
会長　遠田　公夫君
挨拶に先立ち、今日の新聞のトップに私

共の会員、辻　昌宏さんが商工会議所会頭
に推挙される旨、大きく報道されておりま
した。同じクラブの同志として心より応援
致したく思います。暗い経済ニュースの中、
光明をみるようなニュースで、佐世保経済
を牽引して頂きたいと願うものであります。
さて、大学時代、ラサール学生寮の友人

に、元、古井戸の加奈崎芳太郎という59歳
のシンガーソングライターがいます。同期
には内閣府事務次官や弁護士会会長、NHK
のプロデューサーなど、蒼々たる同窓の中
で、一人音楽の道に進んだ変わり者です。
アコースティックギターの腕は超一流で、

今は無くなった東京、渋谷の「じゃんじゃ
ん」を根城に活躍、泉谷しげるや忌野清志
郎などともジョイントライブをよくしてお
ります。竹中直人監督の映画のサウンドト
ラックでは、日本アカデミー賞音楽賞を取
りましたが、全国ヒットしたのは「早苗ち
ゃん」というただ1曲だけ、あとは、全国の
マニアックなファンの為に、人生を歌いな
がら、毎年ツアーをしております。
色々なユニットを作っては離合集散を繰

り返したり、マネージャーにお金を持ち逃
げされたり、プロダクションが倒産しても、

めげずに、ひたむきに、ギター片手に夢を
追い続けている姿に感動すら覚えます。
実は、九州ツアーの中で、今週土曜日、

佐世保のガーネットという小さなライブハ
ウスに出演します。大ホールとは違って、
ライブハウスの臨場感は、また格別なもの
があります。私も上京の度に、ワイルドワ
ンズの加瀬邦彦がオーナーのケネディハウ
スというライブハウスによく行きますが、
70歳になる加山雄三や往年のGS（グループ
サウンズ）も出演します。観客は水割り片
手に、隣の人と肩寄せ合って声をかけ、出
演者も、対面のライブが常に原点と言いな
がら、楽しんでいます。ライブハウスには
年齢がありません。常に青春です。私が、
年齢を超えて、常に人生に貪欲に、前向き
にありたいと教えられる場所のひとつです。
年配の皆様も、是非、一度ライブハウスを
体験してみませんか？というお勧めをして
挨拶と致します。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
米山記念奨学生
長崎国際大学（スリランカ出身）
シャナハン・ケネディ君
○ゲスト
前田　一彦君（佐世保南RC）
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2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
2008～2009年度  R.I.会長 李東建（韓国 ソウル漢江RC） 
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幹事　木村　公康君
１．台南ロータリークラブ
創立55周年記念式典訪問団メンバーリス
ト依頼

２．第2740地区ガバナー 鈴木　泰彦君
地区ローターアクト委員長 大島　　隆君
地区ローターアクト代表 辻　　祐介君
全国ローターアクト研修会実行委員長

折敷瀬　亜紗美さん
「第21回全国ローターアクト研修会」ご協賛

のお願い

一口5,000円…お名前・企業名を記念誌に
掲載

30,000円以上…記念誌に広告として掲載
【お振り込み先】親和銀行鹿島支店

普通預金　2019520
第21回全国ローターアクト研修会実行委員会
資金班　山口幸一郎

３．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ更新案内　10月10日号
②地区メルマガ第9号案内　10月14日号
③譛麻薬・覚せい剤乱用防止センターより
「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動
資料

４．聖和女子学院中学校高等学校
校長　景山　ひろ様

「第27回チャリティーコンサート聖和音楽

のつどい」のご招待について

期日／平成20年10月24日貊
17:30 開場　18:00 開演

会場／アルカスSASEBO

５．経済産業省経済産業政策局新規産業室
ベンチャー企業育成に関するご協力のお

願い

ベンチャー企業に出資を行う個人投資
家に、所得税減税のご案内

お問い合わせ／経済産業省 経済産業政策局
新規産業室

担当：島田、宮本　TEL 03-3501-1569

■世界社会奉仕委員会
委員長　中村　徳裕君

台南ロータリークラブ訪問のお
申し込みよろしくお願いします。

■職業情報委員会　委員長 富永　雅弘君
職場訪問のご案内

日時／10月22日貉例会終了後
石井海陸興業前出発

場所／三川内焼伝統産業会館
若干の余裕がありますので、参加される

方は今週中に事務局までお知らせください。

■財団奨学・米山委員会
委員長　千住　雅博君

川冨正弘会員より、譛ロータ
リー米山記念奨学会へご寄付頂
きました。

円田　浩司君
11月8日、地区大会ゴルフのご案内

大神　邦明君
ワインとカンツォーネの夜へのお誘い
日時／平成20年11月20日貅 18:30～
場所／レストラン　れおリオンドール

新港町　TEL 25-8061
会費／お一人 10,000円（料理、ワイン、コ

ンサート代含む）
お申し込みは10月31日貊までにロータリー
事務局（FAX 25-6323）までお願い致します。
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出席委員会　児玉　孝雄君
○出席100％表彰

中島　祥一君（23回）
闍田　俊夫君（14回）
中村　徳裕君（8回）
田中　信孝君（6回）
金氏嘉一郎君（3回）
松尾　慶一君（3回）

親睦活動委員会　加藤　陽一君
佐世保南RC 前田　一彦君
米山奨学生シャナハン君と一緒に参りま

した。とても良い学生で将来スリランカと
日本の親善に役に立ってくれると信じてい
ます。

遠田　公夫会長、金氏嘉一郎君
過日ご案内致しました、桜の会 会長の、

前田一彦さんの来訪を歓迎致します。

遠田　公夫会長
過日のカフェレストランに引き続き、ア

ルカスSASEBO4Fに創作和食店「すばる」を
オープン致しました。当分、全席予約制で
すが、アルカスのイベントに合わせて営業
時間の調整をしてゆきます。よろしくお願
い致します。

千住　雅博君、福田　金治君
中川内眞三君、立石　徳雄君

ロータリー米山奨学生（スリランカ出身）
のシャナハン・ケネディ君の卓話に期待し
ます。
同行されております、カウンセラー 前田

一彦様、よろしくお願いします。

安部　直樹君
長崎国際大学の学生ケネディ君は、スリ

ランカより留学してきた明るく優秀な学生
です。就職採用、よろしくお願いします。

安福鴻之助君
朗遊会、思いもかけず優勝しました。否、

実は多分？という予感がありました。沢山
のハンディキャップをいただいたお陰です。
ありがとうございました。

円田　浩司君
10月9日の第1回朗遊会で、幹事でありな

がら準優勝してしまいました。
遠田会長、木村幹事、松尾前朗遊会幹事

と同伴メンバーに恵まれたことが最大の要
因です。
7ホール目で会長が「もう飽きた。」とお

っしゃられた時にはどうしようかと思いま
したが、何とか最後までお付き合いいただ
いてホッといたしました。幹事として不行
き届きな点が多々ありましたことをお詫び
いたしますと共に、今後とも会員の皆様の
ご協力を重ねてお願いいたしましてニコニ
コいたします。

森　　信正君
先週の誕生祝いに欠席しましたので。

F田　俊夫君、中村　徳裕君
田中　信孝君、金氏嘉一郎君
出席100％表彰ありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 339,000円

◇
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『スリランカの歴史と文化と祭りと食べ物に
ついて』

ロータリー米山記念奨学生
（長崎国際大学4年生）

シャナハン・ケネディ君
（スリランカ出身）

●スリランカ概要

藺スリランカ民主社会主義共和国
藺公用語 シンハリ語、タミル語、英語
藺首都 スリジャヤワルダナプラコッテ

（コロンボ）
藺大統領 M.ラジャパクシャ　
藺面積 6万裄
藺人口 19905,165人
藺通貨 スリランカルピー
藺民族 住民の74%はシンハリ人、18%は

タミル人、7%がムーア人、1%が
バーガー人(Burghers)

藺宗教 仏教70％
ヒンドゥー教10％
イスラム教8.5％
キリスト教11.3％

藺気温 年平均気温26℃　ヌワラエリア
（標高約1,890m）では年平均気温
16℃と一年中常春のような気候
である。

藺平均寿命　　　男性72歳・女性79歳
藺識字率の標準　95.8％

●スリランカの歴史

藺紀元前5世紀、シンハラ人が北インドから
移住して王国をつくったのである。
藺紀元前3世紀、アショーカ王の王子マヒン
ダが仏教を伝えて以後、スリランカは上
座部仏教（小乗仏教）の中心地として、
現在までその信仰を守ってきたのである。
藺紀元前2世紀以来、ヒンドゥー教徒タミル
人の侵攻に対し、シンハラ人は仏教を守
り、文化を育てた。首都は、11世紀後半
から中部のポロンナルワにおかれたので
ある。
藺5世紀にアヌダダブラを治めていた父王を
殺した王子カッサパ1世がシーギリアロッ
クの岩山の頂に宮殿を築いたのである。
藺13世紀からタミル人の侵入が激しくなり
ました。
藺15世紀初頭に鄭和が来島し、明の朝貢国
となりました。
藺1505年、ポルトガル人がコロンボに商館
を建設し植民地化。
藺17世紀、ポルトガルに代わりオランダが
植民地化。
藺18世紀末からイギリスが植民地化を始め
る。

卓　　話
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藺1815年のウィーン会議でオランダからイ
ギリスへの譲渡が正式決定

●スリランカ仏教

藺仏教はインドからセイロン島へ、紀元前3
世紀に上座部仏教が伝来した。 仏教が開
かれたインドの地では、様々な歴史的経
緯を得て、仏教の連続性が途絶えてしま
ったが、スリランカにおいては伝来した
形にて、伝承が続いている。 また、東南
アジアへもスリランカから上座部仏教が
伝えられている。

藺スリランカの国の北部と東部を除いた国
土の大半で仏教徒が多い。北部や東部に
多いヒンドゥー教徒のタミル人と政治
的・武力的に対立した状況が続いている。

●仏教国の祭り

5月は、仏教の最大のお祭り、ヴェサック
祭り。
お釈迦様の生まれた日、悟りをひらいた

日、亡くなった日、この3日を表すお祭り
である。
このお祭りでは、 街中きれいなイルミネ

ーションで飾られ、仏教のいろいろな
物語の芝居や、パレードなどが行われます。
パレードでは、きれいな飾りをつけた象が
たくさん歩いてます。
街のイルミネーションだけでなく、家に

もイルミネーションが飾りつけられます。

これらのイルミネーションは3週間ぐらい
続くのである。

6月、7月も仏教のお祭りがあります。

6月は、インドからスリランカへ仏教が渡
った日を祝うものである。

お寺にお参りに行き、各家にもイルミネ
ーションをつけられます。
7月は、インドからスリランカへ菩提樹を

もってきた日を祝うものです。こちらもお
寺にお参りに行きます。

その他にスリランカでは、満月の日（ポ
ヤデー）は神聖な日とされていて、学校や
多くの会社は休みになるのである！

●食べ物

スリランカは日本と同じく主食は米であ
ります。
スリランカは多民族国家であるから、食

文化もことなるのである。シンハラ人の大
多数が信仰する仏教では、食物に関するタ
ブーはそれほど多くは存在しません。
しかし実際にはほとんどのスリランカ人

仏教徒は仏教本来の教えだけではなく、 土
着の精霊信仰、迷信、ヒンズー教の影響も
強く受けていますので 大抵食べ物、特に食
肉に関する禁忌事項を沢山持っています。
牛肉を食べない人は多いです。豚肉を食

祭りで象に乗った人々
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（今週の担当　原口　増穂）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話　　日米協力センター長
バンダービルト大学教授
ジェームス・アワー様

『アメリカ人「九州男児」の佐世保への思い』

べない人も多いです。
食べないだけではなく、それらの肉を触

る事、家庭内に持ちこむ事自体を厭う人も
います。

●スリランカ　カレー

スリランカでカレーを食べたという記録
を日本人で初めて残したのは夏目漱石です。
それは1900年の事。コロンボのホテルで食
べたというふうに日記に書き残されていま
す。漱石は「名物のライスカレーを食べた」
と記していますから、その当時からスリラ
ンカはカレーで有名だったかもしれないの
です。でもスリランカのカレーは辛く、ス
パイスをたくさん使っているのである。普
通の人々の普通の食べ物は日本でいうカレ
ーとはだいぶイメージが違うのである。確
かに飛び切りに辛い料理もありますが日本
人に向くあっさりとした料理がスリランカ
には多くて、野菜のカレーは得てして辛く
ないのもあれば、スパイスも控え目もある
のです。

祭り際のイルミネーション

日本のカレーとは違う


