト11名

岡学園トータルデザインアカデミー

学校長 岡正子さんご挨拶

ワインの飲み比べ

特定非営利活動法人

フードバンク信州

美谷島越子さん

木の花屋

宮城恵美子さん

㈱ゲンテン

岡田幸子さん

ワーキングスペース

立ち上げ

古後理栄さん

楠わいなりー㈱

楠　茂幸さんによる卓話

進行：西沢　徹プログラム委員長・粕尾正康幹事
受付：宮原友昭例会運営委員長・野村泰久委員
撮影：瀧澤　聡さん・粕尾正康幹事・宮原友昭委員長



『報告』
３月17日女性オピニオンリーダーとの情報交流とワイン会が開催されました。
竹村会長の歓迎挨拶と岡学園トータルデザインアカデミー　岡正子様の挨拶の後、参
加者全員との名刺交換会が行われました。
思いを持った良き人との出会いは、人生と仕事において新たな機会が生まれる事で
しょう。
また、楠わいなりー㈱　代表取締役　楠茂幸様の創業の資金調達の苦労話やワインの
お話がありました。2016年軽井沢G7交通大臣会議の歓迎レセプションで出された
「シャルドネ2014樽熟成」は、トースティーで樽熟成たっぷりの複雑で重厚な味わいで優しい酸味と香り
は、楠さんの人柄が醸し出されたワインでした。赤は、パッサージュリュージュで、赤ワインの目指すスタ
イルへの道、という思いから「赤い小道」という意味をつけたそうです。カベルネ・ソーヴィニオン、メル
ロー、カベルネ・フランのブレンドで味わいに深みと複雑さが増しています。フルコースのお料理とマッチ
していました。
そして、女性オピニオンの皆様からの自己紹介と事業の案内がありました。
最後に、パストガバナー綿貫隆夫さんから「ロータリーの素晴らしさ」と長野西ロータリーの紹介があっ
て、高井新太郎さんの一本締めで閉会となりました。

粕尾正康幹事

綿貫PGより挨拶

高井新太郎さん

による締め

本日はこのような

楽しい会にお誘い

いただきありがとう

ございます。

㈱アンバーラボ

久保田あすかさん

Le ciel bleu

佐藤久恵さん

プロデューサーズ・

ウエディング

熊谷麻里子さん

(有)サーティースリー

丸田好美さん

㈱みすずコーポレーション

大久保広子さん

出席・ニコＢＯＸ報告　　　　　　　   宮原友昭例会運営委員長
・綿貫隆夫さん☆楠さん、岡さん久し振りです。楽しい夜間例
会になりますように。
・竹村利之さん☆楠さん、岡正子さん今日はありがとうござい
ます。卓話をよろしくお願い致します。
・高橋英司さん☆来賓の皆様ようこそおいで下さいました。
・粕尾正康さん☆岡正子さん、たくさんの皆様をお誘い頂き感
謝申し上げます。皆様を大歓迎致します。
・宮原友昭さん☆このようなうきうきとした例会があったで
しょうか？

・合　計　15,000円　・累　計  520,654円


