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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� 『ベールの下の女世界』

真黒いベールで覆われているイスラムの女性に

出会うと､ 無理やり着せられ､ 家に閉じ込められ､

密かに涙を流しているのではないかとも思えるし､

またはそのベールから神秘的な優雅さを感じる人

もいるだろう｡ イスラム世界の女性は四人妻だと

か ｢ハーレム｣ など､ 男に都合のいい制度がはば

をきかせているというイメージだけが､ 先行して

いるようだ｡

しかし､ 黒装束やベールなどを､ はらりと脱い

だ女達は､ 目にも鮮やかな赤・黄・緑などの色と

りどりの衣装をまとっていることに象徴されるよ

うに､ この社会の女性たちの生き方も色とりどり

である｡

古くは､ 旧約聖書に登場する南アラビアのシバ

の女王､ 北方にはシリアの世界遺産となっている

パルミラのゼノビア女王など､ 傑出した女性がい

たことは､ 歴史に記録されよく知られている｡

普通の女性の普通の姿は歴史に記録され難いが､

少なくとも私がいた大学の女子学生は､ 驚くほど

自由で活発に暮らしていた｡ また大学のどの女性

職員も､ アラビア語圏でありながら､ 英語は堪能

で有能に仕事をこなしていた｡ 私のいたクルドの

町に暮らす一般の女性は､ アッバヤの下はアラビ

アンナイトの時代さながらの､ 彩鮮やかな装束を

まとい､ 家事や買い物をしていた｡ 風俗は変われ

ど､ どの世界も女性の暮らしは変わらないようで

す｡ 世界中どこでも女性は強いですね｡

幹事報告 粕尾正康幹事

＊第11回クラブ協議会報告

・次週26日の例会は､ 27日� 森林 (もり) 例会

に振替の為ありません｡

・28日春のゴミゼロ運動｡ 長野女子高 IAC と望

月先生計16名､ 会員８名合計24名参加｡

・６月３日地区会員増強セミナー 於：松本大学

布施慶典会長エレクト出席｡

・６月16日の例会は､ 18日�の親睦ボーリング大

会に振替えます｡

・６月23日観蛍会18：30～於：ます栄

・スペシャルオリンピックス日本・長野に５万円

の寄付 (単年度で) が了承されました｡

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

第1430回例会 2017年 (平成29年) ５月19日 (金)
第1431回例会 2017年 (平成29年) ５月27日 (土) ロータリーの森林 (もり) 例会

６／２ 本日のプログラム

会 員 卓 話 川 橋 昭 義 さ ん

例 会 案 内

６月９日 会員卓話 竹村利之会長



出席・ニコＢＯＸ報告 井上明彦例会運営委員
５/19 (会員53名) 出席30名前々回修正出席率93.75％

ゲスト 長野郷土史研究会副会長 小林玲子さん

・若麻績信昭さん☆善光寺事務総長の浄願坊です｡

小林玲子先生ようこそ｡ 但し､ 私は京都での会

議の為､ 欠席です｡

・高橋英司さん☆山菜取りのシーズンになりまし

た｡ 楽しみです｡

・竹内喜宜さん☆６ロータリー親睦ゴルフでは､

戦力になれず誠に申し訳ございませんでした｡

反省しています｡

・柄澤重登さん☆小林玲子先生を歓迎します｡

・合 計 13,000円 ・累 計 619,329円

森例会について 村田秀雄森林 (もり) 委員長

昨日下見に行って参りました｡ 山菜は若干早い

かもしれませんが､ 虫よけスプレーや､ 道がぬか

るんでいますので準備をよろしくお願いします｡

ホテル国際に８時集合です｡

☆☆親睦ボーリング大会 (例会) のご案内☆☆

過日お知らせしましたように６月16日 (金) の

例会を振替て､ ６月18日 (日) にご家族を含めた

会員相互の交流も深めるべく開催致します｡ 信州

大学の米山奨学生３名､ 長野女子高等学校インター

アクトの皆さんも参加されます｡ ピカデリーボウ

ルに午後１時集合です｡ ６月７日までに返信をよ

ろしくお願いします｡

講師紹介 青木茂人プログラム副委員長

小林玲子さんは絵解き口演家で長野郷土史研究

会副会長です｡ 1993年から善光寺如来絵伝の絵解

きを行い､ その後長野県内はもちろん全国各地に

出向いて絵解きの口演を行っております｡ 2014年

から新たに制作した善光寺詣り絵解き図の絵解き

をされています｡ 2017年１月には､ 長野に絵解き

を広める会を発足させ､ 絵解きの普及に務められ

ています｡

ゲ ス ト 卓 話 小 林 玲 子 さ ん

｢善光寺絵解き｣

本日は立派な会にお招きいた

だき､ ありがとうございます｡

【絵解きとは】正面に掛け軸が

掛けてありますが､ この絵の説

明をすることを ｢絵解き｣ と言

います｡ 仏教と共にインドから

伝わりました｡ 善光寺の信仰は中世から､ 善光寺

聖が全国に出向いて行った絵解きによって広まり

ました｡

【復興・継承】その絵解きが次第に行われなくなっ

てきましたので､ 20年ほど前から､ 夫で長野郷土

史研究会の小林一郎会長と共に復興・継承に取り

組んできました｡ 様々な絵解きを行いますが､ 台

本は全て夫と２人で制作しています｡ 今年１月に

は北信の12寺院と４団体で ｢長野の絵解きを広め

る会｣ を発足させ､ 私が代表に就きました｡

【新作絵解き】一昨年の善光寺御開帳には ｢善光

寺参り絵解き図｣ を制作しました｡ 地元の方には

改めて善光寺のことを知っていただき､ また県外

の方には全国と善光寺の繋がりを知っていただき

たいと考えました｡ この絵には､ これまで夫と集

めてきた100話以上の善光寺参りをした人物など

が描かれています｡ 今日は100話の中から､ ｢お戒

壇巡りで犬になった伊勢の男｣ ｢武井神社の境内

にある雷電の力石｣ ｢能登の味噌すり地蔵｣ ｢地元

に伝わる牛に引かれて善光寺参り｣ のお話を絵解

きします｡

【長野の文化】長野県北部は､ 全国の中でも絵解

きが残っている貴重な地域です｡ 今後も長野の文

化である絵解きに関心を持っていただき､ ご支援

を賜りますようによろしくお願いします｡

お天気も良く精鋭11名で楽しく参加してきました｡
優勝は今年もやはり強かった長野RCです｡
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ロータリーの森林 ( もり ) 例会ロータリーの森林 ( もり ) 例会
2017年５月27日㈯　創立10周年記念事業分収造林：信濃町霊仙寺山国有林

森整備・山菜取り・散策 ～ 昼食・入浴　赤倉温泉ホテル太閤　
参加者：会員 14名　ご家族７名

伐採が進んでいました
今後また植林するそうです
伐採が進んでいました
今後また植林するそうです

看板の前で　皆揃って看板の前で　皆揃って

　８時10分快晴の中参加者の確認をおえ出発しました。
　今年は10日前の下見では、山菜があまり出ていなかったので、途中道の駅しなので根曲り竹等を先に仕入れてしまい
ました…が、いざ山に入ると１時間半程で例年通りの収穫があり、山菜の成長は早いものだと感心、また皆さんの笑顔に
安心しました。
　赤倉温泉ホテル太閤では、山での汗、疲れを温泉で洗い流し、美味しい料理にお酒を酌み交わし、会員・家族の親睦を
はかることができました。雨に降られることもなく無事国際21に４時頃帰ってきました。

報告・写真撮影　村田秀雄森林（もり）委員長



殿沢林道が幅3.6ｍで、640ｍ延長
されていました。
殿沢林道が幅3.6ｍで、640ｍ延長
されていました。 山菜とれたかな？山菜とれたかな？

皆さんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。

報告　５月28日㈰　春のゴミゼロ運動
参加者：会員７名　長野女子高IAC15名　顧問　望月 誠先生

2017年5月29日の信毎にゴミ
ゼロ運動の記事が掲載されIACの
会長花岡さんがインタビューを受
けました。「去年に比べて大きな
ゴミは多くないけれど吸い殻やレ
シートなどの細かいものが多い。
部の活動で今後、少しでもゴミが
減るようにポスターやSNSなど
で呼びかけをしていきたい」と話
されていました。ゴミゼロ運動は
70回目で1982年（S57年）に
始まったそうです。

2017年5月29日の信毎にゴミ
ゼロ運動の記事が掲載されIACの
会長花岡さんがインタビューを受
けました。「去年に比べて大きな
ゴミは多くないけれど吸い殻やレ
シートなどの細かいものが多い。
部の活動で今後、少しでもゴミが
減るようにポスターやSNSなど
で呼びかけをしていきたい」と話
されていました。ゴミゼロ運動は
70回目で1982年（S57年）に
始まったそうです。

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました


