信州イスラーム世界勉強会

主旨
「信州イスラーム世界勉強会」 は、
長野県内外の市民有志が自由かつ
客観的な眼で自分たちにとってどんどん
身近な存在となりつつある、イスラーム

信州イスラーム世界勉強会は、勉強会発足以来勉強会の行事に参加
された方皆さん全員が、勉強会の会員という考え方で運営してまいり
ましたが、会の財政基盤を固め継続的に勉強会を運営していく
ために、新規に会員制度を立ち上げます。
平成 30 年度は、「5 回の特別講義・特別行事と 5 回の定例会」を予定
していますが、正会員・学生会員の皆様には、参加費（特別講義・行事
￥1500・定例会￥500）を無料にする形の運営といたします。
あらためて入会の手続きをおとりくださり、新規の会員として勉強会を
支え、その運営にご参加くださるようお願い申し上げます。

教徒やイスラーム世界の動向を知り・
考えて、それを自分たち自身の生き方
や日本・世界の針路に役立てようとする
学びあいの広場です。

■年会費
正会員 一般会員 5,000 円 学生会員 2,500 円
維持会員 一口 1,000 円 （一口以上何口でも）

2015 年 12 月のキックオフミーティング
以降、様々な催しにこれまで参加いただ
いた皆様のご協力・ご支援に心より感謝

不定期になりますが、勉強会の会報の発行を考えており、維持会員の
皆様にも配賦を予定しております。

申し上げます。
2018 年春より、新しい会員制度のもとで
計画されている活動をご紹介します。
どなたでも参加できる自由でオープンな

会費お支払の方法
振込 ゆうちょ銀行 059 店 当座 0051826
口座名義 信州イスラーム世界勉強会

勉強会の性質は維持していきますが、
勉強会の運営を民主的で安定したもの
とする為の会員制度です。

詳しくは、別紙「本会規約」・「目論見書」をご参照ください。
本年度の行事予定につきましては、裏面をご参照ください。

これまで同様勉強会の行事にご支援を
いただくと共に、新規の会員として勉強
会を支え、その運営にご参加くださる

入会ご希望の方は、以下の事務局あて別紙「申込用紙」を
メール・ＦＡＸ・郵送等の方法でご送付ください。

ようお願いいたします。

信州イスラーム世界勉強会 事務局
〒390-3813 松本市埋橋１-8-7 アルプスシャツ（株）内

信州イスラーム世界勉強会
代表 板垣 雄三

☎ 0263-50-5514 📠 0263-33-9133
e-mail info@shinshu-islam.com
平成 30 年度の最初の定例会講演は
4 月 28 日（土）13:30～16:00

「クルド社会とマイノリティー」

講師はオマーン協会理事

幹雄

会場は

林

松本市第 3 地区公民館

氏

大会議室
お楽しみに❢

４月 28 日(土) 13:30～16：00 会場 松本市第 3 地区公民館 大会議室
定例会講演
講師

「クルド社会とマイノリティー」

一般社団法人日本オマーン協会理事 林 幹雄

氏

５月 19 日(土）13:30～16:30 会場 諏訪市 湯小路いきいき元気館 3 階
特別講演会
講師

「信州の鷹狩文化とイスラーム世界」

中部大学名誉教授

堀内

勝

先生

６月 23 日(土) 時間未定
特別行事

塩尻市の「イスラーム文化センター」を訪ねる

前半４回の講義内容です。
７月 21 日(土) 特別行事 おもてなし文化の中核 アラブ料理教室（別途 材料費が必要になります。
）
講師

中東料理研究家

特別講義
講師

加藤

貴美恵

イスラーム経済への見方

氏

一橋大学名誉教授

～経済発展の多様な経路～

イスラーム文明との未来対話世話人

加藤

博

先生

９月 22 日(土) 定例会講演 「国際ニュースをどう読むか」 イスラームとメディア報道
講師 元時事通信カイロ支局長 前本会事務局長 杉山 文彦 氏
10 月 20 日(土)特別講義

イスラーム思想の可能性の地平を眺めわたす

講師 国際大学名誉教授 地域文化学会会長 黒田 壽郎 先生
11 月 17 日(土) 特別行事
解説

パレスチナ映画を見る会

京都大学大学院
東京大学名誉教授

人間・環境研究科教授

12 月 22 日(土)定例会講演
講師

岡

板垣

雄三

本会代表

板垣

雄三

本会代表

真理

先生

演題未定

東京大学名誉教授

１月 19 日(土) 定例会講演
「本の世界」
講師

～アジア・アフリカの書物事情と月間「回教圏」復刻の思い出～

駱駝舎主人

川村

光郎

氏

２月 16 日(土)定例会講演 「トルコの歴史と現在～日本との関りを視野に～」
講師

元東京外語大学、明治大学教授

永田

雄三

先生

■ 4 月 28 日／5 月 19 日／6 月 23 日については、開催が確定しています。
■ 7 月以降の行事は、講師・演題・日程を含めて予定です。講師の皆さんのスケジュール・会場都合等に
よって、演題・日程を含めて変更の可能性があります。
■ 個別の行事については、本会ホームページにご案内を掲載いたします。会員の皆様、昨年の受講者
名簿にご連絡先を残していただいた皆様には、メール等で特別行事、定例会のご案内をいたします。

以上の他、以下の定期講習コースの開催を予定しています。詳しくは本会ホームページにて。
◆ アラビア語を学んでみよう
講師 松尾 晴紀 先生 （元放送大学講師）
月 2 回 毎月最終 金・土に開催 別途 受講料・教材費が必要になります。
◆ アラビア書道をはじめよう（新規）
リーダー 黒田 重夫 本会事務局長 （松本地区書道協会 広報部長）

信州イスラーム世界勉強会事務局

行

FAX：0263-33-9133
郵送：松本市埋橋 1-8-7

アルプスシャツ（株）内

e-mail：info@shinshu-islam.com

入

会

申

込

書

信州イスラーム世界勉強会に入会を申し込みます。
会員ステータス

正会員

学生会員

維持会員（〇印をつけてください。）

お名前
ご連絡先
ＰＣメールアドレス（推奨）
ＦＡＸ番号
ご職業

年代

社会人

（公務員

学生

（大学院生

無職

（悠々自適

専業主婦

20 代

40 代

10 代

会社員

30 代

自営業

大学生

教員・研究職

短大・専門学校

その他）

高校）

その他）

50 代

60 代

70 代～

（〇印で選択してください。）
通信欄
希望するテーマ・講師等について、勉強会の運営方法についてご意見があれば
自由にご記入ください。

追加のお願い
申込後、確認のご連絡を上記のご連絡先へ送信いたします。2017 年にはアドレスの誤登録等に
より連絡が届かないケースがありました。申込後 2 週間以内にご連絡が届かない場合、事務局
宛てお問合せ下さい。(TEL 0263-50-5514)。

