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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

『メソポタミヤ略史』

皆様こんにちは｡ アラビア語では日常の挨拶を

サラマリコン…アリコンサラーム､ ショロラック…

ゼン､ シュクランとします｡

例会での会長挨拶は今回で終了となります｡ い

ろいろと退屈な話もあったかと思いますが､ 皆様

よくお付き合いくださいましてありがとうござい

ました｡ 今年度後半からは､ イスラーム (イラク)

の事を話させて頂きましたが､ その総集編として

今日は時間を頂き後の卓話でもメソポタミヤのこ

とをお話ししたいと思います｡ その予備知識とし

てメソポタミヤ概略史をお伝えします｡

今から6000年前頃からシュメール人が世界で最

初の都市文明を興し､ 古代メソポタミア文明の繁

栄の地となった｡ アッバス朝 (AD750～1258年)

がバクッダードを首都に定め､ 平安の都と 『千夜

一夜』 アラビアンナイトのシェハラザードなどで

知られるイスラム文化が興隆｡ その後オスマン・

トルコ等の支配を経て､ 1920年から英国の委任統

治を受けた｡ 1932年､ ファイサルを王とする王国

として独立､ 1958年共和国革命､ 1968年バクル将

軍によるバアス党政権樹立を経て､ 1979年サッダー

ム・フセインが大統領に就任｡ 2003年３月米国等

による対イラク武力行使が開始され､ バクダード

陥落､ フセイン政権は崩壊した｡ 2014年７月､

ファード・マアスーム大統領､ 首相ハイダル・ア

ル・アバーディ政権が発足､ 現在に至る｡

幹事報告 粕尾正康幹事

・次週16日の例会は18日�の親睦ボーリング例会

へ振り替えていますのでありません｡

親睦ボーリング例会参加者の方は､ 13：00に

スポルトピカデリーボウルに集合ください｡

・23日の観蛍会の会場は犀北館です｡

・７月７日 11：45～竹村年度最終クラブ協議会

(第12回クラブ協議会) 開催 於：扇の間

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

第1433回例会 2017年 (平成29年) ６月９日 (金)
第1434回例会 2017年 (平成29年) ６月18日 (日) 親睦ボーリング例会
第1435回例会 2017年 (平成29年) ６月23日 (金) 観蛍会

７／７ 本日のプログラム

新 旧 役 員 交 代 挨 拶



出席・ニコＢＯＸ報告 野村泰久例会運営委員
６/９ (会員53名) 出席33名前々回修正出席率79.10％

・山本博昭さん☆長野県短期大学のウィンドオー

ケストラ指導の出前講座で補助金を頂きました

ので寄付します｡

・野村泰久さん☆４日�朝から島根松江市の国宝

松江城､ 足立美術館､ 出雲大社｡ ５日�は広島

へ行きお好み焼きを食べ６日�は有馬温泉の太

閤さんの湯につかって､ 合計1800km のドライ

ブでした｡

・竹村利之会長☆今年度最後の卓話になりますが

色々ありがとうございました｡

・粕尾正康幹事☆今年度一年間皆様に､ 大変お世

話様になりました｡

・清水光朗さん☆いよいよ最後の通常例会ですね｡

竹村会長､ 粕尾幹事､ 他理事､ 役員､ 委員長の

皆様お疲れ様でした｡ 新役員の皆様にもエール

を贈りたいと思います｡

・合 計 18,500円 ・累 計 646,543円

・ニコニコ BOX投入総額 1,726,543円

会 員 卓 話 竹 村 利 之 会 長

｢メソポタミヤの遺跡｣

メソポタミヤとはギリシャ語

で ｢２つの川にはさまれた土地｣

という意味です｡ イラクの中央

を走るチグリス川とユーフラテ

ス川流域にそって文明が発達し

ました｡

現在のイラクから日本は石油を輸入し､ 日本か

らは自動車､ 鋼鉄､ 機械類等を約613億円程輸出

しています｡

メソポタミヤは今から5500年前人類最古の文明

が生まれたところです｡ 1899年に旧約聖書にも書

かれているバビロンのイシュタール門 (コバルト

ブルー) が発見されました｡ 人類初の文字がこの

地で誕生し､ 楔型文字もＢＣ4000年前より使用さ

れており､ ６代王のハンムラビが人類最古の成文

法を碑文に刻印しました｡ ｢目には目を歯には歯

を｣ という法文を作ったということは有名です｡

古代都市はユーフラテス川に沿って造られ､ ウル

のジクラット

( 神 殿 ) が

シュメール人

によって造ら

れました｡ 世

界四大文明の

中でも最も古

い歴史がある

ところです｡

私は1971年より６年間この国に居ました｡ 先の

３年間はカルバラのアル・タール遺跡の発掘調査

を建築学隊員として研究に明け暮れ､ 後の３年間

は国立スレマニア大学から給料をもらい教鞭を取っ

ていました｡ アル・タール遺跡は今なお遺跡が何

であったかは結論出ていません｡ 遺跡より西南15

kmの要塞的機能をもったAD700年代建立のウハ

イダル宮殿と､ 2007年に世界文化遺産になった同

年代に建立されたサマッラのスパライルミナレッ

トはイラク考

古総局により

管理されてい

ると聞きまし

た｡ モスール

より100㎞西

に行った隊商

都市ハトラ (BC１～２) は1982年に世界文化遺

産に登録され､ ギリシヤ風の石造りの神殿で大規

模な外観は美しく､ 偉容を誇っていたことも思い

出します｡ しかしTVで破壊されているのを見る

と大変悲しくなります｡

今まで御説明した通り､ メソポタミヤ文明とい

う偉大な歴史と共に5500年の時を刻んだこのイラ

クが､ 戦争のない安全な生活に一日も早く戻れる

よう心から願っています｡

例 会 案 内

７月14日 前年度事業並びに決算報告､

新年度事業計画並びに収支予算

(クラブ計画書・必携配布予定)

７月21日 会員卓話 綿貫隆夫さん

７月28日 会員卓話 轟 修平さん



 

 

幹事挨拶幹事挨拶
競技説明競技説明

ピンに当たるかしら？ピンに当たるかしら？ 様になってるぅ様になってるぅ 何やら楽しそうです何やら楽しそうです

表彰式表彰式
こんなんもらいました！こんなんもらいました！

さあ～プレー開始！さあ～プレー開始！
スコアはいかにスコアはいかに

第1434回例会　2017年６月18日　親睦ボーリング大会第1434回例会　2017年６月18日　親睦ボーリング大会
参加者：長野女子高等学校インターアクトクラブ9名・米山奨学生3名・会員家族8名

2017年6月25日(日)　第24回インターアクト地区大会2017年6月25日(日)　第24回インターアクト地区大会
ホスト：東海大学付属諏訪高等学校　茅野RC　IAC20名・会員６名　出席

スポルトピカデリーボウルにて、「長野西ロータリークラブボウリング大会」を開催しました。粕尾幹
事の挨拶に始まり、高井新太郎さんの始球式をかわりにゲームスタート！インターアクトの皆さんの中に
は、ボウリングが初めてという方もおり、年配の経験者からのアドバイスを受けながら、倒れるピンに一
喜一憂し大いに盛り上がっていました。
２ゲームトータルでの勝負のなか、１ゲーム終了時にスコアを確認したら、空気を読むのが苦手な会員
が多く、女性のハンディ100ピンでは会員が上位独占になってしまうため、急きょ女性のハンディを300ピ
ンに上げ、結果優勝から９名すべてをインターアクトの皆さんが占める結果となりました。ベストスコア
―は粕尾奥様のトータル340ピン（ハンディ０）の堂々たるスコア―でした。表彰式では高井さんの総評
と布施さんの締めの挨拶にて閉会となりました。皆様お疲れ様でした。休日の昼間と言う時間でしたがご
参集頂きましてありがとうございました。これからもこのようなスタイルの例会があって、多くのメン
バーで交流することができればいいのではないかと思いました。　　　報告　西沢　徹プログラム委員長

長野女子高IAC発表長野女子高IAC発表

分科会分科会



第 1435 回　観　蛍　会第 1435 回　観　蛍　会

2017～2018年度　竹村利之会長　挨拶
　今晩は。いよいよ最終夜間例会になりました。１年間大変お
聞き苦しい挨拶におつき合い下さり心から感謝申し上げます。
松代真田藩の話を皮切りに、イスラームの話と建築の話を取り
入れながらお話をさせて頂きましたが、元より歴史を主体とし
た仕事をしている手前、皆様には慣れない言葉や題材になって
しまいました。お判りいただいたでしょうか？何れの機会に思
い出して下さい。

　そうそう最後に日常使われている語句で、アラビア語を起源とするものについてお伝えしたいと思
います。アルコール、アルカリ、アルジェブラ（幾何学）、アルミ
ニュウム、ゼロ、アベレージ、コットン、シュガー、ガーゼ、サフ
ラン等々まだありますが、「アル」で始まる言葉が多いのは、alが
定冠詞だからです。特に科学用語が多いのは中世から近世にかけ
てアラビア語圏の科学が欧州より先進的に発達していたからだと
思います。
　さて次回よりロータリーに詳しい頭脳明晰な南会長にエールを
送り、最後のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございまし
た。今宵の観蛍会十分に楽しんでください。

6月23日（金）18：30～ 於：犀北館　出席28名　

表彰発表　宮原友昭例会運営委員長

締め　　

竹村利之会長

乾　杯　　柄澤重登さん

＊宮原委員長と粕尾幹事も対象でしたが役目柄ご辞退されました。

★出席表彰★ 伊東義次さん（欠席４日）
 松本克幸さん（欠席６日） 
 高橋英司さん（欠席６日）
 綿貫隆夫さん（欠席８日：メークアップ20日以上）

★ニコニコBOX表彰★ 若麻績信昭さん
 竹内喜宜さん
 清水光朗さん　

司会：若麻績信昭会員家族委員長


