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SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業

◆唱　　歌　　夏は来ぬ

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る叙情名曲アルバム」より

海

茶摘

鎌倉　　他

◆ビジター　　山田滋彦（日出ＲＣ）

池田康雄（別府ＲＣ）

瑞木一博（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　平野　英壽

　さて、本日はＲＩロータリー財団管理委員会フ

ランクＪ. デブリン氏から文章が届きましたので、

掻い摘んでご報告します。

　会員の皆さんが2005－2006年度寄付増進目標

の達成に真剣に取り組まれ、貴クラブの昨年度の

ロータリー財団への寄付額を上回るようご支援い

ただけることを願っております。

　また、財団への個人的な寄付を行うことのでき

るクラブ内のロータリアンに、引き続き寄付を奨

励していただけることを願っております。ロータ

リー財団は私たち皆の財団であることを是非忘れ

ないで下さい。ロータリー財団は、私たちが寄付

を行い、私たちが財団プログラムのために寄付金

をどのように使用するかを決定することのできる

唯一の組織なのです。

　ロータリー財団管理委員会に代わりまして、ロ

ータリー財団の素晴らしい活動を引き続き行って

いくため、皆さんのご支援に、衷心よりお礼申し

上げます。

　今年度もまた、当クラブはロータリー財団への

寄付額を１人100ドルと設定しています。昨年度

は、皆さんが快く寄付をしてくれたため、１人当

たり寄付額が168.83ドルになり地区大会で表彰

を受けました。

　最近、500円玉の募金箱の姿を見ていません。き

っと、そろそろ100ドル分貯まっているのではない

でしょうか？今月５月のレートは118円、来月６月
は110円となります。ご協力をお願い致します。

◆出席報告　　　　　　副委員長　衛藤　秀子
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幹事報告 幹事　木村きぬゑ

１．本日の卓話

 『イスラムについて』　近藤賢司会員

２．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ

 ６月１日より、全ての振込みに対する適用相

場（ロータリーレート）が下記の通り変更と

なりますのでお知らせ致します。

 　　１ドル　110円　　　（現行118円）

３．2006-2007年度『ＲＩ第2720地区インター

アクト海外親善交流事業』のご案内
＊インターアクトの国際交流事業の一環として、海外
親善交流事業をＲＩ第３６６０地区（韓国釜山）と実
施することになりました。３泊４日の内２泊を釜山市
内のインターアクターの家庭にホームステイし、２日
目に釜山市内観光を一緒にする内容。

期　　間　　平成18年７月28日（金）～31日（月）

場　　所　　韓国・釜山

派遣人員　　各インターアクトクラブより２名以上

費　　用　　インターアクター 59,000円

　　　　　　ロータリアン、顧問教官 73,000円

※費用は原則として提唱クラブと参加者

（インターアクター）での折半負担

登録締切　　６月23日（金）

４．お祝い

 配偶者誕生日　後藤(隆)潤子さん（５月23日）

 　　　　　　　平野　和子さん（５月27日）

 ＊記念品をお渡し致します。

５．例会変更のお知らせ

佐伯ＲＣ ５月31日（水）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～紫

水苑に場所変更

別府東ＲＣ ６月１日（木）の例会は、創立記

念例会並びに姉妹クラブ会員歓迎

会の為　６月２日（金）18：30～

杉乃井ホテル「観海」に日時変更

くにさきＲＣ ６月７日（水）の例会は、夜の例

会の為　同日18：30～いこいの

村国東に時間変更

別府北ＲＣ ６月７日（水）の例会は、定款第

５条第１節(Ｃ)に基づき休会

６．次週の予定

 「会員卓話」　高宮勝美会員

７．本日の回覧

①第56回“社会を明るくする運動”「標語パネル」希望購入

②「第４回（新・旧）クラブ協議会」　（６月20日例会）　出・欠席

③「会長・幹事慰労会」（６月27日例会）　出・欠席

④豊後高田ＲＣ、くにさきＲＣ　週報

８．本日の配布

 ①週報819号

 ②2006-2007年度「理事・役員、委員会名簿」（案）

 ③「ロータリーの偉大な２つの資産」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 前年度委員長　村津　忠久

○日出ロータリークラブ　山田滋彦氏

　久しぶりに別府中央にメイクアップしました。

○宮地一久元会員（代筆　木村会員）

　昨日、宮地さんが食事にみえて皆さんによ

ろしくのスマイルをあずかって来ました。鳴海

先生には良い人生経験をさせていただき、溝部

先生の卓話は絶品でとても楽しみだったそうで

す。又、卓話を聞きに行って良いでしょうか？

とおっしゃっていました。

○平野会長

　家内誕生お祝いありがとうございます。今年

も忘れずにすみそうです。人生、忘れた時の方

が金もかからず、しあわせの時もあるかも？

○上妻会員

　近藤会員、本日の卓話、面白そうですね。よ

ろしくお願いします。

　来週は株主総会と重なりますので欠席します。

○木村会員

　近藤会員の卓話をたのしみにしてやって来ま

した。近藤さんに拍手。

○衛藤会員

　梅雨のはしりでしょうか。お天気がはっきり

しませんね。

　今日は池田先生、瑞木様、山田先生、ようこそ

お越し下さいました。どうぞごゆっくりなさって

下さいませ。近藤会員の卓話、楽しみにしています。

○赤嶺会員

　本日は、足元の悪い中、ビジターの方々のお

越し、まことにありがとうございます。感謝し

てスマイル。

　近藤会員、今日の卓話、頑張って下さい。

○河村会員

　近藤会員の卓話のタイトルをみて是非聞きた

いと思いましたが、会議所でマル経の審査会に

出席の為、20分に退席します。一人でも欠け

ると会が開催できない為。

○髙宮会員
　近藤会員、卓話を楽しみにしています。
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○後藤（孝）会員

　近藤会員、ゴルフのフォームのようにやわら

かく、やわらかく、卓話をお願いします。頑張

って下さい。

○高田会員

　近藤さん、今日の卓話、楽しみにしています。

頑張って下さい。

○後藤（隆）会員

　本日の卓話は近藤賢司会員です。テーマは「イ

スラムについて」だって!!賢ちゃんの日頃の言

動から、どうしても「イスラム」は連想できま

せん。カラオケの話かな？楽しみにしています。

○薬真寺会員

　55才ではじめて経験する選挙がやっと終わ

りました。これからは職業奉仕に専念いたした

いと思います。いろいろお世話になりました。

○梅津会員

　本日、小原流豊友会の青年部の皆さんが全国

各地からおいでになります。忙しい一日になり

ます。例会欠席をお詫びしてスマイルします。

○吉冨会員

　今日の例会は、組合の会議のため欠席します。

おわびにスマイル。

○村津会員

　例年、締切ぎりぎりに提出していた「クラブ

協議会資料＝活動報告と活動計画」を、本日例

会前に、事務局に渡すことが出来ました。

　会長さんと幹事さんの心配事を、一つでも少な

くしようと言う健気な私自身に拍手してスマイル。

会員卓話 近藤　賢司

「イスラムについて」

　最近、よく話題にのぼる
イスラムのことをお話しし
たいと思います。自分の卓
話で皆さんに理解して頂け
るか心配ですが、一生懸命
頑張ります。
　イスラムというのは発展
途上国の暴力的な宗教で「右
手にコーラン、左手に剣」武力で改宗をせまり、常
にキリスト教と対立する危ない宗教で、ユダヤとは
1000年以上にわたる先祖伝来の仇である。
　これが、私が今まで抱いていたイスラム感でした。
日本人は皆そう思っているのではないでしょうか。
　これは今までイスラム世界が日本に馴染みがなか
っただけで、実は世界に10億人以上の信者を持つ世

界第２位の宗教で20年以内にキリスト教を抜いて世
界一信者の多い宗教になるそうです。
　では、どういう宗教かと言うと、

イスラム（教）

　聖書はコーラン（アラビア語で書いている）、神は
アッラー（天地を作った宇宙の支配者）であり、崇
高で決して形に表せないものである。したがって偶
像崇拝は禁止されています。
　いままで私が仇だと思っていたキリスト教、ユダ
ヤ教とは仇などではなく兄弟のような宗教で、キリ
スト教徒、ユダヤ教徒は同じ先祖と教典を持つ民と
いう意味で「啓典の民」といい、保護しなければな
らないとコーランには書かれています。
　イスラム教の教典コーランにはモーゼもキリストも出
てくるし、聖人アブラハムの王室の子がユダヤ人の元祖
であり、側室の子がアラブの先祖である、と書かれてい
て、モーゼの律法もイエスの福音書も神のことば、聖典
であるが、神から以前に言葉を与えられた民は正しく理
解していなかったので、新たに神はマホメットに最後に
最高の言葉をアラビア語で下されたと記されている。
　よってモーゼもダビデもイエスも神ではなく、神
のことばを授かり世に広めた神の使徒である。もち
ろんマホメットも神ではなく、結婚をし食事をとり
市場で買い物をする普通の人であるが、模範となる
人であると規定されている。
　イスラムはアラビア半島のメッカで興った。マホ
メット（40才の頃）西暦610年（日本では聖徳太子の頃）
神の啓示をうけ、アラブ人はイスラムの教えを携えて
西はスペイン、東は中国、インドネシアまで地域を越
え民族を越えた世界的宗教として広めていった。
　先に述べたように、キリスト教は兄弟のような宗
教なので保護するようにとコーランに規定されてい
るので、「右手にコーラン、左手に剣」改宗をせま
るというのは十字軍以降意図的に流した悪評であり、
つい先日まで私もそのように思っていた。
　イスラム国内のキリスト教徒はシズヤ（宗教税）
さえ払えば普通に暮らしていけたのである。実際、
スペインでは何百年間もイスラム国家であったのに
キリスト教徒が大半を占めていた。中東の国レバノ
ンは現在も１／３がキリスト教徒である。
　７世紀（610 年）にイスラムが興った時、中東で
最大の宗教はキリスト教だった。
　では、いつから険悪になったのかというと、1948
年イスラエルが中東の真ん中に建国してからである。
　イスラムとはどういう教えかというと、私が理解
している限りでは男性主導の宗教である。男性が、
女性、子供を守り、共同社会を形成するもので、旧
約聖書ではイブはアダムの肋骨から作られた、コー
ランでは神は天地を創造した後、泥からアダムを作
り、彼に安らぎを与える為にイブを作った。と、旧
約聖書もコーランも同じようなことを書いている。
　イスラムでは、夫は４人まで妻を持てる。離婚は
簡単であり、たとえば子ともが出来ないことも離婚
の理由になる。
　天国にいたっては本当に男性天国である。そこに
は小川が流れ、緑したたる楽園で永遠の処女を娶り、
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　イスラム教徒は豚肉、アルコールがタブーである。
理由は不明。ユダヤ教徒も豚肉がだめなので、真似
たのか、その地域の習わしか。アルコールはユダヤ
はＯＫ。アルコールを禁止するのは、酔って仕事や
戦争ができなくなるからか？
　さて、なぜこのように普通の宗教が大変な問題を
引き起こすかというと、まずエルサレムの地とは、
ユダヤ教にとっては、紀元前ユダヤ帝国のソロモン
の神殿のあったところ。キリスト教にとっては、キ
リストが処刑された地。イスラム教にとってはメッ
カからエルサレムに天馬に乗ってマホメットが移動
した地であってメッカ、メジナに次ぐ聖地というそ
れぞれに違う意味を持つ土地であるということが原
因のひとつとして考えられる。
　イスラム最大の国家　オスマン帝国は北アフリカ
から中東、ヨーロッパにまたがる大帝国であった。
だが、欧米列強の圧力により弱体化し、イスラム諸
国の植民地と化した。
　ドイツ側についたオスマントルコが第一次世界大
戦中に崩壊。
　イギリスの将校ローレンスがオスマン帝国内の分
裂をはかり、アラビアのメッカの役人フセインにア
ラブ王国を約束し、オスマン帝国に叛乱をおこさせ
る。同時に大戦中（資金をユダヤ人に頼る為）ユダ
ヤ国を約束。
　結局のところアラブの真ん中にユダヤ人の国、イ
スラエルのみが建国された。そこに住んでいたパレ
スティナ人が難民となった。ここから（1948 年）キ
リスト教、ユダヤ教とイスラム教の仲が悪くなった。
　なにもかも欧米にいいようにされ、自暴自棄になっ
た若者がイスラムの社会を守る為に自爆テロをくり
返し、それにイスラエルを含めた欧米が報復をする
という構図である。
　イスラムでは自殺は神から与えられた命を放棄す
ること、つまり神への挑戦とうたわれている。ただ
し自爆テロは自殺ではなくイスラム教徒とその社会
を守る為に神に命を捧げる行為で、死後、「殉教者」
として神に一番近い所にいられるといわれている。
　しかしこれは一部の過激派の言い分であり、大半
の民は平和を願っているのである。
　本当に誰が悪いのかは、人それぞれの考え方が違
うので、一概には言えませんが、イスラムが一方的
に悪いと考えることは間違いではないかと思う。
　海外からの留学生も多い国際都市別府のロータリ
アンは彼等に接する機会も多いので、少しでもイス
ラム教徒に対する偏見をなくし正しい理解をしなけ
ればいけないと思い卓話を致しました。

いくら呑んでも酔わない美酒でもてなされる。
　地獄はというと、悪人は燃えさかる火の中で焼か
れる。火葬はなく来世に復活すると信じられている
為に土葬にされる。
　男にはまさに天国であるが、その分、男性には家
族を守る責任があり、女性は家事を担い子を育てる。
女性は常に男性の保護のもとにあり、娘の時は父、
結婚後は夫の保護のもとで暮らす。
　父は一生娘に責任を持ち、男家族は娘を守り、女
は一生純潔を通さなければならない。
　名前もたとえば女性の名前が、マルカム（マリア）、
アブダーラ、スレイマンであれば、結婚後も代わら
ない。一生父の子である。父は娘が婚約者とデート
をする時も付き添う。もし親の決めた結婚に背いて
純潔を疑われた時は、その女性は男性親族に殺され
る（これは名誉の殺人と呼ばれる）。
　女性が肌を露出せずヴェールで顔を隠すのは、男
性が女性の姿に誘惑されない為のものである。
　そしてイスラムには、仏教でいう出家やキリスト教
修道院の独身主義もなく、本山制度や教皇制度もない

（法皇）悟りを開いていない俗人の宗教であり、人が
生まれ、成長し、配偶者を得て家庭を築き、職業につ
いて社会活動を行い子を育てて老いていくという生き
方が神に喜ばれる生き方であると説いている。
　またイスラム法は、結婚、育児、財産、貿易、金融、
国際関係まで細かく規定している。

（五行）

１．信仰告白…人の前でイスラム教徒であると言う。
２．礼拝…１日５回メッカに向かっておこなう（日没、

夕べ、暁、昼、午後）。
３．喜捨…貧しい人、女、子供を助ける為お金を出

す（相互扶助）→天国行き。
４．巡礼…一生に一度メッカにお参りをする。
５．断食（ラマダン）…一ヶ月間、昼間の食事、喫煙、

性行為を断つ。
　食欲などの欲を制御して飢えに苦しむ人達を思い
やり神に感謝する期間を設けている。昼間、水も食
事もとらないので、皆さんはこの期間痩せると思う
かもしれないが、実のところは太る。なぜかというと、
この期間の食料消費量は普段の倍。食事をとらない
のは日中だけで、日没後すぐ食事をとり、夜食、日
の出前に朝食。
　日中は我慢し日没後は普段より豪華な夕食を摂る、商
店街も普段（７時）より遅く（深夜）まで開店している。
　たとえば友人宅へ訪問し、明け方まで楽しむ。断
食明け３日間はお祭りで、新しい服を着てここでも
またご馳走を食べる。

E-mail:info@beppu4rc.jp

私　の　厄　年

○平成15年「前厄」→ 右手親指脱臼

○平成16年「本厄」→ 由布岳から転倒、腰の骨

骨折

○平成17年「後厄」→ 特に異常なし

　平成18年　無事厄年終了と思えば、すばらし

いプレゼント“バセドウ病”をいただきこの１８

年をスタートしています。皆さん、油断せずお体

には充分気を付けて下さい。

 次回は、岩尾昭治会員です。

会員コラム 土谷　昌秀


