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1. 2015 年 5 月 17 日(日) 9：00～17：30 埼玉会
館 7 階 7Ｂ に於いて「ロータリー・リーダーシ
ップ研究会（ＲＬＩ）パートⅢ」が開催されます。
2. 2015 年 4 月 6 日(月) プレステージカントリー
クラブ に於いて「第 23 回アイメイト（盲導犬）
寄贈 チャリティゴルフ大会」が開催されます
（担当： 本多ゴルフ部委員長）
3. 2015 年 4 月 16 日(木) プレステージカントリ
ークラブ に於いて「2014～2015 年度国際ロ
ータリー2770 地区第 3・第 4 グループ合同
チャリティー記念ゴルフ大会」が開催されます。
（担当： 本多ゴルフ部委員長）
4. 3 月のロータリーレートは、1 ドル＝118 円

皆様こんばんは。
本日は岩槻ロータリークラブの小宮勝男様に
「岩槻城は誰が築いたのか」と題して卓話をお願
いいたしました。小宮様本日は大変お忙しいとこ
ろありがとうございます。宜しくお願い致します。
埼玉県のお城と言うと岩槻城、川越城、忍城が思
い浮かびますが、その他に埼玉県にはお城はある
のでしょうか？
【クラブより】
先般は行田 RC の方と行田商工会議所の職員の方
1. 2015 年 6 月 16 日（火）～18 日（木）「蔚山第
においで頂き「行田市の古墳を世界遺産」にと題
一ＲＣ訪問及び親睦旅行」決定 担当： 国
してお話を聞きましたが、このような機会をもっ
際奉仕部門委員会 ＆ 親睦家族Ｒ委員会
ともっと持ち、地元埼玉県の事を知っていきたい
2.
ペットボトルキャップ回収中 担当： 社会奉
と思います。
仕部門委員会 奉仕プロジェクト委員会
さて、今年度も残り 4 か月となりましたが、催
3.
ロータリー手帳予約 担当：大塚会長エレクト
しも多く忙しいです。2 月 24 日の IM、2 月 26 日
の新会員の集い、2 月 27 日の国際奉仕部門セミナ
ーと立て続けにありました。しかし、さすがにガ
今週の中国語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バナーのスケジュールはすごく、28 日どこかのグ
努力工作（仕事頑張ってください）
ループの IM、29 日（日）は東京の浅草ビューホ
テルで○周年に参加するそうです。本当に健康で
なければガバナーは務まらないと思いました。
先程まで役員・理事会が開催されました。陳幹
委員会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事より報告があると思いますが、私の方からは、6
社会奉仕部門 ペットボトルキャップ回収
月の蔚山第一 RC 訪問及び親睦旅行の参加、不参
国際奉仕部門 蔚山第一 RC 親睦旅行
加の FAX.が届いていると思いますが、返信を早め
職業奉仕部門 3/27 夜話会
にお願いいたします。以上で会長挨拶を終わりま
す。感謝

セレモニー

お誕生日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

野原哲夫会員 ３月８日生まれ
陳幹事 ３月３日生まれ

ご結婚祝い 陳幹事

卓話・・・「岩槻城は誰が築いたか」
岩槻 RC 副会長
小宮 勝男様

「真実かどうか」歴
史の間違いと戦う郷
土史研究家・小宮勝男
先生をお迎えしまし
た。「岩槻城址は埼玉
県民の宝、正しく認識
し堂々と誇るべし。」

きます。本日もよろしくお願い致します。
井上 久雄パスト会長
岩槻 RC 小宮勝男様、本日の卓話ありがとうご
ざいます。歴史ロマン溢れる卓話楽しみにし
ております。本日もよろしくお願いします。
大塚 章仁会長エレクト
岩槻ロータリークラブ小宮様ようこそいらっ
しゃいました。私、大塚家も栃木の大塚村が
ルーツで白河結城氏の家臣羽黒山城の城代で
した。本日はよろしくお願い致します。
中村 芳彦会長ノミニー
岩槻 RC 副会長又クラブ研修リーダー小宮勝男
様ようこそお越し下さいました。岩槻城など、
歴史の話し楽しみにしています。
内藤 憲会員
小宮様、お忙しい折、卓話をありがとうござ
います。本日もよろしく。
本多 正和会員
本日は岩槻 RC の小宮副会長ようこそ。岩槻城
の勉強楽しみにしています。本日もよろしく
お願いいたします。
森山 進会員
本日もよろしくお願い致します。
冨澤 幸弘会員
小宮様、本日は卓話楽しみにしております。
花粉症の時期が到来しマスクが欠かせません。
伊藤 操（スマイル報告）
今日、那須は小雪が舞っていました。山々の
頂きには雪が積もっていて、春が待ち遠しい
思いでした。まだまだ寒い日がつづきます。
みなさんもカゼなど引かぬよう用心してくだ
さい。

スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・
3/3 23,000 円（会員）累計 594,000 円
三上 等会長
（ビジタ）累計 119,500 円
本日は岩槻 RC 小宮勝男様、卓話宜しくお願い
（2014.7 月～）
します。埼玉県の事を勉強したいと思います。
会員
陳 麗瓊幹事
月日
出席 欠席
出席率
総数
本日も宜しくお願いします。
片山 金次郎パスト会長
3/3
22
18
4
82％
お久しぶりです。少し暖かくなってきました
ので出席してまいりました。小宮先生、卓話
宜しくお願いします。
例会日 毎週火曜日 点鐘 19:00
例会場 ラフレさいたま 5 階
野原 哲夫パスト会長
事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205
小宮パストガバナー補佐、卓話楽しみにして
おります。モントリオール国際大会では大変
お世話になりました。
井上 博明パスト会長
ソウル 浦和店 全室個室
小宮勝男様、本日は卓話を楽しみにしており
TEL 048-840-1213OPEN 17：00 定休日無
ました。岩槻城について今日は勉強させて頂

