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本日の出席率７５.０％：会員数４５名・出席３１名・欠席１１名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１３名・出席規定免除会員２名

 本日は 25日に実施された 2740

地区Ｒ財団補助金セミナーにご出

席の溝上会長エレクト、 橋口Ｒ財

団委員長からセミナーの模様を卓

話していただきます。

　クルアーン （イスラム） の話題で

す。 先ず、 唯一絶対の神を信仰

するユダヤ教から約 2000 年前に

キリスト教、 西暦 680 年頃に最後の預言者 ・ ムハンマドを通じて

イスラム教が生まれました。 その預言者としてアダム、 ノア、 ア

ブラハム、 モーセ、 イエスなどの言い伝えがあり、 ユダヤ教やイ

スラム教は唯一絶対の神を信仰していますが、 キリスト教のみ予

言者イエスを神としています。

　イスラム教はアッラーフの神を信仰し、 ムハンマドが完全な形

にして人々に下したとされる聖典 『クルアーン』 （コーラン） の教

えを信じ、 それに従う一神教で推定 16 億人の信徒がいるそうで

す。 日本には名古屋モスク、 神戸モスク、 トルコ系モスクの東

京ジャーミイなどの歴史が古く、 7 万人の信者が居ると言われて

います。

　イスラームにおける天国 (jannah) は信教を貫いた者だけが死

後に永生を得る所とされ、 クルアーンでは天国の様子が具体的

に綴られています。

　イスラム教の信仰の根幹は下記の六信と五行からなり

　

　信仰行為に奮闘努力・ ジハードを 6 つめの柱として加えようと

いう意見もありますが、 伝統的には上の 5 つから成り立っていま

す。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 ありません。 　　

　  　

２．来　　信　

・国際ロータリー

      ２０１５年度１月のクラブ請求書

・(株）オクトン

      ２０１５～１６年度例会場掲示幕頒布のお知らせ

・(株）熊平製作所 会長熊平雅人様

      「抜粋のつゞりその７４」 の送付

・ガバナー事務所

      ①地区補助金セミナー出席のお礼

　　  ②２月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１１８円　　

・地区大会事務局

      事務局閉鎖のお知らせ （１月末）　

３．依頼・伝達

　次回２月５日、 例会終了後に第８回理事会を開催致します。

北松浦ロータリークラブ　　 　　　　　　　 　山口　俊一様                         

　　六つの信仰箇条　　　　　　　　　五つの信仰行為

　1． 神 ・ アッラー　　　　　　　　1． 信仰告白・ シャハーダ

　2． 天使 ・ マラーイカ　　　　　2． 礼拝 ・ サラー

　3． 啓典 ・ クトゥブ　　　　　　　3． 喜捨 ・ ザカート

　4． 使徒 ・ ルスル　　　　　　　4． 断食 ・ サウム

　5． 来世 ・ アーヒラ　　　　　　 5． 巡礼 ・ ハッジ

　6． 定命 ・ カダル

　ムハンマドの甥のアリーが 4 代目カリフとなるシーア派で、 ウマ

イヤ家のシリア総督ムアーウィアが反発し、 両者の間で戦闘を

交えた対立が起き、 スンナ派が分離しました。 その対立が現在

まで続いています。

　イスラム教はもともと温厚な宗教ですが、 1970 年代、 米ソ対立

時代のアフガン戦争でソ連に対抗するため米国が育てたアラブ

兵士と武器が、 終戦後に職がなく、 更にクルアーンの解釈を曲

解した一部の過激派がテロ化して、 武力で同地を制圧したりし

て、 過激になったことはご承知の通りです。

 さて、 31 日はロータリーの現代解釈についての IM です。 解釈

を取り違えないようにご参加の程宜しくお願いします。
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ＳＡＡ：川島千鶴君

次回例会／２月５日１２：３０～

次回献立／松花堂弁当

本日の合計　　　　   　3,000 円

本年度の累計　　   536,000 円

橋口佳周 ロータリー財団委員長

　　　　　2015.1.25　10 ： 30 ～ 16 ： 00

　　　　　　　　　　　　於 ： 諫早市文化会館

第1部　

1. ロータリー財団の現状

2. 資金推進委員会報告 3

3. ポリオプラス委員会報告

4.VTT 活動報告

第2部

1. 地区補助金申請について

2. 財団奨学金制度について

3. グローバル補助金申請について

以上のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにて開催されました。

第1部についてのご報告を申し上げます。

　ロータリー財団の正式名称は、 国際ロータリーのロータリー財

　団といいます。

又、ロータリー財団の標語は、「世界で良いことをしよう」 です。

　特に力を入れている、ポリオ撲滅については、2018 年までロー

　タリーから毎年 3500 万米ドルまでに対し、 ビル＆ゲイツ財団

が 2 倍額の上乗せを提供。 　初年度、 1 億 500 万米ドルの新

たな撲滅資金を確保できました。

　又、 2013～ 2014 年度の年次基金の寄付は、 1 億 1,660 万

米ドルと史上最高額を記録し、 恒久基金への寄付は、 2,370

万米ドルとなりました。

又、 金融市場も概ね良好で、 年次基金、 恒久基金、 RI 一般

投資収益率も 16 ～ 17％と大きな収益がありましたので、 この

収益でロータリー財団の運営費を賄ったうえ、 運営準備金を完

全なレベルに引き上げました。

　年次基金の寄付 ： ロータリー会員一人あたりの寄付額で日

本は、 134 米ドルとなっています。 因みに、 第 2740 地区は一

人当たり 46.5 米ドル　佐世保中央ロータリークラブは 51.51 米ド

ル （7 ～ 12 月） となっています。

　財団への年次基金への寄付は、 3 年後に地区の方へシェ

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

非常に乾燥した日が続いています。 静電気も体に蓄積され、

ドアノブなどに触れるときやセルフスタンドでの給油時などは

十分に気を付けましょう。 感想はお肌の大敵ですよ、 川島千

鶴さん。

■ 地区補助金セミナー報告 ■

アーシステムで 50％DDF として戻ってきて地区の補助金などに

使用できるシステムになっています。

　1 人 100 ドルの寄付を、 世界 120 万人のロータリアンが達成

できれば 「世界に良いこと」 ができるのです。

　　EVERY  ROTARIAN　EVERY　YEAR にご協力ください。

VTT 活動報告は、 佐賀ロータリークラブの香月 武名誉教授の

モンゴルにおける活動報告がありました。

　モンゴルにおいて、 口腔外科の手術を施すだけでなく、 現

地の医療スタッフへ技術の提供を行い、 専門分野のスタッフの

育成を行っています。

　財団への寄付が、 世界で良いことをするために使われ、 又

シェアーシステムで地区で使える資金として我々の身近なプロ

グラムにも使われるようになっています。

　　皆様にロータリー財団へのご理解いただきますようにお願い

申し上げます。

溝上純一郎 会長エレクト

　日本のロータリークラブは世界で二番目

の寄付国です。 今年度の地区寄付目標

は一人当たり１５０＄となっていますが、

佐世保中央ロータリークラブの実績は５７

＄で大きな隔たりがあり、 今後の課題で

す。

ロータリー財団　2014 年 6 月現在

年次基金

　　　日本　　　　  11,547,339＄　　   9.75％

　　　世界　　　　118,431,220＄

 

恒久基金

　　　日本　　　    　2,152,356＄　　   8.5％

　　　世界　　　　  25,219,753＄

一人あたりの年次寄付額

　　　日本　　　　　 15,318,253＄　　  7.9％

　　　世界　　　    192,705,580＄

ロータリアン

　　　日本　　　　　　　 87,000 人　　　 7.25％

　　　世界　　　　　 1,200,000 人

2740地区　　2013～ 2014年度

　　　５７クラブ　  　242,800.19＄

　　　　　平均　　　　  4,259.65＄

　　　　　一人当たり　　  111.8＄

　　　佐世保中央 　  2,188.08＄ （一人当たり　57.57＄）
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