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2016～17年度 国際ロータリー会長

ジョン・ジャーム 氏

2016年～2017年度　国際ロータリーのテーマ

ネクストロータリー 土浦ブランド  ～ 土浦ロータリークラブの伝統を次代に… ～
2016～17年度 土浦ロータリークラブ　第59期　クラブテーマ

空禅寺　手野の空禅寺は、昔は石田にありました。境内の17基の五輪
の塔は、鎌倉時代の終わりから室町時代に作られた古いもので、お寺が
移った時に一緒に移されました。貴重なものなので、市指定の文化財に
なっています。

ポプラ　ポプラは、土浦市の木です。寒さに強く、30メートルにもな
る高い木なので、風よけとして霞ヶ浦や桜川の岸に植えられました。旧
桜川堤や川口運動公園には、美しいポプラ並木があります。

制作：土浦市子ども会育成連合会
協力：土浦市・土浦市教育委員会

佐野子の盆綱　佐野子では、お盆の時に盆綱を使って仏様を迎えにいき
ます。盆綱は、わらやマコモで作った縄の先に竜の頭が付いた立派な物
です。この盆綱を子どもたちが持って、お盆に仏様を迎えに行った後、
家々を廻ります。

土浦花火大会　大正14年に、航空機の事故でなくなった将兵の霊を慰
めるために始まった花火大会です。日本の花火師達が腕を競って花火を
打ち上げるこの大会は、土浦の秋の一大イベントになっています。

土浦市　古くは、水戸街道の開通（1604年）により城下町としての形態
が整い、江戸中期以後は水運の発達による交通の要衝、物資の集散地とし
て栄えてきました。今日では、鉄道、高速道路を含めた道路網が整備され
るにつれ県南地域の中核都市となり、将来、筑波研究学園都市と共に大き
な飛躍が期待されます。

●点　鐘 会　長　　　
●ロータリーソング 奉仕の理想
●来賓紹介 会　長
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●幹事報告・委員会報告
●会　食
●卓話「中心市街地活性化にスポーツを」 バレーボールチームつくばユナイテッドサンガイア
  運営サポート会社VSC㈱  専務取締役　岡野　實 様

●にこにこBOX S.A.A
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●ロータリーソング それでこそロータリー

10月は経済と地域社会の発展月間です。
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基本情報 

• イランの面積は

1,648,195 km2 (636,372 sq mi).  

• 人口は75,857,000人 

• 首都テヘランはイラン一番大きいな都市

である。 

• 公用語:ペルシャ 宗教: イスラム教 

• 古名: パールス、ペルシア （１９３５年以

前） 

•  慣用名：イラン（１９３５年以後） 

• 政体：共和制（イスラム共和制） 

• 正式名称： イラン・イスラム共和国 

季節 

• イランは四季がある。 

• とある地域は一年中寒い、とある地域は一年中熱
い。 

自然風景 

Reference:  dreamview.net 

ダマーヴァンド山 
ダマーヴァンド山は活火山で、イランと中東の最高峰で
あり、アジアの火山の最高峰でもある。標高は5610ｍで
ある。 

オルーミーイェ湖 
オルーミーイェ湖はイランにある塩湖である。中東最大
の湖で、世界六番目に大きい湖である。面積はおよそ5,
２００ km²、深さは１６ｍである。 

アリサドル洞窟 
アリサドル洞窟は世界最大のウォーターケイブである。ボー
トに乗って見学する。イラン西部にあるハメダーンの町から
約１００キロいったアリーサドル村に位置する。 

観光名所 

マスレー 

マスレーは歴史にある都市と観光町で
ある。夏は涼しい、冬は真白になるのが
特徴である。イランの北部に位置する。 

 

イマーム広場 
イマーム広場はイスファハン市の中央に
位置する。建設時期は1598年から1629
年の間である。現在は歴史を持っている
重要な場所である。ユネスコの世界遺産
に登録されている. 

テヘランの史跡は多い。その中の
二つは 

 

     1-ニアバラン宮殿 

     2-ゴレスターン宮殿 

 

観光名所 観光名所 

Reference:  dreamview.net 
  shirazcity.org 

モスク、エスファハーンエラム庭園、シーラーズ ペルセポリス 

ペルセポリスはアケメネス
朝ペルシア帝国の都。 

観光名所 

Reference:  wildrussia.spb.ru 
Imam Reza holly shrine (All made of gold and silver), Mashad 

イマーム・レザーの聖墓 
 
イマーム・レザーの聖墓は8
代目マーム、イマーム・レ
ザーの聖墓を中心とした複
合宗教施設である。モスクと
して、広さは世界一、収容力
世界二位である。 
 
 

Reference:  worldisround.com 

一年最後の水曜日
花火、ダンス、そして火の上
をジャンプして飛び越える。

文化 
ヤルダー 

ヤルダーまたはシャベヤル
ダーとは、イランペルシアの
文化を持つ国々で祝われる1
年で1番長い夜のこと。 

イラン人の新年 

• イラン人の新年はノウルーズ
と呼ぶ。世界中のイラン人は
同じ時期に祝われる。 

 

• 通常、元日は3月21日である
が、観察の結果によって、そ
の日の前日或は後日が元
日になる場合もある。 

文化 
新年 

• ノウルーズ ために、
人々は新しい服を買う。 

• 若者たちは年上の親戚
の家に挨拶に行く。 

• 年長者は若者たちにプ
レゼントをあげる。 

• プレゼント通常はお金で
ある。クルアーンの中に
入れて、渡す。 

 

文化 

• ハフトスィンはノウルーズの時、机の上に飾った7つの
意味のある飾り物である。その7つの飾り物はすべて
Seen を頭文字に持つものである。

• ハフトスィンの物は:
• Sabzeh,皿に成長している小麦、大麦、緑豆或はレンズ
豆。象徴する意味は再生。

• Samanu小麦から作られた甘いプディング。象徴する意
味は豊かさ。

• Senjed,乾燥したグミ、ワイルドオリーブの果実。象徴す
る意味は愛。

• Seer, にんにく。象徴する意味は清潔さと健康–
• Seeb,りんご。象徴する意味は美しさ。 
• Somāq, ウルシ、フルーツ。象徴する意味は日の出。
• Serkeh,酢。象徴する意味は老齢と忍耐。

文化 

新年 
イラン人の家 

文化 

イラン料理と食事方法 

イランは多彩、多様、そして美味しい食べ物がたくさんある。 

スプーンとフォークを使って、テーブルで食事をする。 

文化 

文化 

• イラン人の結婚式の費用は高い。 

• すべての費用は花婿から支払う。 

• 花嫁はすべての家電を購入する。 

• 結婚式はホテルやウェディングサ
ロンに開催し、ゲストは最低100人

である。 

• 彼らは車をデザインし、伝統的な
テーブルの前で結婚する。 

 

結婚式 

Reference:  worldisround.com 

大統領選挙に参加する
若い青年 ち

社会生活 
 

テヘラン交響楽団大統領選挙に参加する
若い青年 ち

イラン人のレスリングチーム
世界第1位 伝統的なスポーツ

Reference:  ipna.ir 

社会生活 

前 週 の 例 会 報 告
米山奨学生卓話 ハジミルザガスイ・ニルファルさん



イランの芸術 

ペルシャ絨毯 

イランの絨毯はペルシャ
絨毯と呼ぶ。世界的に有
名である。 

 

すべての絨毯は手作りで
ある。違う質感、素材とデ
ザインで作られている。 

イランの芸術 

Reference:  iranonline.com Iranian Miniature 

ミニチュア 琺瑯 金属工芸 

テヘラン 

Reference:  dreamview.com 
  flicker.com 

 
 

自分の研究 

自分はテヘラン市における交通
事故の空間分布パターンを分析
している。安全性は非常に重要
である。しかし、残念ながらテヘ
ラン市だけではなく、世界各国の
大都市も交通事故による怪我や
死亡に苦しめている。 

空間分析は何ですか？ 
 
空間分析は我々の世界を認識する手段である。
物事を地図化し、互いの意味や関連性を探究し、
そして行動を取る。 

 

コンピュータを使って、最適なルートとサイトの選
定、および高度な予測モデリングの地理的パ
ターンを解析するには、空間分析は地理情報シ
ステム（GIS）最も核心的な技術である。 

ごせいちょうありがとうございます 
 

第1回　STAR委員会 2016年10月13日㈭　午後6時30分　　於　かねき土浦店

土浦市健康まつり
日　時： 2015年10月16日㈰　午前10：00～午後3：00
場　所： 土浦市保健センター・霞ヶ浦医療センター

参加者：　小倉、竹内、岩瀬、小原、金澤、鈴木（敏）、
　　　　　髙橋（宏）、山村　（8名）

2016-17年度　第１回STAR委員会が行われまし
た。ロータリー財団委員長 小網会員、米山記念奨学
委員長 岩瀬会員を講師にお願いし、各々寄付金の使
い道、またクラブへの還元がどのようになされるのか
などの解説ありました。
スター委員会終了後の懇親会も新会員も多数出席し

和気藹々と行われました。
出席者：小倉、竹内、泉、岩瀬、大槻、小原、金澤、

菊地、楜澤、黒田、小網、坂本、關本、髙木、
高島、髙橋（宏）竹中、鶴田、冨田、中島、
原田、平島、山村（23名）

今年は、土浦RCから医師3名に加え、薬剤師、介護士
による医療・健康相談に協力しました。



格調高く、和やかに　  S.A.A

◇小倉君～今月は米山月間です。岩瀬米山委員長のお話
し、ハジさんの卓話ありがとうございます。
○竹内君～米山奨学生ハジさん、卓話ありがとうございま
した。
◎關本君～県南地域の子供たちの為に「筑波ジュニアオー
ケストラ」を設立しました。また、本日付の常陽新聞さん
の一面に取り上げて頂きました。楜澤さんありがとうござ
います。
◎髙橋（信）君～ 8月25日歓迎会ありがとうございました。
9月は欠席しました。今後共、宜しくお願い致します。

○山村君～ 10月20日、27日欠席します。
※中島君～先週休みました。
◎結婚記念祝～大槻君、楜澤君、黒田君
◎入会記念祝～髙木君
◎誕生祝～沼尻 藤枝様

10月 27日 新会員卓話　佐藤ぱうろ 会員
11月 3日 休会（文化の日） 

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
59名 28名 30名 3名 53.57％

メークアップメークアップ

菊池、佐藤（10/13　石岡８７ＲＣ　公式訪問）
髙橋（宏）（10/15～16　RYLAセミナー）

にこにこBOXにこにこBOX

出 席 報 告出 席 報 告

例 会 予 告例 会 予 告

野球部からのお知らせ
野球部の新体制が決まり、来年の甲子園での全国RC野球大会出場の準備を進めて参ります。
つきましては野球部員を新たに募集したいと思います。従来部員であった会員も登録していただき、新生野球部を結
成したいと思います。
また、全国RC野球大会に出場する際には、多額の参加費用がかかりますので、この度個人毎に積立てを行いたい

と思います。希望する部員は事務局までお申し込みください。

新スタッフ
部　長 監　督 助監督 主　将 副主将 マネージャー兼会計 事務局
 大槻　利夫 飯山　孝之 大場　傳美 竹内　　崇 鈴木　　亮 藤田　雪絵 前野　雅代

結婚記念祝（10月）

入会記念祝（10月）


