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イスラムの話� 『断食 (ラマダーン)』

今日はイスラム教の断食についてお話しします｡

私も経験しましたが､ 断食月は１ヶ月続きます｡

毎日必ず日没時に空砲がドーンと鳴って､ その日

の断食の終わりを告げます｡ 街は急に活気づき賑

やかになったことを思い出します｡

イスラム教徒は断食をアッラー (神) が命じた

崇拝行為であるが故に行います｡ 同時に断食は精

神的・肉体的・社会的に多くの英知を含んでいる

とされています｡ 断食は単純に ｢食べない｣ とい

う行為ではありません｡ 断食は徳を高めるとも言

われています｡ 断食は感謝する心を育みます｡ 断

食月でない時は､ 人は真の空腹を味わうことがな

い為､ アッラーからの恵みのありがたさを正しく

理解することができません｡ しかし断食月では毎

日朝から日没まで長時間空腹と渇きの中にいた人

は､ １杯の水､ １切れのパンのありがたさを感じ

取ることができます｡ 社会には貧しい人も､ 中流

の人も､ 豊かな人もいます｡ 人間社会にこうした

格差があるが故に､ 豊かな人は貧しい人々の不足

を満たし､ 彼らを援助するよう命じておられます｡

長時間稼働している機械が定期的に点検を受ける

必要があるように､ 前の年の断食以来､ 11ヶ月間

働きづめで疲れている体の組織 (消化器官) も年

に１回､ この１ヶ月位休ませ点検する必要があり

ます｡ こうしたことが断食によって､ 最善の形で

実践されるということだそうです｡

ヨンジャンサントス米山奨学生へ奨学金・卒業祝

サントスさんは本日の

例会が最終出席となりま

す｡ ４月からは清水建設

へ就職されます｡ 奨学

金・卒業祝いとあわせて

リサンク村 SAKURA体育館建設プロジェクト寄

付として205,000円を贈らせて頂きます｡

＊＊サントスさん挨拶＊＊

２年間大変お世話になり皆様には感謝申し上げ

ます｡ 奨学金を頂くことにより時間に余裕ができ

勉強に時間を割くことが出来ました｡ ですがそれ

以上に､ 以前は何か新しい事を始めようとすると

き自信がなかったのですが､ 皆さんが背中を押し

て応援して下さることにより､ 自信が持てるよう

になりました｡ また解らないことがあった時は､

ロータリーの色々な分野の方に相談できアドバイ

スをもらい前に進むことができました｡ 今後も､

長野に来たいと思っています｡ ネパールにはさよ

うならと言う言葉はありません｡ また逢いましょ

うという言葉しかありません｡ どうぞよろしくお

願いします｡ それから

体育館建設に関し沢山

ご支援頂きありがとう

ございます｡ １年以内

には完成したいと思っ

ていますので､ 大きな

力となります｡

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

第1425回例会 2017年 (平成29年) ３月31日 (金)

サントス君から記念に頂きま
した｡ いい音色が響きます｡



委嘱状の伝達 小山浩太郎さんへ

ロータリー財団グローバル補助金推進小委員会委員

幹事報告 粕尾正康幹事

サントスさん卒業おめでとうございます｡ 活躍

を期待しています｡ 有志数人で11月にネパールに

行く計画もあり､ どうぞ宜しくお願いします｡

＊第９回クラブ協議会報告

・４月14日 観桜会 於：ます栄 18：30～

・４月28日 (定款に基づく休会)､ ５月５日 (法

定休日による休会) となります｡

・５月27日� ロータリーの森林 (もり) 例会

・６月18日�に６月16日�の例会を振替えて､ ご

家族も誘いボーリング大会を開催することにつ

いて承認されました｡ 予定にお入れ下さい｡

出席・ニコＢＯＸ報告 井上明彦例会運営委員
３/31 (会員53名) 出席33名前々回修正出席率77.08％

ゲスト ヨンジャンサントス米山奨学生

・山本博昭さん☆次男が心理学

博士になり授与式に出席して

きました｡｡

・竹内喜宜さん☆グリコにいる

三女が３月25日結婚できまし

た｡ ローターアクトに在籍し

たこともありお世話になりました｡ これで全員

片付きました｡ ありがとうございました｡

＊ロータリークラブのニコニコ BOX にふさわし

いおめでたい出来事ですね！！ (井上委員談)

・合 計 13,000円 ・累 計 560,154円

会 員 卓 話 坂 本 千 尋 さ ん

｢自己紹介｣

保育園から中学２年生までは
病弱で､ 高校卒業するまでは目
立たない子供でした｡ 大学では
アジア経済を専攻し中国語を学
んだが､ ４年間勉強してたどり
着いた結論が ｢やっぱ日本が一
番だな｣ と考え､ 長野に帰り､

建設会社に就職しました｡
そして昨年､ 小山さんにご紹介いただき､ 長野

西ロータリークラブに入会しました｡ これまでの
人生の中で､ 何人かの､ 忘れられない行動やセリ
フが今の自分の支えになっています｡
１. 小学校時代 【担任の先生】
｢おまえは体は小さいけど脳みそはみんなと一
緒だぞ｣

２. 大学の進学先を決めるとき 【父の言葉】
特にやりたいことがなく､ 進路の希望がなかっ

た私に､ ｢得意なことがあるのに､ それを伸ばそ
うとしないのはもったいない｣
３. 大学２年生 【部活の先輩】
中国語劇の部活に所属していたとき､ 主役を頼

まれたとき､ ｢お前しかいない､ 頼む！｣ と言わ
れたこと｡ 人生初めて死に物狂いで物事に取り組
んだきっかけの言葉｡
４. 【長女のとった行動 その１】
当時人気のゲームボーイ､ 娘は欲しいとは言わ

なかった｡ お正月､ 娘にお年玉で何買うのって聞
いたところ､ ｢ゲームボーイのソフト｡ 友達の家
にソフト持っていって遊ばせてもらう｣ と言われ
た｡ また､ ある日､ 学校から､ ｢坂本さんの娘さ
ん､ 音楽会でピアノ伴奏したいようですが､ 家に
ピアノないから､ 放課後音楽室でピアノを使って
ひとりで練習してるんです｣ と言われた｡ 結局ゲー
ムボーイと電子ピアノ購入する羽目になった｡
５. 顧客からの一言
【知的障害者が働くレストランを作るとき】
障害者が働くレストランの工事を受注したとき､
経営者から言われた一言､ ｢障害者が働いている
から､ ではなく美味しいから来たい店にしたい｡｣
｢他のレストランの味と競争して勝ちたい､ 障害
者だからといって引き籠ることはない｡｣ 障害者
との接し方に対する考え方が変わった瞬間だった｡
｢目に見えるものは事実､ 目に見えないものが真
実｣ これは自分が好きな言葉です｡
未熟者ですが長野西ロータリークラブでも皆さ

んのお力をお借りしながら頑張っていきたいと思
います｡

例 会 案 内

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

４／７ 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 箱 山 愛 香 さ ん


