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山本会長の時間
今日は米山奨学生の、イラン国政・湘南
工科大学生のマハブービ・シャハルザード
さんのお話を伺います。又、今日は横須賀
ロータリークラブ出席委員会のカウンセラ
ーで企画された 6 名の会員の方々がメイク
アップとして例会に参加されております。
八巻敏博会員、勝間佳枝会員、沢田菊江会
員、福西美子会員、瀬戸映男会員、加藤淳会員、以上 6 名の会
員の方々です。よろしくお願い致します。

先日第２グループ会長幹事会で、岡野ガバナー補佐よ
り来年 3 月 2 日（土）の IM 実施について、5 クラブを
実施拠点として、各クラブを回り、最終葉山のロフォス
湘南にて、懇親会を開催したいとの話があり、各クラブ
2 名の実行委員を選出して、準備したいとの話があり、
当クラブでも、2 名の実行委員を選出したいと思ってお
ります。宜しくお願い致します。
先週の日曜日の 11 時から、ロータリー事務所にて、
2019-2020 年度の地区奨学金を希望されている、多摩
美術大学美術学部環境デザイン学科 4 年在学中の田丸文
菜さん、22 歳にお会いしました。イギリスのケンブリッ
ジ大学かマンチェスター大学への留学を志望されており、
私、清水幹事、矢部光治財団委員長の 3 人で面接を行い、
推薦クラブ逗子ロータリークラブの会長署名としてサイ
ンいたしました。また、11 時 30 分からは同じくロータ
リー奨学金希望の細谷資誓君と面接いたしました。細谷
君は現在 25 歳で、法政大学法学部国際政治学科を卒業
し、現在、東京の中外製薬株式会社に勤めております。
住まいも東京で本籍も港区ですが、ご両親が葉山在住の
ため応募したとの事です。細谷君の留学志望先もイギリ
スのリーズ大学かシェフィールド大学でした彼も推薦ク
ラブ逗子ロータリークラブで署名いたしました。あとは、
地区の審査で合否が決定いたします。2 名とも合格する
よう、祈っております。
今週末 13 日（土）
・14 日（日）に、地区大会が開催
されます。また、来週 18 日（木）は脇ガバナー公式訪
問です。皆様、地区大会・ガバナー公式訪問ともに、多
数の会員の出席をお願い致します。これで会長の時間を
終わらせていただきます。
【出席報告】

本日の進行（18:30）

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

会員数 48 名（出席免除４名）
出席者 27 名 出席率 58.69%

清水幹事 到着物：・米山豆辞典
開催案内：・3/22（金）16:00～3/23（土）正午
於：ローズホテル横浜 「新会員の集い」
その他：・今週 10/14（日）地区大会が開催されます。集
合時間等について案内をお送りたしました。出席の方は
宜しくお願いします。
・来週 10/18（木）例会はガバナー公式訪問です。案内を
お送りしましたが、多くの方のご出席をお願い致します。
委員会報告 臼井米山奨学委員長：本日は米山奨学生の卓
話をお願いしました。又、米山豆辞典が送られてきま
したので、是非読んで、米山について学んで頂きたい
と思います。
岩堀親睦委員長：10/17（水）南極観測船しらせの中を見
学できます。滅多にない機会ですので、興味のある方
はご連絡下さい。

2018-19 年度 地区大会開催
10/13(土)会長幹事会
於：鎌倉パークホテル
10/14(日)本会議
於：茅ヶ崎市民文化会館
逗子 RC より 19 名が出席

ロータリー財団は
Ⓐクラブ会員のご寄付が 3 年後に地区補助金として還元さ
れます。………クラブ活性化為の事業に活用を………
Ⓑ青少年年交換奨学生や国際親善奨学生の援助に
ロータリ―財団一人 150＄以上ご寄付に御協力を！
矢部光治ロータリー財団・米山奨学委員会担当理事からのお願
い
財団ニコニコ 村田、横山
＄150
北島
＄20
鈴木(安)、桐ケ谷、
各＄10
米山ニコニコ 村田、横山
15,000 円
鈴木(安)、松井、桐ケ谷、北島各 各 1,000 円
【ビジター】八巻敏博様、勝間佳枝様、沢田菊江様、
福西美子様、瀬戸映男様、加藤淳様、
（横須賀 RC）

米山奨学生 マハブービ

シャへラザードさん（イラン国）来訪

皆さん、こんにちはマハブー
ビ シャヘラザードと申しま
す。私は現在米山奨学生とし
て、湘南工科大学大学院の 1
年に在学しています。名前の
呼び方は日本に来てから 4 回
変わりましたが、現在のシャ
へラザードは「千夜一夜」の
語り手のお姫様の名前と同じ
呼び方です。
来日の経緯ですが、私は 8
歳（小学 2 年）の時に父親が
日本の理化学研究所に勤めることとなったことから家族ととも
に来日しました。その後ペルシャ語を忘れないよう一時帰国し
ましたが中学生になった時に再来日しました。その後卒業はし
ていませんがずっと日本で育ちました。学業の方はそれほど好
きではありませんでしたが、大学受験にあたって幸運にも湘南
工科大学を受験でき合格して現在に至っております。当時埼玉
県に住んでいたので通学には往復 5 時間かけて通っていました。
おかげさまで映画を 1360 本も見ました。
その後、大学 2 年の時に理化学研究所の予算が削られて父が
失職し、レストランを開業したりしました。経済的には苦労し
ましたが、幸いにもロータリークラブの米山奨学金の話を頂き、
イラン国は初めてということもあり運よく通過できました。
米山奨学金ですが、大学院 2 年間お世話になることができま
す。その後最後の 1 年間はクラブの支援を受けることになって
いまして心から感謝しております。クラブは茅ケ崎湘南クラブ
です。
私は勉強があまり好きではないのですが、研究は大好きで鹿
児島やフランスなど外国でも発表の場を持っています。ちなみ
に専攻しているのは情報工学の AI（人工知能）です。
さてここでスライドを使いながらイランについてご説明した
いと思います。イランの「取扱説明書」と呼びます。ただなに
ぶん国を離れて長いので、変なイラン人の話と思って聞いてく
ださい。さて、いくつかの質問をしてみたいと思います。まず
イラン国の形ですが、何かに似ていませんか。ペルシャの名前
を冠した動物に似ています。そう、猫（ペルシャ猫）に似てい
ます。北の方が猫の耳で南側がしっぽのシルエットに見えます。
皆様のイランの印象はどのようなものですか。イスラム教、石
油、テロリストなどでしょうか。どれもあたっている気がしま
感想

す。さてイランについての質問をしたいと思います。
まず、ペルシャはどこにあるかご存知ですか？答えは西アジア
にあります。概要をお話ししますと、面積は日本の約４．４倍、
人口は 8 千万人、言語はペルシャ語、宗教はイスラム教です。
ペルシャ語は通用する地域が少ないので絶滅言語と呼ばれてい
ます。したがって通訳なども少なく貴重で、1 時間 5 千円くら
いの報酬を受けとれます。イラン人は何種類の人間に分けるこ
とができると思いますか。3 種類、5 種類、16 種類？いかが
でしょうか。宗教の影響度で見ると答えは 3 種類です。どんな
人たちかというと、まず宗教を信じていない人たちですが、お
酒も飲みますし、お肉（ポーク）も食べます。二番目は適当に
守っている人たちがいます。一方宗教を信じている人たちは戒
律が厳しく、服装も伝統的です。女性は顔と手以外を隠し、近
親者以外には目立たないようにしなければならないことから女
性は頭をふくめた体をスカーフで隠す服装をすることが多いで
す。また、宗教についてもイランの国の中にいれば、イスラム
教以外の宗教たとえばキリスト教や仏教に宗旨替えすることは
ご法度です。そういう希望を持っている人は国を変えなければ
なりません。
イランの人たちはどんな人たちだと思いますか。私の知る限
りでは次のような人たちです。イランの人の多くは、老人を敬
います、正月には一番長老の家に行って挨拶をします、また、
家族を大事にします、気はやさしくてフレンドリー、歌と踊り
が大好きです、お酒を飲まなくても、例えば結婚式では道路の
真ん中に車を止めて踊りまくるような陽気な人たちです。一方
裏表が激しい人たちもいますしケチな人もいます。そういう人
たちは、少しわかりにくいです。表面はにこにこしていても本
心はわからないものです。次に食べ物で言えば、主食はお米で
す。サフランは世界生産の 85％くらい生産しています。サフ
ランは料理用スパイスまた染料として重宝されていますが、美
容・健康維持のためにとても良いものです。
イランはもともとアーリア人の国といわれるように、アーリア
人の国といわれることは大きな誇りです。面している海はペル
シャ湾です。アラブの人はアラブ湾といいますが、ペルシャ湾
です。イランの観光地も有名です。世界一大きな湖のカスピ海
があり、砂漠も多く存在します。また計算違いのため少し曲が
っていますが世界 2 番目のタワーもあります。地震がないこと
を祈っております。
皆様治安が良くなったらぜひイランにもおいでください！今日
はご清聴ありがとうございました。

とにかく流ちょうな日本語で驚きました。会場より「俺たちより上手そう」の声あり。日本をよく知る彼女がこれからの

日イ親善にどれだけ活躍してもらえるか、大いに期待するところです。

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥4０,0００

（担当：横瀬）

累計

￥５8６,０0０

矢部（光）君…岡野ガバナー補佐をお迎えして。よろしく
ご指導の程！
プを楽しみにしておりました。どうぞ宜しくお願い致します。
山本（由）君、清水（惠）さん、矢部（房）君、桐ケ谷君…米山奨 臼井君…シャヘラザートさんようこそ。
学生のマハブービ・シャヘラザードさん、横須賀 RC の 6 名 村松君…やっと秋らしくなってまいりました。
草柳君…米山の学生がんばって下さい。横須賀 RC の皆様
の会員の皆様ようこそ。
逗子へ有難うございます。
福嶋君、三宅君…横須賀 RC の皆様ようこそ。
宝子山君…マハブービ・シャヘラザードさんようこそ！
鈴木（安）君…山本会長も板についてきたね！
桐田君…コメント無し。
村田君…秋晴れが欲しい！女心でもいいから？
横山君…昨日はゴルフ関連の真面目は生徒として取材を受
矢部（光）君、山口君、松井君、菊池君、矢島君、匂坂君、北島君、
けて色々と撮影されてしまいました。
横瀬君…米山奨学生マハブービ・シャヘラザードさん卓話よろしく 岡本（一）君…マハブービさん、卓話がんばって下さい。
お願いします。
楽しみにしています。
橘（武）君…米山奨学生さん、ようこそ。
横須賀 RC の皆様…本日 6 名で参加させて頂きます。メイクアッ

