
・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー

・ビジター（入間）細淵克則様�　大野賢次様

　　　　　　　　　山畑雅廣様

・卓　話　鈴木秀憲様�

【会長報告】『ミニ卓話』

　８／２２第１回社会奉仕プロジェクト部門研

修で自分の町の文化財を見直そうという話が

あり、飯能の文化財を調べてみました。

　建物：国指定１＝福徳寺（虎秀）。県指定５、

市指定２。絵画：県指定２。彫刻：国指定１

＝常楽院（高山）。県指定２、市指定１０。工芸

品：国指定１＝長光寺（下直竹）。県指定２、市

指定１１。書籍・古文書：県指定１、市指定５。

考古資料：県指定１、市指定７。歴史資料：

市指定１。民俗文化財：有形民俗文化財／県

指定１、市指定２。無形民俗文化財／県指定１、

市指定１０。記念物・史跡：県指定４、市指定

８。名勝：県指定１＝天覧山。市指定１＝能

仁寺。天然記念物：県指定６、市指定３。旧

跡：県指定１。重要史跡：県指定１。

「日豪青年相互訪問団員」１４名募集中。９月

末まで。場所：パース。期間：３／６～２０。

　地区補助金締切日、前期は９／２５です。

【幹事報告】

・事務局の西脇うららさんのご紹介（拍手）。�

◎入間ＲＣ細淵会長、大野実行委員長挨拶�

　入間クラブは今年創立５０周年。式典のご

案内のためにやって参りました。兄弟のよう

なクラブということで１１／２６には大勢のご

出席をお願い致します。

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　先週土日、米山梅吉翁の墓参と記念館見学。

地区より４３名の参加。米国で事業をされ、

日本人初のロータリアンとなった石川出身の

方から影響を受けた米山翁が、大正９（１９２０）

年に東京ＲＣを創設。悪いことを戦時、東南

アジアで沢山したことへの償いのために奨学

生を募集、それが連綿と続いているわけです。

一度は記念館（静岡・下土狩）に行って下さい。

特別寄付を既に２名より頂きましたが目標は

５名。ご協力をお願いしたいと思います。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君�

「友」９月号紹介。今年度の表紙は「祭り」がテ

ーマ。“お祭り男”と言えば中里（忠）、前島会員。

前島君は写真を投稿しましたが選者の感性が

合わなかったのか落選。次回もお願いします。

今号は横浜市場の祭り。ももちゃんの半被が

ステキなので撮影したそうです。もう一方は

三大奇祭の１つ、蛸舞式神事。横組Ｐ１、ＲＩ

会長はバイロン卿の詩を引用、「若い時代に受

けた印象は強く、そしていつまでも残り…。

自分という人間をつくり上げるチャンス…そ

れは若いときに一度だけ訪れます」。Ｐ６～新

世代のために進めている事例。Ｐ１３～バーミ

ンガム国際大会報告。「（ＲＩは）有害な経済ナ

ショナリズムの高まりを防ぎ、経済発展が究

極的に世界に平和をもたらすよう、重要な役

割を果たすことができる、と信ずる」（田岡氏）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　１１／６飯能ゴルフ、８組ご用意しました。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

９／８　（狭山中央）矢島（巌）君

９／１２（米山・伊東）萩野（暁）君

９／１３（ガバナー）木川君

９／１５（日高）田辺君　（新所沢）半田君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・お世話になります。　　　　　鈴木秀憲様�

・５０周年関係で出席させて頂きました。入間ＲＣ�

・鈴木行田商工会議所会頭ようこそおいで頂

　きました。卓話よろしくお願い致します。

　本日はお世話になります。新井君、和泉君�

・鈴木さんようこそ！よろしくお願いします。

　入間ＲＣ山畑さん、大野さん、細淵さんよう

　こそ。ごくろうさまです。　　  中里（昌）君�

・ようこそ入間ＲＣ細淵さん、大野さん、山畑

　さん。５０周年の成功を祈ります。 新井君�

・山畑パスト会長ようこそ。会長幹事会では

　お世話になりました。　　平沼君、吉島君�

・大野様、ようこそ飯能ＲＣへ。　神田（敬）君�

・遅刻しました。早退します。結婚記念の花、

　有難うございました。　　　　　大野康君�

・遅刻。　　　　　　　　　小川君、川口君�

・早退。　　　　　　　　　石井君、小崎君�

本日計２３，５００円、累計額２５６，１２３円。

◎３０日例会当番は大野康夫会員、大木会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　増島社会奉仕委員長

　リーフレットの「地域活性化のための民間

運動」に、「県名発祥地の世界遺産登録で自治

意識を醸成出来れば…」等、書いてあります。

サポーター登録を是非お願いします。

………  スライドショー  ………

　Ｈ１９年、国に出した提案書は選に漏れまし

て、今回は「第２ステージ」。本来、各クラブで

行うのが「社会奉仕」だと思いますが、当事、

石川ガバナーが「地区を挙げての社会奉仕を」

と募集されました。真下

年度、各クラブで話をす

る「キャラバン隊」を、行

田、行田さくら、吹上のメ

ンバー１０名で結成。加藤

年度、「世界遺産登録推進

委員会」を作って頂きま

した。委員会の仕事の１

つは宣伝キャラバン。も

う１つは木川会長に素晴らしく反応して頂い

たように、各地の文化財を（再）発見し、磨いて

地域活性化する事のご提案をすることです。

「世界遺産」は全て不動産でして動かせません。

文化遺産、自然遺産、複合遺産の３つがあり、

危機遺産も含みます。イスラム教は偶像崇拝

を否定していますし、クロアチアが独立する

時には美しいドゥブロヴニクがユーゴによっ

て破壊されました（その後、修復して危機遺産

から外れる）。ドイツのケルン大聖堂は、周囲

の高層ビルのために景観が守られていないと

いうことで危機遺産となっています。

　現在、日本国内には１４の世界遺産（文化遺

産１１、自然遺産３）があり、今後日本が登録

候補として掲げるだろうという物件（暫定リ

スト記載物件）は１１か所。鎌倉、彦根城、平泉、

富士山、等があります。さきたま古墳群はこの

リストから漏れ「カテゴリーⅡ」という評価だ

ったわけですが、それは即ち、進めるべき方向

が見えてきた、更なる研究と見直しをして再

挑戦をするということになると思います。

「万葉集」に「埼玉（さきたま）の津に居る船の

風をいたみ綱は絶ゆとも言（こと）な絶えそね」

という恋歌があります。明治４年の廃藩置県

で、埼玉県、入間県、やや遅れて熊谷県が誕生、

明治９年に埼玉県に統一されました。Ｓ１３年

に９基の古墳が国の史跡に指定されました。

�特徴は、二重の周堀を持つこと、前方後円墳

の向きが同じであること、等です。稲荷山古

墳からは国宝「金錯銘鉄剣」が出ています。

　世界遺産を目指す過程で「国の特別史跡」を

狙うことも大切で、この事を県教育局に改め

てお願いしてきました。国の史跡は１，６３１件

ですが特別史跡となると６１件で、埼玉、神奈川、

千葉にはありません（東京では江戸城跡、小石

川後楽園、旧浜離宮庭園）。

　上田知事夫妻にもサポーターになって頂い

ています。現在４千人程が登録。ロータリアン

は５００人。４７都道府県中、郷土愛の一番薄い

のは埼玉県民というデータもあるそうです。

さきたま古墳群が世界遺産になれますよう、

よろしくご協力をお願いします。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 中里（昌）君、中里（忠）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

新 世 代 の た め の 月 間

今 を 大 事 に
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【会長報告】『ミニ卓話』
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案内のためにやって参りました。兄弟のよう

なクラブということで１１／２６には大勢のご

出席をお願い致します。

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　先週土日、米山梅吉翁の墓参と記念館見学。

地区より４３名の参加。米国で事業をされ、

日本人初のロータリアンとなった石川出身の

方から影響を受けた米山翁が、大正９（１９２０）

年に東京ＲＣを創設。悪いことを戦時、東南

アジアで沢山したことへの償いのために奨学

生を募集、それが連綿と続いているわけです。

一度は記念館（静岡・下土狩）に行って下さい。

特別寄付を既に２名より頂きましたが目標は

５名。ご協力をお願いしたいと思います。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君�

「友」９月号紹介。今年度の表紙は「祭り」がテ

ーマ。“お祭り男”と言えば中里（忠）、前島会員。

前島君は写真を投稿しましたが選者の感性が

合わなかったのか落選。次回もお願いします。

今号は横浜市場の祭り。ももちゃんの半被が

ステキなので撮影したそうです。もう一方は

三大奇祭の１つ、蛸舞式神事。横組Ｐ１、ＲＩ

会長はバイロン卿の詩を引用、「若い時代に受

けた印象は強く、そしていつまでも残り…。

自分という人間をつくり上げるチャンス…そ

れは若いときに一度だけ訪れます」。Ｐ６～新

世代のために進めている事例。Ｐ１３～バーミ

ンガム国際大会報告。「（ＲＩは）有害な経済ナ
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極的に世界に平和をもたらすよう、重要な役
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・遅刻しました。早退します。結婚記念の花、
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・早退。　　　　　　　　　石井君、小崎君�

本日計２３，５００円、累計額２５６，１２３円。

◎３０日例会当番は大野康夫会員、大木会員です。
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講師紹介　　　　　　　増島社会奉仕委員長

　リーフレットの「地域活性化のための民間

運動」に、「県名発祥地の世界遺産登録で自治

意識を醸成出来れば…」等、書いてあります。

サポーター登録を是非お願いします。

………  スライドショー  ………

　Ｈ１９年、国に出した提案書は選に漏れまし

て、今回は「第２ステージ」。本来、各クラブで

行うのが「社会奉仕」だと思いますが、当事、

石川ガバナーが「地区を挙げての社会奉仕を」
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よろしくご協力をお願いします。
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ジョン・ケニー

新 世 代 の た め の 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

さきたま古墳群
世界遺産登録事業について

鈴木秀憲様行田商工会議所 会頭 （吹上ＲＣ）

第２３５５　例会
１０月７日（１、水）
当番　大久保君、大附君

卓 話「職業奉仕月間にちなんで」
中里昌平様直前２５７０地区ガバナー補佐

（株）マルナカ　代表取締役


