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＜ビジター・ゲスト＞ 

地区社会奉仕部門世界遺産 

無形文化遺産登録推進委員会 委員長 

行田さくらロータリークラブ 田中利幸 様 

同委員会 委員 

行田さくらロータリークラブ 神田日出雄 様 

東京八王子ロータリークラブ 小坂 優 様 
 

★＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 

 

職業分類:銀行 

埼玉りそな銀行入間支店 支店長  新井 誠 様 

13年ぶりに戻って参りました。歴史と格式の

あるクラブに再び入会できたことは、身の引き

締まる思いです。微力ではありますが、皆様と

ご一緒に遣って参りたいと思いますので宜しく

お願い申し上げます。 

ご紹介・齋藤栄作会員 

 推薦者は私の父である齋藤金作会員ですが、

代わりまして挨拶いたします。 

埼玉りそな銀行は公的資金を 3年前倒しで、

すべて返し終わり、これからは地域の為に活動

して貰える流れができ入会となりました。私た

ちの仲間に迎えられたことに感謝申し上げます。 

☆★会長の時間  西山祐三会長 

市制施行 20 周年記念事業の一環として埋設

しましたタイムカプセルの開封に伴い幾つかの

収納品の中に冊子「会員心集誌」があり当時の

会員 65名の方々の思いが綴られております。 

まずは、「会員心集誌作成に当たりて」会員

一人一人の書こうとする心、書く心、書いてい

る時のこころ、無我の心、何かを語らんとする

心、遠い三十年後の入間市を入間ロータリーク

ラブの姿を心しなから書く心、この様々な心を

集め一ヶ月掛かりで完成したものである。 

会員六十五名、平均年齢五十六才、三十代よ

り八十代のつどいの親睦を中心にし、奉仕に世

界の平和を求めて国際間に連なり心を一つにし

たロータリアンの心を末長く永続される事を願

うと共に入間市へ埋設されるタイムカプセルの

何かの一助たらんことを祈る 

昭和六十一年八月十七日 会長 吉野貞吉 

終盤にはこのような事も書かれております。 

「入間ロータリークラブの誇り」 

1.良い先達者がいること 

1.親睦の有難さを身に感ずる事ができること 

1.社会勉強が出来ること 

1.家族と共に歩むことが出来ること 

1.外部の一般社会人が見て非常に美しいこと 

このような誇りを 27 年有余の間に築き積重

ねて来たそして入間市としても無くてはならな

い存在迄に到達することが出来た入間ロータリ

ークラブである。 

国際奉仕に社会奉仕に地域の為に、本年度は

更に高齢者対策に其の第一歩を着手、高齢者の

今後益々増大する時点に対処すべく施策の確立

を進めている。三十年後の入間市、大きく成長

する事と信じて居る。入間市の成長と共に入間

ロータリークラブの成長を心より願うタイムカ

プセル収納に当たりて 入間ロータリークラブ
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の名誉会員である水村仁平市長は入間市制 20

周年の記念事業の１つとして、タイムカプセル

の埋設事業を行う 入間ロータリークラブは是

に協力しタイムカプセルを寄贈する。更に収納

品の依頼を受けることにより 入間ロータリー

クラブバナー、歴史、現代、会員の心を収納品

と決定する。歴史として三周年記念誌、十五年

のあゆみ、二十年のあゆみ、二十五年記念誌、

国際ロータリー第二五七地区(1973～1974)繁田

ガバナー・ホスト入間ロータリークラブ年次大

会誌、現代として年次計画書入間奉職ジャーナ

ル 会員の心として会員が心を以て書いた 心

集誌 以上の品々を収納し三十年後に開く後世

の人々に託します。 

昭和六十一年九月三日 

国際ロータリー第二五七地区入間ロータリーク

ラブ 会長 吉野貞吉 幹事 佐々木茂實 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

① 本日予定されておりましたインフルエンザ

の予防接種は来週 12月１日に変更。 

② 来週の理事会は例会場隣のレストランで行

います。 

 

●委員長報告 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

12 月 2 日(金)6 時半より中央公民館にて第 2

回ロータリー情報委員会の勉強会を行います。

講師は水村地区クラブ奉仕部門委員長にお願い

しています。どうぞよろしくお願いします。 

 

親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

本日例会終了後、この場においてクリスマス

例会の打ち合わせを行いますので、関係者の

方々はお残り下さい。又、来週の例会では写経

を行いますので、筆ペンをご持参ください。宜

しくお願い致します。 

 

職業奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

先日「ナポリのかまど」の夜間例会の際に数

人の方々にお話ししたのですが、映画「グッド

モーニングショー」で撮影協力会社としてエン

ドロールに皆様ご存知の会社がありました。豊

田会員の会社「日豊鉱業」さんです。映画の重

要な場面の撮影現場として使われたそうです。 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

43名 27名 71.05％ 97.30% 

事前欠席連絡 2名 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

田中利幸様～本日は世界遺産のキャラバンで参

りました。12月は皆様のクリスマスパーティー

で須山恵理香さんと再びお世話になります。 
 

神田日出雄様～行田さくらロータリークラブよ

り社会奉仕部門委員で訪問させていただきまし

た。宜しくお願いします。 
 

小坂優様～先日は例会にお邪魔し、狭山大茶会

のＰＲをさせていただきました。当日はお天気

も良く大盛況でした。石川様にもお出で頂きあ

りがとうございました。 
 

豊田義継君～滝沢さん会社の宣伝をして頂きあ

りがとうございます。早退いたします。 
 

後藤健君～10/13 に当社が ISO9001 を認証取得

いたしました。11/14 経済産業省関東東北保安

監督部長賞を頂きました。西山会長体制になり、

私なりに事業に協力したいと思っていました。

ですが業界団体の役職を務めている関係で多忙

になり、ロータリーに参加できていなく、申し

訳ございません。今後とも宜しくお願いします。 
 

一柳達朗君～第 50 回入間市商工会チャリティ

ーゴルフ大会で 15 位の飛び賞に入りました。

田中様、神田様卓話宜しくお願いします。新井

支店長入会おめでとうございます。 
 

石川嘉彦君、岩崎茂君、山岸義弘君、細淵克則

君、吉永章子君、後藤賢治君、西山祐三君、関

谷永久君、吉沢誠十君、繁田光君、齋藤栄作君、

滝沢文夫君、忽滑谷明、木下登君、晝間和弘君

～行田さくらロータリークラブ田中様、神田様

本日はありがとうございます。宜しくお願いし

ます。新井さん入会おめでとうございます。 

本日\34,000 累計\463,500 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 

② 2017年国際ロータリー年次大会参加   

旅行募集のご案内 

③ 12/2ロータリー情報研修会出欠席表 

④ 12/8クリスマス家族例会出欠席表 

⑤ 会員心集誌 

⑥ 本日の卓話資料 

⑦ 他クラブ週報 

⑧ 入間ＲＣ週報 16  号 17号 

⑨ 西山会長より「今日は何の日」 
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世界遺産登録推進運動キャラバン 

地区社会奉仕部門世界遺産 

無形文化遺産登録推進委員会 

委員長 田中 利幸 様 

皆様、本日は皆様の例会にキャラバンを要請

頂きまして、ありがとうございます。 

早速、パワーポイントをご覧いただきつつ、キ

ャラバンの卓話を始めさせて頂きます。 

本日は、世界遺産とユネスコ無形文化遺産に

新しく登録されました秩父夜祭と川越祭り、さ

きたま古墳群の新たなる世界遺産登録に向けて

の説明などを、お聞きいただきました。 

大局的には「さきたま古墳群」の世界遺産登

録を、新しい「前方後円墳」に関する歴史認識＝

「連合国家の協調と平和、従属の証として全国

一斉に作られた」を基に、大和朝廷と「さきた

ま」の親密な友好関係を明らかにしながら、国

の名称を「倭」から「和」に統治方法により替え

ていった事実と意義を全国に発信しつつ、県民

一丸となって目指します。 

小局的には、行政的には発掘や、特別史跡の認

定を目指します。民間レベルでは、地元埼玉県

民の歴史認識向上と小さな活動とその連携。地

域の歴史に熱い思いを馳せる人々の育成や、ロ

ータリアンなど地域の名士のベクトルを揃えた

活動などにかかって参ります。 

しかしながら、私たちが皆様に、一番お伝えし

たいのは、皆様お住いの地域も古代から、連綿

と人間の生活がなされ、歴史や文化や伝統、祭

等が育まれ現在に至っているという、まぎれも

ない現実に思いを馳せて頂く事です。その結果

として、皆様の地域の保護すべき、地域の有形

無形の遺産、資源、文化の見直しに繋がれば、 

ロータリーが行う社会奉仕事業として、大変素

晴らしい事と考えます。 

皆様、つたない説明で申し訳ありませんでし

たが、以上でキャラバンの卓話終了いたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

●補足 金錯銘鉄剣の意義について  

さきたま古墳群で最初に作られた、稲荷山古

墳からは国宝の金錯名鉄剣が出土しています。

この金錯名鉄剣には、オオヒコに始まる持ち主

のオワケの８代の系図と、自身がワカタケル大

王（雄略天皇）の親衛隊長であったことが記し

てあります。これにより、 

①大和朝廷の影響力が関東から九州熊本まで及

んでいたこと 

②孝元（こうげん）天皇の長子のオオヒコの実

在が証明されたことから、欠史８代（本当に実

在していたのかを疑問に思われていた８人の天

皇）といわれ実在が疑われていた天皇のうち少

なくとも８代天皇の孝元天皇が実在したことの

証明になり、歴史学上の大発見と

なりました。また、金錯の技術も

高い評価を受け、同時代で比類す

るものがありません。 

 

54年ぶりに降った 11月の初雪。

足場の悪い中お出でいただき、卓

話終了後には素晴らしいバリト

ンボイスで「琵琶湖周航の歌」を

歌っていただきました。 

 

発行 入間ロータリークラブ 
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