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会長　飯田　満治君
気候穏やかな季節となってまい

りました。おかげさまで、60周年
記念事業もあと少しを残すばかり
となりました。5月28日のハイスク
ール茶会も、ぜひ成功させたいと
思います。
さて、先週の例会終了後、細則の定めるとこ

ろにより、臨時の理事会を開催いたしましたの
で、協議しましたことの報告をいたします。議
題は、60周年記念式典および懇親会についてで
あります。理事会の前に諮問委員会を開催し、
パスト会長のご意見をお伺いしたうえで、理事
の皆さんに協議を持っていただきました。結果、
6月の最終例会を60周年記念例会とし、60周年事
業の総括報告を行うことといたしました。2ヵ月
を経過した今でも、震災および福島原発の問題
が、新聞の一面に掲載されるなどの現状からみ
て、式典・懇親会は中止とすることに全会一致で
決定しました。最終例会の詳しい内容について
は、幹事に一任願うことにいたしました。以上
の決議、及び今後の対応について、会員の皆様
には、温かきご理解をよろしくお願い申しあげ
ます。
なお、これらの決議に従い、6月15日の例会を

指定休会とすること、6月1日の例会は卓話例会
といたすことになりましたので、合わせてよろ
しくお願い申しあげます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
長崎国際大学　人間社会学部
学部長　木村　勝彦様
○ビジター
佐世保南RC 圓田　　治君

■見藤
みとう

史朗
しろう

君
S33年1月12日生（53歳）
西部ガス株式会社
長崎支社佐世保支店 支店長
推薦者：遠田　公夫君

松尾　文隆君
配置：出席・例会委員会、親睦活動委員会

幹事　古賀　　巖君

１．福島県いわき市いわき平ロータリークラブ
原子力被害状況への風評被害で、復興への大
きな妨げとなっておりますので、各会員、ご
家族、お知り合いに適切なる行動のお願い。

２．佐世保市立神浦小学校 校長　佐藤　正実様
佐世保市立宇久小学校 校長　古川久美子様
佐世保市立宇久中学校 校長　岩永　嘉人様
宇久島映画祭及びテントのご寄贈について
（お礼）

会　長　挨　拶 例 会 記 録

幹 事 報 告

入　会　式

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 

佐世保ロータリークラブ 
会　長蘆飯田　満治　　　幹　事蘆古賀　　巖 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp



３．第2820地区ガバナー 山崎　清司君
青少年交換委員長 石川　啓司君
第9650地区（オーストラリア）より第2820地区
に2010年12月26日交換学生ケイト・マクマホン
緊急避難引き受けへのお礼状

４．第2740地区ガバナーエレクト 岩永　信昭君
①次年度RI会長プロフィール他資料
②クラブ奉仕統括委員会

委員長　駒井　英基君
会員増強委員会 委員長　佐藤　　豊君
会員増強計画推進のため事前アンケートに
ついて（次年度へ伝達）

５．譛ロータリー米山記念奨学会ニュース
ハイライトよねやま134号

６．佐世保東ロータリークラブ
競技委員長　村瀬公一郎君

佐世保市内8RC親睦チャリティーゴルフ大会に
ついて
①競技場へのご案内看板取り止め
②キャディはお付けいたしません。

理由：2件について費用を義援金に加えます。

■ローターアクト委員会 委員長　小川　芳寛君
１．長崎国際大学RAC例会参加報告

5月12日、長崎国際大学RAC例会
に参加いたしましたのでご報告申
しあげます。
当日のメインテーマは、安福パ

スト会長による「ワインについて」の講演であ
り、ご提供いただいたワインを飲み、ほろよい
でいい気分になりながらワインについて勉強い
たしました。当クラブからも増本副幹事、高橋
さん、闍瀬さんに加え、ご転出された前ロータ
ーアクト委員長の闍木さんもゲストとして例会
に出席いただきました。
長崎国際大学RACは会員増強に力を入れてお

り、4月、5月で9名増えて現在19名になっていま
す。内8名が留学生であり、国際的な交流も含め
て活気ある活動が期待されます。
次回例会は5月26日貅 18時30分よりハウステン
ボスJR全日空ホテルで行われます。みなさん是
非ご参加ください。

２．第32回 RYLA参加報告

5月14日貍、15日豸に五島の福江で開催された
第32回 RYLA・ロータリー青少年指導者養成セミ
ナーへ長崎国際大学RAC 松永さん、川嶋さんと
参加してまいりました。
今回のメインテーマは「自然との関わりの中

で語り合いましょう!!」で、青少年とロータリア
ン約150名が五島・福江に集まりました。開会式
で実行委員長である福江RCの牟田さんより「五
島の自然を満喫してほしい。昼は太陽、夜は月
の光を浴びてほしい」と挨拶され、最高の天候
に恵まれ、参加者は五島の自然をプログラムに
順次、満喫いたしました。
まず、3台のバスに分かれて、福江島をほぼ1

周する間、五島の自然、文化、産業について、
車中研修を受けながら、水の浦教会や高浜海水
浴場、大瀬崎灯台等を見学いたしました。
夕食に五島産のお肉をバーベキューでいただき、

夜のグループディスカッションでは、6グループに
分かれ、3つのテーマ「五島の魅力について」、「自
然との共生について」、「生物多様性について」熱
心に意見交換されました。
その後、順次バスで近くの温泉へ移動、20分

で入浴を済ませて宿舎へ移動しました。今まで
体験したことがない貴重な体験をさせていただ
きました。翌朝も5時過ぎに起きて、海から昇る
ご来光をみんなで眺め、朝の体操、海岸の清掃
活動を行い、その後、各グループよりディスカ
ッションのまとめの発表がありました。どのチ
ームもしっかり意見がまとまり感動する内容で
した。

■次年度幹事 田中丸善弥君
本日18時30分よりセントラルホテ

ル佐世保にて、2011-2012年度「大委
員会」を開催させていただきます。
実りある会にしたいと思いますの
で、万障お繰り合わせの上、ご出席
お願い致します。

米倉洋一郎君
5月22日豸に市内8RCゴルフコンペがチャリテ

ィーとして行われますので、よろしくお願いし
ます。
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親睦活動委員会　佐藤　丈治君
○今月の誕生祝い

安部　直樹君（19日）
加納洋二郎君（24日）

出席委員会　浦里　和弘君
○永年会員表彰

松本　英介君（36回）
福田　金治君（34回）

○出席100％表彰

米倉洋一郎君（22回）
有薗　良太君（9回）
鬼木　和夫君（5回）
平尾　幸一君（4回）

親睦活動委員会　坂本　　敏君

佐世保南RC 圓田　　治君
飯田会長、古賀幹事、いろいろ大変でござい

ましたが、あと一月になりましたね。「ガンバッ
テ」ください。

曽我　勝宣君
もう昔のことの様に思えますが、3月誕生祝い、
4月結婚記念祝い、確かに頂戴しております。あ

りがとうございました。お礼遅くなりましたこ
と、お詫び致します。

山縣　義道君、松尾　文隆君
西部ガス　見藤史朗さんの入会を歓迎してニ

コニコします。

平尾　幸一君
先週の宇久島映画祭の報告で、浦里カメラマ

ンの活躍と、加納会員持参の“旬”（五島沖のト
キサバ）の缶詰に舌つづみを打ったことを失念
しておりましたので、お詫びとともに、追加ご
報告致します。

松本　英介君、米倉洋一郎君、有薗　良太君
平尾　幸一君
永年会員表彰および出席100％表彰ありがとう

ございます。

安部　直樹君、加納洋二郎君
誕生日のお祝いありがとうございます。

『イスラム原理主義について』

長崎国際大学　人間社会学部

学部長　木村　勝彦様

皆様、こんにちは。長崎国際大
学の木村です。私が顧問をしております長崎国
際大学RACに対しましては、日頃より何かとお
世話いただき、まことにありがとうございます。
本日は、去る5月2日にウサマ・ビンラディン

が殺害され、今後また大きな変動も予想される
ということで、イスラム原理主義についてお話
させていただきます。どうぞ宜しくお願いいた
します。

■はじめに

日本では、「イスラム原理主義＝過激派テロリ

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 12,000円

累　　計 693,000円

◇

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 高橋　理一

（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：石井　正剛）

＊次回例会予告＊

卓話予定者
佐世保警察署　署長　山下　忠義様

スト」として語られがちですが、実際にはこれ
らは区別して論じる必要があり、この点の混同
がイスラムに対する正しい認識を妨げているよ
うに思われます。米軍基地を抱え、観光振興を
目指す佐世保にあっては、有力な国際観光の市
場となり得るイスラム世界について、偏向する
ことのない理解を共有しておく必要があるので
はないでしょうか。

■原理主義とは

そもそも原理主義とは、プロテスタント系キ
リスト教諸派の保守的な運動を説明するための
概念で、(1)聖書の無謬性　(2)キリストの処女懐
胎　(3)贖罪の死　(4)肉体の復活　(5)神性と再
臨、この5つを全面的に肯定し、信仰する立場を
指します。しかし、こうした原理主義的運動は
どのような宗教にもみられるのでして、キリス
ト教やイスラム教のみの特徴ではありません。
イスラム教の原理主義は、ムハンマドの教え

とウンマ（共同体・教団）に復古することを目
指すイスラム主義と呼ばれる運動に起源を持っ
ています。

■イスラム教の起源とその分裂

イスラムとは「神に従うこと」を意味し、ユ
ダヤ教、キリスト教ともにアブラハムを民族的
な祖とする一神教で、「アブラハム一神教」と総
称されています。610年、ムハンマドが大天使ジ
ーブリール（ガブリエル）から神（アッラーフ）の
言葉を啓示され、伝道を始めました。622年、迫
害を受けてマッカからマディナに逃れ、イスラ
ム教のウンマ（教団）を成立させます。しかし、
ジャーヒリヤ（無明）のうちにあったアルジャジ
ーラ（アラビア世界）に光をもたらしたと思われ
たムハンマドが、632年に死去すると、イスラム
教はスンニ派とシーア派の2つに根本分裂をいた
しました。
スンニ派とは、ムハンマド以来のスンナ（慣行）
を護持し、ウマイア朝以来のカリフを正統とす
る一派で、現在も90％以上を占める多数派です。
これに対してシーア派は、ムハンマドの血を引
くアリーやその子のハサン、フサインをウンマ
のイマーム（先導者・指導者）とします。680年の

ウマイアによるフサイン殺害を見殺しにしたこ
とを「悔悟する人々」の党派（シーア）に由来し
ます。

■イスラム（原理）主義

第二次世界大戦後、イスラム諸国は近代化・
西欧化を推進しましたが、遅れた宗教とみなさ
れたイスラム教の価値観が後退しました。しか
し1970年代以降、(1)社会的格差や貧富の差の増
大　(2)道徳的価値の無力化と社会の退廃　(3)国
際社会での低い位置づけに対するいらだち、な
ど近代化に伴う社会的ひずみがイスラム諸国で
顕著になり、現代のアラブ世界はジャーヒリア
（無明）のうちにあると考えられるようになりま
した。その結果、イスラム教およびイスラム的
価値の復権としてイスラム主義のリバイバル、
すなわちムハンマドのウンマに戻り、イスラム
法（シャリーア＝道）の法源としてのコーランや
ハディースに回帰することが主張されるように
なったのです。これがイスラム原理主義で、顕
著な事例が1979年のイラン革命です。
その後、冷戦下の東西対立や冷戦後のアメリ

カ覇権主義をめぐって、イスラム主義の一部が
先鋭化・武装テロ化しましたが、「原理主義＝過
激テロ」ではありません。その間の歴史的経緯
を知ることが重要で、現在最も親米的であるサ
ウジアラビアがイスラムの中で最も原理主義的
なワッハーブ派（スンニ派の流れ）を国教として
いることからも、「原理主義」そのものが過激テ
ロと直結しないことがご理解いただけると思い
ます。イスラム理解のためには、原理主義の理
解が不可欠です。


