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イスラームの話� 『アルコールの禁止』

イスラーム圏内では一般的に酒は飲めないとい
うことですが､ 飲める国と飲めない国があります｡
私の居たイラクでは飲めました｡ サウジアラビア
や隣国のクウェイトは全く飲めません｡ 酒屋があ
りません｡ 私は隣家の軍人のカーデル氏が､ 私を
見つけては ｢Mr. murra 一杯やろう｣ と言って
は､ ヨーグルトとキュウリ・トマトをつまみにし
ては地酒 (アラック) を飲みました｡ この地酒は
タモル (なつめやし) から出来るアルコール度
(40度以上) の高い酒です｡ 水を入れると白く濁
る酒です｡ 私の事務所の職員は､ サウジアラビア
のジェッダにいました｡ 彼はアメリカ軍の施設づ
くりで､ アパート・病院等の現場監督で常駐して
いましたが､ アルコールが手に入らなくて大変苦
労したそうです｡ 日本から鮭缶 (中身は日本酒)
を送ってもらったり､ アメリカ軍のジョニィウオ
カーを分けてもらったりしたそうです｡ 私はバク
ダッド空港に着くと荷物検査され､ 日本酒やサン
トリーウイスキーは目にくれませんでしたけれど､
｢写真｣ は即没収されてしまいました｡ 元々イス
ラーム教のコーラン (聖典) の中でもはっきり禁
酒とされています｡ 人は酒を飲むと人格が変わっ
たり､ 暴力的になって他人を傷つけたり､ 命を奪
うような交通事故を起こしたり､ 時には殺人まで
起こすものです｡ さらに飲酒は肝臓病を始めとす
る多くの病気の原因となっています｡ アルコール
を摂取することは､ イスラム教では禁じられてい
ます｡

幹事報告 粕尾正康幹事

＊第10回クラブ協議会報告

・次週28日定款に基づく休会｡ ５月５日休会｡

・５月14日長野市内６RC 合同親睦ゴルフコンペ

に12名参加｡ 5,000円の登録料のうち2,000円を

クラブ負担します｡

・５月19日 例会場２階弥生の間｡

・５月27日� 森林 (もり) 例会｡ ホテル８時集合｡

・５月28日� 春のゴミゼロ運動｡

・６月18日� ボーリング大会｡

・茨城のロータリーアンから ｢ひろくんに心臓移植

を｣ という支援のお願いが来ています｡ チラシを

配布しましたので個人対応でお願いします｡

５／12 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 飯 島 美 香 さ ん
(特定非営利活動法人 食育体験教室・コラボ 理事長)

｢みそ汁いっぱい運動｣

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

第1428回例会 2017年 (平成29年) ４月21日 (金)

例 会 案 内

５月19日 ゲスト卓話 小林玲子さん
長野郷土史研究会副会長
｢善光寺絵解き｣



出席・ニコＢＯＸ報告 井上明彦例会運営委員
４/21 (会員53名) 出席37名前々回修正出席率91.66％

ゲスト グレート☆無茶さん

(シンボル・オブ・信州プロレス)

・野村泰久さん☆４/８～15まで四国八十八ヶ所

巡礼無事に3000Kｍ走破して来ました｡ ７年ぶ

り９回目の巡礼でしたが交通の便がとても良く

なった気がしました｡ 土佐で食べたカツオのタ

タキの旨さには堪能しました｡

・伊藤宗正さん☆ご無沙汰しています｡ 鬼無里に

ももうすぐ春が来ます｡ 連休には皆様お出かけ

下さい｡

・若麻績信昭さん☆先日の観桜会ありがとうござ

いました｡ ☆５月14日の長野市内６RC ゴルフ

は12名集まりました｡ ご協力有難うございます｡

・飯田弘己さん☆三途の渡しまで行ってきました｡

かの地は茫洋としてやや大き目な FRP 船が１

艘たたずんでいました｡

・松本克幸さん☆長野マラソン応援ありがとうご

ざいました｡ 残念なことに最終関門で２分足り

ずに41.1Ｋでタイムアウトでした｡

・合 計 16,000円 ・累 計 595,098円

お知らせ 若麻績信昭次期幹事

新年度会員名簿について､ 記載項目の修正､ 写真

の交換等ありましたら５月12日までに事務局へ｡

５月９日にはあえの風にて第２回予定者会議開催｡

講師紹介 西沢 徹プログラム委員長

シンボル・オブ・信州プロレスのグレート☆無茶

さんです｡ それではよろしくお願いします｡

ゲ ス ト 卓 話 グレート☆無茶さん

安全第一・台本重視・入場無

料・雨天検討の信州プロレスの

代表のグレート無茶と申します｡

信州プロレスは本来のプロレス

とは真逆のタブーを前面に出し

ているプロレスごっこの団体で

す｡ 我々の小さかった頃､ 非常に流行っていたプ

ロレスですが､ 今の子供たちは全く知りません｡

プロレスを広めたいのと､ プロレスを通じて社会

を支援して行きたく､ 信州プロレスを旗揚げしま

した｡

上田市出身の46才で､ 上田高校卒業後､ プロレ

ス同好会のある早稲田大学に進学を熱望しており

ました｡ が､ 担任の先生からは､ 大東文化大学の

推薦に応募しないかと勧められ､ そんなところで

はなく､ 早稲田大学に進学しますと推薦を断り､

一年の浪人後・・・早稲田には入れませんでした｡

滑り止めにと受かったのは､ なんと大東文化大学

でした｡ しぶしぶ､ 入学し正門をくぐると､ プロ

レス同好会の勧誘を見つけ､ 真っ先に入会いたし

ました｡ 入ってみると､ 早稲田は数大学の集まり

の同好会で､ 大東文化は単独での同好会でした｡

こんなエリート大学の推薦を断り浪人して､ また

この大学に来たのは笑い話です｡

大学を卒業し､ 長男であるため地元に戻ったの

ですが､ 東京に比べ､ なんて長野は活気がないん

だ・・と思いながらも､ 企業に勤め悶々とした日々

を送っておりました｡ そんな中30代のとき､ 運命

の一言に出会い旗揚げを決意しました｡ それは､

｢君の夢は何ですか？｣ との問いかけでした｡ 私

は､ 会社のために働き業績を伸ばすことです｡ と､

今思えば本当に単純な答えをしました｡ でも､ そ

の言葉が頭を離れず､ 俺の夢は何だろうと問いか

けていると､ プロレスをすることじゃなか！と答

えが見つかり､ 一念発起しました｡ 最初はサラリー

マンとの両立でしたが､ 保険会社の支店長が両立

とは何事だと､ 当然のように問われ､ その日に辞

職願を出し退職しました｡ 嫁に一言の相談もなかっ

たので恐る恐る帰って､ 会社を辞めてきたと話し

たら､ 食べれさえすれば好きなことをやればいい

じゃないと背中を押してくれました｡ 現在70名程

在籍しておりますが､ 各自が会費を収めて運営し

ており､ 入場無料の信州プロレスです｡

知名度が上がったのが､ 藤浪辰爾氏が長野で興

行する際に､ チケット販売を頼まれ､ 長州力氏や､

初代タイガーマスクの前座として広報を展開し､

今年はボブサップVS曙・無茶というビックマッ

チを組み､ ビックハット入場無料で開催します｡

スポンサー収益等は長野の児童養護施設に寄付を

しております｡ 信州総タイガーマスク化計画を目

指し日々研鑽しております｡ 賛同いただけました

ら是非ご連絡ください｡


