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第162回例会昭和60年10月29日（火） 晴
■ー

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 56(54）名 出席38名

出席率 70．37妬

前回 10月22日 （修正出席率) 100%

◇ビジター紹介 10名

◇お誕生日祝福

宮尾夫人（11／2）

◇ニコボックス

水野民也君パフォーマンス’85雛大に終

わりました。 （会社の住所が星が丘元町にな

りました。 ）

加藤大豊君第40回鳥取国体秋季大会の競

技会副会長として、一週間行って参りました。

菅原さん、オーストラリア姉妹提携大変ご苦

労様でした。

鷲野義明君中国人民公司視察の為、ホー

ムクラブ2回欠席しました。

菅原宣彦君長い間ホームクラブ欠席お許

し下さい。オーストラリアより帰国、蝿鞭姉

妹提携できました。有り難うございました。

日本水泳連盟全国ゴルフ大会で優勝、会長杯

を頂きました。成田襟、先日はご指導ご教授

有り難うございました。これからも宜しく。

加藤敏昌君従業員にお祝いを頂いて。

佐野 寛君職業奉仕月間につき職業奉仕
受賞者をご紹介頂き、有り難うございます。

大口弘和君10月25日中日新聞の「回転い

す」に記事が戦りました。

谷口暢宏君従業員表彰、有り難うござい
ます。

古川勝巳君祖先法要39回忌を終えて。
宮尾紘司君夫人誕生日祝い。

石田耕嗣君結蛎記念祝い。
◇宮尾幹事報告

1． 次回例会終了後、臨時総会を開催いたし

ますので、全会員の方はお残り下さい。

2石田君のお父様が10月23日逝去されまし

た。故人のご冥福をお祈り申し上げます。
◇石田君挨拶

過'二l、父の葬儀にお忙しい中、多数の会員

の方々にご会葬いただき、有り難うございま

した。厚く御礼申し上げます。

◇菅原前国際奉仕委員長姉妹提携報告

既にお聞きと思いますが、先月、理事会の

指示によりオーストラリア姉妹クラブとの提

携の為、水野創立会長とともにコガラ、ボタ

ニー、ハーッビィルの3クラブを訪問致しま

した。各クラブの観迎をうけ、すてきな時間

を過ごしました。記念にスナップ写真を撮っ

て参りましたので、ご覧下さい。

◇ボールハリスフェローメダル授与

菅原宣彦君

財団日本水泳連盟より功労賞を受賞され、

これを記念して2回目のポールハリスフェロ

ーとなられました。

◇佐野職業奉仕委員長報告

10月の職業奉仕月間に因んで、このたび会

員の事業所より勤続10年以上の優良従業員4

名が、職業奉仕賞に推薦されました。今後、

増々のご活蹄を期待します。

表彰者名

二＝罰

◇菊池会長挨拶

去る26日より昨日28日迄豊橘福祉勤労会館

に於いて、蝋橋ホストクラブが提II日する手造

りの味、第260地区大会が、豊橘市艇、同商
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工会議所会頭、 ILI会艮代理夫妻、向笠元I{

I会長夫妻、その他多数の特別出席者を始め、

地区外9クラブを含む1()1ｸﾗﾌ、参加人員2,983名
により盛大に開催されました｡当クラブからも多勢

ご参会頂き有り難うございました。大会では

ロータリー財卜l1寄与率優秀クラブ、米山功労

優秀クラブの表彰を受けました。之は会員皆

様のご理解とご協力の賜物であり、深く感謝

申し上げます。尚、之以外にも最も権威のあ
るRI会艮歯、地区表彰のiI畠間出席率優秀ク

ラブ、会員増強鰹秀クラブ､大会賀として全

闘登録クラブ､雄多登録クラブ蝉があります

ので､残る8ケ月も頑張りましょう(，

福田ガバナーはllI会長のテーマrあなた

が鯉です。に触れ、掛方が鯉を以って扉を開

けるのではなく、 1人1人が扉を開ける
鍵となり、 l職業、社会、国際各方面の奉
仕の扉を開け、 ロータリーの発展に努力して

欲しいと強淵されました。又、地区内特別事

項の地区分測の件では、各クラブで討議頂き、
過半数の賛成があれば直ちにl(Iに申講し、

1987～88年度に分制実施発足となります。従
って来錐度の地区IGFは2ケ所、ガバナー

ノミニーは2人の選出が必要となり、分割の

方法は行政区域に従い、長野県、愛知県にな

ると思う。そして今后8ケ月のお願いとして、

①本音で語り合いましょう。②無駄を省いて

スピードを聯瞳しよう。③重箱の隅をつっつ

かない事。④ロータリーは余裕であり、スト
レス（生きる力)あるべき聯､と挨拶されました‘．

次にBI会長より、 『世界の439地区すべ

ての大会に出附し親ﾙ膳を深めるのが本来です

か、残念ながら出来ません。変りにトムと菱

ローズが出席し、このロータリー年度の目標

を共に分かちあえる蝋を嵩んで居ります。大

会を成功に導くのはrあばたが鍵です」親交

を深め、語り合う4~#が股も大切で知識と友情

を広げる為にこの機会を是非利用して下さい。

盤メアリ ・ジェイン共々本大会の御感会をお

祈りして居ります。Jと高うメッセージでし

た。そのトーマス･T ~ コバヤシRI会長代

理は、 「ロータリーはあらゆる境界を越えて

共に結ぶ1つの組織であり、夫々のロータリ

ーアンは人類全体の超我の奉仕と言う共通の

目的のもとに結集している。まず第1はクラ

ブ奉仕で増強、鉱大、出席者を増やし、会員

同志の親睦を深める11．第2が職業奉仕。第

3が社会奉仕。第4が国際奉仕であります。

平和は生存の為、よりすばらしい未来のため

に必要であるjjをさあ一始め様ではありませ

んか。 1人1人のロータリアンこそ、 ロータ

リーの奉仕を発股の鯉です。あなたこそロー

タリーの鯉です。皆さんの御発展を祈ります“

と挨拶されました。本日は地区大会の御報告

を以って会長挨拶と致します。

◇講 演

‘､アフガニスタンにおける法と風俗”

愛知学院大学法学部教授

浪川 ll己先生 （紹介黒須君）

鍵
一

周知のと．とく、アフガニスタンは、 イスラ

ム教（回教）のI玉lであって、憲法上でも、 イ

スラム教が国教であることを明定している。

社会規範は、他のイスラム諸国と同じく、イ

スラム法によっている。イスラム法の特色は、

宗教的、精神的生活関係のみならず、一般的

社会生活関係としての婚姻、相続、経済生活

などの世俗的躯項についても規律している点

である。

五つの宗教的義務

イスラム法では、まず、イスラム教徒の宗

教的実践行為について、 「イスラムの柱』と

呼ばれる五諏類の宗教的義務、すなわち、洗

浄（タハーラ） 、祈枕（サラート）、施与税

（ザカー|、 ）、断食（サウム）、メ､ソカ巡礼

（ハッジ）がある。これは、政教一体ともい

うべき形式であり、 イスラム教が、その法を

通じて、いかに個人の生活関係に強い影響力

を与えているかということをうかがうことが

できる。

この点、近代鬮家にあっては、通常、信仰

の自山を保|縦する建てlilからI罰家と宗教とは

相互に干渉しない、 という政教分離がとられ

ていることと比較するとき興味深いものがあ

ろう。ちなみに、わが日本国態法二十条は、

政教分離を宜言している。ところで、長い時

代の風化現象に耐えて厳存して来たこの「イ

スラムの五本の職」が、加速的に変容して止

まない現代において、一般民衆の法意識のう

ちに、いかなる盗を維持しているかを認識し、

把握することこそ学問的興味の焦点であり、

われわれ遠征隊の第一の課題であろう。

一夫多妻制の土壌

イスラム嬬姻法で、一夫多妾（一夫四妾制）

をみとめていることは公知の事実である。イ

スラムの聖典といわれる’コーラン』では、

『同時に二人、または三人、または四人の妻

ー
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を （めと）ってもよい」としている。かか

る一夫多妻制を許容する背景には、男尊女卑

の思想と､保守的､階級的といえる社会構造が

あるということは疑う余地がないであろう。

かような封建的風土は、必然的に、女性を

してハレム（婦人部屋）に閉じこめ、外出に

は、身にチャドリ（ベール）をまとう、とい

う慣習を生ぜしめ、男女の間の自由な交際を

阻害する原因となるのである。まさに、アラ

ビアンナイトの現代版が、地域的相違がある

にせよ、アフガニスタンを含むイスラム諸

国に現存していることも事実であろう。
女性解放の機運も

しかし、1926年に至り、 トルコが、他のイ

スラム諸国にさきがけて、はじめて、その民

法に一夫一婦制を打ち出して以来、遅速的で

あるにせよ、ようやくイスラム諸国において

も女性解放の機運が進展しつつあるようである。
社会保障「ワクフ」

イスラム諸国における貧困対策や、教育助
成のいわゆる社会保障の効用をになっている

制度として、イスラム教の起源と共に発生し
たといわれるワクフ(Wakf)またはミラーズ

(Miras)と呼ばれるものがある。この「ワク

フJの概念は、多義的であって、正確には、

定義づけられないが、一応『ワクフJとは、
イスラム教徒が、自己保有の財産または、あ

る財産から生ずる果実（利益）を、宗教的、

慈善的目的で寄港した一定財産を指す。イス

ラム法では、法人の観念がなかったので公益

法人であるといえないが、わが国の『慈善

財団」ともいうべきものが、 ワクフを中心に

形成されるのである。 「ワクフJの対象は、

おもに不動産であり、それから生ずる一定利

益が、社会福祉の領域や、教育制度への助成

の面の用途に供される。ワクフ制度は、イス

ラム教徒の宗教生活と経済生活とを交錯せし

め、イスラム法特有な法分野を形成している

のである。しかし、古典的な「ワクフJ制度
も西欧の近代的立法の影響を受けて、

近代化の途をたどりつつあるようであ

る。

法と現実との間

激動して止まない20世紀、その包蔵する巨
大なエネルギーは、世界史的潮流となってあ

らゆる制度を変革してゆく。中立を基調とし、
中世的、牧歌的ムードをもったアフガニスタ

ンでもその例にもれないであろう。かつて、

厳格な戒律を誇示し、宗教と生活の一致を信

条としたアフガニスタンの法制度も、新しい
時代の要請に即応しなければならないであろ

う。かようなアフガニスタンにおける法と現
実との走離（かいり）の現象を、この眼で確
かめてきたいのである。

11月はロータリー財団月間

何もしないうちにロータリー財団月間が終

わってしまわないように今からカレンダーに

しるしをつけておくべきである。この特別月

間があることで、クラブは、国際ロータリー

のロータリー財団が行っている素|聯らしい仕

事を認識することができ、かつまた、クラブ

として独自に国際奉仕に寄与できるのである。
まさに発足しようとしている重要なポリオ・

プラス･プログラムと軌を一にして､11月には、こ

のプログラムに積極的に加わり私達の役割を

果たすための計画を立てよう。それが募金計

画であれ、地元での広報キャンペーンの開始
であれ、私達は、 ロータリー並びに財団のこ

れまでにない意欲的かつ大がかりな国際的プ

ロジェクトに携わることになろう。

しかし、ポリオ・プラスがロータリー財団

関係の唯一のプログラムであるというわけで

はない。諸種の財団奨学金プログラム、研究

グループ交換、 3－Hプログラム、特別補助

金も忘れないようにしよう－－ロータリー財
団月間をおなざりにしてはならない。

（情報抄録より）

◇ロータリー名言カレンダーご案内

ロータリーの真髄にふれる名言を、週めく

りのカレンダーにしました。従来のパストガ

バナーの方々に名言を提供願っていたものを、

広く全国のロータリーから公募し、寄せられ
た名言の中から週ごとに53句、日ごとに365

句、あわせて418句を掲載します。ご希望の
方が事務局までお申し出下さい。

定価 1,200円（送料別）

※ご注文によりクラブ名、マークを入れたプ

レートを取付け致します。

◇例会変更のお知らせ

名古屋港RC 11/8(金)F.S.Mの為、ホテ
ルオークレストランにて

18:00より

名古屋南RC 11/18(水)秋の家族会の為、
11/10(日）ホテルナゴヤキ

ャ.ソスルにて11:00より

名古屋名東RC 11/19(火肩少年健全育成

対話集会の為、名古屋市立

牧の池中学校にて13:00J<

り

名古屋東南RC 11/21 (木波間例会の為、
18:00より

◇次回例会（11月5日）

講演 ‘､「長画の話し”

心身統一合気道修心館館長

丸山修二氏 （紹介宮尾君）
◇次々回例会（11月12日）
鍔2回クラブフォーラムの為、講演はござい
ません。

丘一

一
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地区大会
（60年10月26B

会長幹事会シンポジウム
於ホリデイインシアターA)

第2部アナライザー設問 会長91名

1出 席

①あなたは、例会100%出席に意義を感じますか。 ----------------- 64:70%

会長91名幹事91名計182名

50:55% 114:63%

53:58% 101:55%

73:80% 95:52%

81:89% 160888%

②あなたは、例会100%出席の為に仕事を犠性にすることがあり------ 48;53%
ますか。

③あなたは、やむをえない時は遅刻・早退を認めても良いと思い-----‐ 22:24妬
ますか。

④あなたは、ホーム・クラブ30妬出席は当然と思いますか。 -------- 79;87%

2親 睦

①あなたは、RCのいろいろな規則やルールの中で親睦が第一と------ 64:70%
思いますか。

②あなたの奥様は、RCの親睦行事に進んで参加しますか。 --------44;48%

61:67妬125:69妬

38:42妬 82;45妬

22:24% 40:22%

58:64% 121:66%

一

③あなたは、 ロータリアンが困っていたら、自分を犠性にしても-----‐ 18:20％
助けますか。

④あなたのクラブでは、親睦活動に会員の積極的な参加が得られ-----‐ 63:69妬
ますか。

3職業奉仕

①あなたは、RCが職業上のモラル向上に役立っていると思いま------72;79%
すか。

②あなたは、四つのテストを仕事のうえで生かしていますか。‐-----‐44;48％

58:64妬130:71％

48:53妬 92:51％

22;24％ 40;22妬

50:55% 103;57%

③あなたの職場では、RCを良く理解していると思いますか。-------- 18:20%

④あなたは、 ロータリー精神が、職場で役立った事がありますか。 ‐－53:58妬

4． 国際奉仕

39:43％ 79:43妬

68:75% 130:71"

45:49% 101;55%

59:65妬119:65妬

39;43妬 71:39％

①日本のRCでは、R財団より米山奨学資金の方に力を入れるべ------40:44%
きだ、 と言う意見がありますが、あなたは賛成ですか。

②青少年交換は、国際奉仕に役立っていると思いますか。 ‐---------‐62;68％
卑司

③あなたは開発途上国援助プログラムを積極的に実行すべきと考-----‐56;62妬
えていますか。

④あなたは、姉妹クラブについて、国際奉仕に有益と考えますか。 ‐-‐60:66妬

⑤あなたのクラブでは、現在外国と姉妹提携を結んでいますか。 ‐－－－32:35妬

5． 青少隼奉仕

①あなたは、 インターアクトクラブおよびローターァクトクラブ
について、積極的に取り組むべきと思いますか。 ‐----‐30:33％
インターアクト及びローターアクトクラブの年齢制限の幅が狭

②い事が発展を妨げているという意見がありますが、あなたは、 ‐‐‐-‐29:32％
その意見に賛成ですか。

③RCは、青少年の育成に役立っていると思いますか． ---------- 56:62%
6地区分割

当260地区には92クラブがあり、現在全国で第1位（本年7月
①1日から）のクラブ数の多い地区です。今の時点で、地区分割----- 70:77%
はやるべきと思いますか。

34:37％ 64:35％

21:23% 50:27%

46;51冊102856％

71:78妬141:77％
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