
 

  

 

 
 

2014-2015 年度 RI テーマロータリーに輝きを 「Light Uｐ Rotary」

 
 

会長挨拶      会長三上 等 
          

原点に戻ろう 29 名！みんなのクラブ 

 

  
行田ロータリー世界遺産登録推進委員会の委員長

小椋剛様、委員の橋本一雄様、行田商工会議所の新

井俊夫様にお越しいただき卓話をして頂くこととな

りました。本日は本当にお忙しいところありがとう

ございました。因みに陳幹事のご主人は行田総合病

院の先生をしております。世界遺産とは地球の生成

と人類の歴史によって生み出され、過去から現在へ

と引き継がれてきたかけがえのない宝物で、未来へ

と伝えて行かなければならない人類共通の遺産の事

を言うそうです。文化遺産・自然遺産・複合遺産が

あり、有形の不動産が対象との事です。最近、日本

で世界遺産に登録され、注目を浴び、観光客も相当

増えているという、富士山―信仰の対象と芸術の源

泉（平成 25 年、静岡県・山梨県）、富岡製糸場と絹

産業遺産群（平成 26 年、群馬県）が挙げられます。

埼玉県では昨年小川町と東秩父村が和紙でユネスコ

無形文化遺産に登録されました。後程詳しくお話が

あると思いますが、さきたま古墳群は行田市にあり

前方後円墳 8 基と円墳 1 基の大型古墳からなってい

て、全国でも有数の大型古墳群だそうです。埼玉県

の県名発祥の地「埼玉」の地にあります。ロータリ

ーの地区は違っても同じ埼玉県、皆様是非ともさき

たま古墳群（世界遺産登録）に関心を持ち、ご協力

出来ることがあれば積極的に協力していきたいと思

います。さて、先週の 1 月 16 日第 3 グループの会長

幹事会がありました。後程、陳幹事より報告がある

と思いますが、私から 3 点お話をいたします。 

 

 

 

 

① 新会員入会速報について…地区の新入会員

入会速報に欅ＲＣの小橋川様、半澤様                              

の 2 名が載りました。安心しました。 

② しつこいようですが、2 月 24 日の第 3 グル

ープＩＭには全員参加でお願いします。 

（クラブ紹介はビデオで 3 分間流すとの事、

職業奉仕を前面に打ち出し、名刺交換 を

して頂くので、クラブの名刺と会社の名刺

を多く準備をしてくださいとの事でした。 

③ 4 月 16 日ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会

については、ゴルフ部会の本多委員長、取り

まとめをよろしくお願いします。（クラブの

コンペとしても良い） 

寒さもまだまだこれから、インフルエンザも流行っ

ているようです。皆様くれぐれも健康には注意して

頂き日々生活をしたいと思います。これで会長挨拶

を終わります。 

 

幹事報告      幹事 陳 麗瓊 
【地区より】 

1. 次年度テーマ" Be a gift to the world " 

「 世界へのプレゼントになろう 」 

2. 2月 20日 さいたま市民会館おおみや 小ホ

ールに於いて「2015-16年度 地区ロータリー

財団補助金管理セミナー」が開催されます。 

【クラブより】 
1. 来週は莉園にて移動例会です。 

2. 「下期地区分担金」、「途中入会者地区分担

金、特別分担金」、「下期第 3グループ人頭

分担金」を支払い済ませました。 

3. 1月 16日(金) 18：00～ 東晶大飯店に於い

て 「第 8回 会長幹事会」に会長幹事出席。 

4. 1月 16日(金) 19：00～ 座空に於いて 

 「第 5回 会員増強コミュニケーションサーク

ル」が開催。 
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皆様こんばんは本日は、

「世界遺産とさきたま古

墳群」と題して、国際ロ

ータリー第 2570 地区 



月日 
会員 

総数 
出席 欠席 出席率 

1/20 22 16 6 73％ 

 

 

 

今週の中国語・・・・・・・・・・・・・・・ 

     今天冷（本日は寒いですね） 

セレモニー・・・会員増強功労賞 

  

 

              

 

プログラム 卓話 ・・・・・・・・  

 さきたま古墳群を世界遺産に 
2570地区世界遺産登録推進委員会 

  委員長 小椋 剛 様 

    委員 橋本 一雄 様 

行田商工会議所       新井 俊夫 様 

 
「さきたま古墳群」の真価と魅力を広く訴え、

世界遺産運動を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
「さきたま古墳群は世界遺産の価値がある」 

1. 狭い範囲に古墳が群集 

2. 二重周堀りは偉人の古墳の可能性 

3. 前方後円墳が全て同方向 

4. 多数の国宝が出土している 

5. 日本最大を誇る円墳を有する 

 

スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・ 
 国際ロータリー2570 地区 

 行田ＲＣ 小椋 剛様 橋本一雄様 本日は、

めざせ世界遺産のキャラバンでお世話になり

ます。よろしくお願い致します。 

 三上 等会長 本日は国際ロータリー2570地

区行田ロータリークラブの世界遺産登録推進

委員会副委員長の小椋剛様、委員の橋本様、

行田商工会議所の新井様、卓話よろしくお願

い致します。 

陳 麗瓊幹事 本日は行田ロータリークラブ

の小椋様、橋本様、行田商工会議所の新井様、

ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみに

しています。本日も皆様宜しくお願いします。 

内木 滋郎初代会長 行田ロータリークラブ

の小椋様、橋本様、行田商工会議所の新井様、

本日の御来訪、有難うございます。卓話楽し

みにしています。応援しています。 

野原 哲夫Ｐ会長 2570地区世界遺産登録推

進委員会の卓話楽しみにしています。是非「さ

きたま古墳群」の登録を希望します。小池副

委員長は元気そうで安心しました。今年もよ

ろしく！ 

井上 博明Ｐ会長 皆様、本日もよろしくお

願い致します。さきたま古墳群が世界遺産に

登録される様、頑張ってください。 

井上 久雄Ｐ会長 2570地区世界遺産登録推

進委員会、小椋委員長様、橋本委員様、行田

商工会議所の新井推進員様、ようこそ。さき

たま古墳群の世界遺産登録を目指してのご奮

闘にエールを送ります。 

大塚 章仁会長エレクト お寒うございます。

本日は荒井様、橋本様、小椋様、卓話をよろ

しくお願いいたします。 

本多 正和会員 2570地区世界遺産推進副委

員長小椋様をはじめとする皆様ようこそ。「さ

きたま古墳」の勉強をさせて頂きます。本日

もよろしくお願い致します。  

伊藤 操会員 昨夜は新宿で飲みすぎました。

タクシーで帰宅したのですが、記憶が途切れ

ております。飲み過ぎには注意しましょう。

今日一日よろしくお願いします。 

森山 進会員 本日も宜しくお願いします。  

小川 松雄 本日もよろしくお願いします。

本日卓話ごくろうさまです。 

中村 芳彦会員（スマイル報告） 2570地区

行田ＲＣ社会奉仕部門委員長 小椋様、橋本

様、行田商工会議所推進員 新井様、さきた

ま古墳群勉強させて下さい。宜しくお願い致

します。 
1/20 21,000 円（会員）累計 507,000 円 

（ビジタ）累計 104,500 円 

（2014.7 月～） 

 

例会日 毎週火曜日 点鐘 19:00  

例会場 ラフレさいたま 5 階  

事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205 
 

 

  

 

 

ソウル 浦和店 全室個室 
TEL 048-840-1213OPEN 17：00 定休日無 

 

さきたま古墳群 金錯銘鉄剣  サポーター登録 

   全景    国宝      しました。 

 

   

 小川松雄会員 

 

半澤様の紹介者 

小川 松雄会員 

http://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11001425/dtlphotolst/P16086950/?ityp=1
http://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11001425/dtlphotolst/P16086950/?ityp=1
http://www.sakitama-muse.spec.ed.jp/?page_id=157

