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本日の行事予定 (2017 年 2 月 10 日) 

第 3094 回例会 

卓話担当：ロータリー情報委員長 

鈴木吉男君 

演  題：「ポール・ハリスと 

米山梅吉の生涯」 

 
先回の記録 

第 3093 回 ’17 年 2 月 3 日（金）晴れ 

卓話担当：伊藤哲朗君 

演  題：「イランはなし」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  山田章博君 
会 員 総 数  67名    1月 13日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  57名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率 85.07％    訂 正出席 率 98.39％ 
超 過 出 席 相羽あつ子君、浅井彦治君、堀田
力男君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤誠君、伊藤
基君、伊藤哲朗君、加藤則之君、加藤隆朗君、杦
田勝彦君、鈴木吉男君、田中正明君、寺島淳一君、
山田勝弘君（第 9回役員・理事・委員長会議） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

渡辺昇一という歴史作家

が、渋沢栄一（明治維新以

降に日本経済の立役者の代

表で銀行の生みの親ともい

われています）の著書の『論

語と算盤』を題材にした本

があります。お金は尊いも

のですが、それを良いもの

にするか悪いものにするか、その人の使い方次第

であるという意味です。「邦に道あるに、貧しく

してかつ賤しきは恥じなり。邦に道なきに、富て

かつ貴きは恥じなり」論語の一節「国家に道があ

るのにまずしく、低い地位にいるのは恥であり、

国家に道がないのに富み、高い地位にいるのは恥

である」という意味です。つまり、道理やチャン

スがあるのに貧乏なのは一生懸命働いていない証

拠である、国に道がないのに金儲けをしているの

は悪い仕事に手を染めている証拠であるという意

味になります。正しい方法で富を得ることが最も

大事なこと説いています。 

 最近のアメリカはトランプ大統領が「アメリカ

第一主義」で国民の支持を受けて大統領になられ

ました。 

渋沢栄一が言う算盤は経済を意味しますが、議

論されている「景気と雇用」は一緒になるものな

のでしょうか？ 

ロータリー発祥の地シカゴで、不況の中で出来

上がった「超我の奉仕」の精神は何やら伺われま

せん。 

経済の戦争的な災いからの孤立は日本の歴史に

も残されている内容です。2 月は「平和と紛争予

防・紛争解決月間」です。ロータリーの精神は、

日本が世界に冠たる奨学制度の米山奨学記念事業

の「将来の日本の生きる道は平和しかない。その

平和日本を世界に理解させるためには、アジアの

国々から 1 人でも多くの留学生を日本に迎え入れ

て、平和日本を肌で感じてもらうしかない、それ

こそ、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉

仕ではないだろうか」という精神です。 

今月の『ロータリーの友』の巻頭言にジョンＦ.

ジャーム RI会長の「世界はますますロータリーを

必要としています」という言葉があります。本当

に今、ロータリーを世に誕生させたアメリカ合衆

国の国民から「人類のために奉仕するロータリー」

の精神の必要性が呼び起こされることになると思

われます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、例会終了後に理事

会を開催いたします。該

当の役員・理事・委員長

の皆様にはご出席くだ

さいますよう、よろしく
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お願い申し上げます。 

 本日、『ロータリーの友』2 月号と『抜萃の

つゞり その七十六』をお配りさせていただ

きました。 

 本日、『ガバナー月信』2 月号を回覧してお

ります。当地区にクラブがひとつ増えたこと

が載っています。 

 今月 17 日(金)、津島東高校に於いて午後 4

時からインターアクトクラブの例会が開催さ

れます。メイキャップ対象となりますので、

ご出席いただきますようお願いいたします。 

 今月17日(金)の例会予定日が、翌日18日(土)

の西尾張分区ＩＭに例会変更となります。く

れぐれもお間違えのなきようよろしくお願い

申し上げます。一応、ＩＭについては全員登

録とさせていただいておりますので、欠席の

場合、メイキャップの必要はありませんが、

懇親会は指定着席となりますので、出席予定

の方はお忘れなきようお願い申し上げます。 

 
ニコボックス報告 第 3093回分 

浅井賢次ニコボックス委員 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①インフ

ルエンザにお気を付け下さ

い。②平和な世の中になりま

すように。③半田ＲＣが『ロ

ータリーの友』に載りました。 

伊藤祥文君 本日は節分で

す。最終豆撒式は 3 時です。 

山田勝弘君 伊藤哲朗先輩

にお世話になりました。 

伊藤哲朗君 ①北高で生徒の皆様に本日「いらん

話パートⅠ」をしてきました。②本日卓話を担当

します。「イランはなし」を聞いてください。 

宇佐美三郎君 厳しい寒さが続きます。御身ご自

愛の程。 

寺島淳一君 松崎先生にお世話になりました。 

余郷利彦君 明日、誕生日です!! 81歳になりま

す。 

相羽あつ子君 お誕生日を迎えました。10年取っ

て飛行機の予約をとれてしまいました。また 1 つ

年がとれます？ 

浅井賢次君 ①今月満 88才を迎えました。ＪＣ卒

業と同時にロータリーに入会、48年間皆出席で過

ごすことができ、皆さんに可愛がっていただき感

謝しております。ロータリークラブは私の生甲斐

です。②『ロータリーの友』に半田クラブの記事

がのり、孫、ひ孫共の写真が掲載され驚きました。 

余郷達也君 「福は内！ 鬼は外！」 

田中正明君、猪飼充利君、生田達一君、伊藤幸蔵

君、伊藤哲朗君、梶浦興蔵君、坂井裕君、中村陽

介君、野々山勝也君、矢田潔君、八谷潤一君、山

田章博君、山田公男君、山本達彦君、横井知代君、

余郷達也君 今日は節分です。厄はニコボックス

でお祓いしましょう。 

児玉昭君、幅辰雄君、水野憲雄君、高木輝和君、

篠田廣君 ウィークリーに写真が載りまして。 

松本浩義君 先週のウィークリーに写真が載りま

したが忘れていました。 

稲垣宏高君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：伊藤哲朗君 

演  題：「イランはなし」 

 

 

イラン・イス

ラム共和国 

Islamic Republic of Iran 

 

■面積 1,648,195㎢（日本 

  の約 4.4倍） 

■人口 7,910万人 

（世界人口白書 2015） 

■首都 テヘラン 

■民族 ペルシャ人（他にアゼリ系トルコ人、 

クルド人、アラブ人等） 

■言語 ペルシャ語、トルコ語、クルド語等 

■宗教 イスラム教（主にシーア派）他にキリス 

ト教、ユダヤ教、ゾロアスター教等 

 

【イランの主要産業】 

■石油関連産業 

■主要貿易品目 

 原油、天然ガス、液化プロパン、その他石油・ 

ガス製品 

■主要産業は石油関連……でも！ 

イランの歴史・文化の象徴ともいえるモノ。 

それは……ペルシャ絨毯、ギャッベ、キリムなど

の手織絨毯です。 

なぜ、絨毯が発達したのか？ 

絨毯の紀元は、3000 年前

〜5000 年前。厳しい自然環

境のため農業はできないの

で、その環境に適応した山

羊や羊たちと暮らすように

…。移動生活のため家具を

持たない床生活には、広げ

れば快適な床となり、移動

時には小さく折り畳める絨

毯は必需品だったのです。 

 

【ペルシャ絨毯について】 

〜人の手作業の限界に挑む、美術・芸術の粋〜 

イランにおいて、ラグといえばペルシャ絨毯。

ペルシャの工房は「伝統と、厳しいルール」を守

りながらも、他の工房よりも緻密に、そしてオリ
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ジナリティ溢れる斬新な色柄の絨毯をつくりだす

ことにしのぎを削りながら、現代においても新し

い絨毯を生み出しつづけています。紀元前より都

市部に於いて技術を磨き上げ続けている美術品・

芸術品といえます。 

 

【シルクロードまたの名をカーペットベルト】 

絨毯づくりの伝統を持つ地域は、シルクロード

一帯に沿うように広がっているため、シルクロー

ドには、カーペットベルトという別名があるそう

です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国立絨毯博物館】 

イラン国立絨毯博物館の館内にはまるで宝物殿

のごとく歴史ある古い絨毯が惜しげも無く並べら

れています。しかもその多くは手で触れることす

らできるような展示方法なので、細部までしっか

りと観察することができるのです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バザール】 

 イランの

主要都な市

にはバザー

ル（商店街）

があります。

日用品や土

産ものなど、

あらゆる商

品が手に入るバザールですが、そこは絨毯の国イ

ラン、絨毯店のエリアがあって、絨毯のお店だけ

でなんと 3,000 のお店がひしめき合っているので

す！！ 

バザールの入り口付近のお店は、みな笑顔で 

手招きしているイメージですが、絨毯バザールの

奥へと進むにつれ、関係者以外の立ち入りを拒む

排他的な雰囲気となっていきます。バザールでの

出店数を見ても、ペルシャ絨毯がイランに於いて

いかに重要な存在かがわかります。 

しかしイランには、もうひ

とつの手織絨毯の伝統が息

づいています。それは……遊

牧民の絨毯、ギャッベ―テ

ントの中で、紀元前の姿を保

った絨毯の源です。 

都市部で発達していった

ペルシャ絨毯とは別に、遊牧

民のテントの中で絨毯の源

流の姿を保ったまま時を越

えた手織絨毯。それがイラン

遊牧民のギャッベです。 

遊牧民たちは、一緒に暮ら

す羊の毛を毛糸に紡ぎ、移動

のために分解可能な構造を

持つ水平織機によってギャ

ッベを織り上げます。ペルシ

ャ絨毯とは違ってデザイン

などに決まりも何もなく、織

り子たちは自分たちの暮らし・想いそのものをギ

ャッベに自由に織り込んでゆくのだそうです！ 

 

【最後に】 

シラーズの近くにある「ペルセポリス」の話が

できませんでした。アレキサンダー大王が破壊し

たといわれる「ペルセポリス」、その後王朝が建

つたびに破壊が繰り返されました。日本は異民族

に占領、破壊されたのは、第二次世界大戦しかな

く、そういったイランという国は非常に興味深い

と思います。「イランはなし」最後までご静聴い

ただき、ありがとうございました。 

 
誕生日祝福（2月） 

山田勝弘親睦活動委員長 

余郷 利彦君（ 4日） 

大河内勝彦君（ 5日） 

吉田 康裕君（ 8日） 

佐藤 敬治君（11日） 

岡本 康義君（16日） 

   相羽あつ子君（19日） 

浅井 賢次君（25日） 

夫  人 

佐藤敬治夫人（ 5日）  遠山孝義夫人（11日） 

吉田 康裕君（18日）  余郷利彦夫人（23日） 

堀田力男夫人（25日） 

 

伝統的な道具類 
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次回例会 

■第 3095 回例会 

≪西尾張分区ＩＭ≫ 

と き： 2 月 18 日（土） 

第一部 式 典 16：00～ 

第二部 懇親会 18：00～ 

        （指定着席） 

ところ：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 

ホスト：あまロータリークラブ 

 

お知らせ 

■第 3096 回 ’17年 2 月 24 日 (金) 

卓話担当：伊藤祥文君 

講  師：津島ガイドボランティア 

      会長   大橋忠彦氏 

      会長補佐 岩崎勝明氏 

演  題：「下街道・上街道の 

名所を歩く」 

 

■第 22 回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：2 月 17 日（金）16：00 

 ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コラム―職業奉仕委員会 

伊藤誠委員長 

 

～「職業奉仕」という概念～ 

「ロータリーの目的」は、ロータリーの存

在目的とロータリアンの責務について記し

た哲学的な声明です。職業奉仕は、「目的」

の第 2項を土台としており、この項で、ロー

タリアンは次のことを奨励し、育むことが求

められています。 

 職業上の高い倫理基準。 

 役立つ仕事はすべて価値あるものという

認識。 

 社会に奉仕する機会としてロータリアン

各自の職業を高潔なものとすること。 

 

職業奉仕はどのように実践できるでしょ

うか。以下にいくつかの方法をご紹介します。 

 例会で、各会員が自分の職業について話

し、互いの職業について職業について学

び合う。 

 地域社会での奉仕プロジェクトで職業ス

キルを生かす。 

 高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通

じて模範を示すことで倫理的な行動を周

囲に促す。 

 若者のキャリア目標を支援する。 

 専門能力の開発を奨励し、指導する。 

 

職業奉仕に意欲と熱意を感じる人にとっ

て、ロータリーほどその実践にふさわしい場

はありません。職業奉仕はロータリーの真髄

であり、ロータリーをほかの団体と分かつ要

素でもあります。 

出典：『職業奉仕入門 255-JA―(313)』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーのウェブサイト（Rotary.org）のホー

ムページと一般向けページがモダンなデザインで

一新されました。写真や動画、インフォグラフィ

ック、ストーリーをふんだんに使った新サイトは、

「ロータリーって何？」という疑問にわかりやす

く答える内容となっています。 

一般向けページと会員向け「My ROTARY」の 2

部で構成されるロータリーのウェブサイトは、こ

れまでも世界中のロータリー会員の活動について、

会員だけでなく、入会候補者やプログラム参加希

望者、寄付者などに伝えるものでした。新しくな

ったページは、ロータリーを幅広い層にさらに効

果的にアピールする内容となっており、コンテン

ツも整理されて情報が探しやすくなり、スピード

が早くなるなどの改善も加えられています。 

今回のアップグレードが可能になった理由のひ

とつに、2016 年規定審議会で採択された会費増額

があります。この決定により、国際ロータリーが

クラブと地区に従来よりも充実したサポートがで

きるようになりました。なお、今回の Rotary.org

に加え、ロータリークラブ・セントラルや「地区

とクラブの運営」ページを含む My ROTARY も更

新される予定となっています。詳しくは今後数カ

月の間に随時お知らせしていきます。新しくなっ

た www.rotary.org をぜひご覧ください。 

2 月 17 日（金） 

例会変更 

 また、副会長

代理だで～ 

山田章博君の

指揮で「四つ

のテスト」 

司会は中村陽

介会場委員 

伊藤幸蔵前年度

副会長 

Rotary.org がモダンなデ

ザインで新しくなりました 
 


