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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （我等の生業） 

 

 

四つのテスト唱和    長谷川信子 会員 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

四つのテスト唱和 長谷川信子会員 

お客様紹介 行田 RC 小菅克祥様 

 木椋 剛様 

 荒井俊夫様 

2014-2015地区出向者委嘱状 

諮問委員 津田健三会員 

職業奉仕委員会委員 寺澤銀三会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告   

親睦家族委員会 間室照雄委員長 

卓話 

「めざせ 世界遺産」 

行田 RC 小菅克祥様 

出席報告 加藤 勉委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

地域社会に奉仕を  

第 1040回例会 2014年 1月 22日 

日 
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2014-2015年度地区出向者委嘱状 

諮問委員 津田健三会員 

 

職業奉仕委員会委員 寺澤銀三会員 

 

会長挨拶           石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。本日

はお寒い中をホーム例会に

出席して頂きありがとうござ

います。それでは、本日の

お客様を紹介します。 

第2570地区第5グループ 行田ロータリーク

ラブ 社会奉仕委員会 世界遺産登録推進委

員長 小菅克祥(こすげかつよし)様。 次に、

世界遺産登録推進副委員長 小椋剛(おぐら

つよし)様。 行田商工会議所の世界遺産登録

推進担当 新井俊夫様です。ようこそ鴻巣水曜

ロータリークラブへ、お越し頂きましてありがとう

ございます。埼玉にはまだ世界遺産なるものが

ないので、ぜひ埼玉第一号の世界遺産になれ

るよう、わがロータリークラブでも一緒に盛り上

げていきます。行田と鴻巣は、隣り合わせのエ

リアで世界遺産になれば、エリアが非常に活性

化されると思います。本日は世界遺産登録の

キャラバン「さきたま古墳公園」の説明を、よろ

しくお願い致します。 

次に私の業界、車の新春販売大会での現状

のお話しをしたいと思います。2013 年度の販

売台数は、「軽」が全国で 211 万台でした。そ

の中で、埼玉は 97,700 台です。エリアで、もし

想像して頂けるんであれば、登録車と軽自動

車のシェア、割合では軽の方が全国平均で

39.3％。埼玉では 35.1％でした。これは、埼玉

の場合であれば 3台に 1台が軽自動車である

という事になります。今年の 2014年 1月～3月

までは消費税が 5％です。4 月からは、ご存じ

の通り 8％になりますので、今現在、TV では初

売りの CM が各メーカーからたくさん流れてい

たかと思います。今現在の某メーカーでは、新

車登録で言いますと 160％の販売受注でありま

す。ですが、4 月以降は、販売業界も冷え込む

可能性もあるかと思いますので、色々な策を練

って乗り越えていきたいです。これは、「車」だ

けでなく日本中で同じような状況下になり得る

ことと思います。 

鴻巣水曜ロータリークラブのメインイベントで

あります「ふれあい鴻巣ウォーキング」まで残す

ところ、あと 3 カ月になりました。前回の例会の

時にも、お話ししましたが「ふれあい鴻巣ウォー

キング」には、各32会員が今年はそれぞれ、初

参加者を 10 名ずつ募集して頂きますようお願

いします。そして 300名以上のエントリーを目指

したいと思います。昨年の参加者 1,600名を含

めて、おのずと 2,000名近くがエントリーする大

規模な大会になりうると思います。 

皆さまのお力添え、よろしくお願いいたします。 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 1月15日(水) インター

アクト来日高校生送別

会 メイキッス 石井会

長他3名 

② 1月16日(木)ふれあい

鴻巣ウオーキング第2回実行委員会 市民
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活動センター 

③ 1月20日(月)韓国訪日団インターアクト学生

受入れの御礼 

④ 1月20日(月)クラブ会報委員会 キッチンの

だや 田邊委員長他 

⑤ 1月28日(火)法要寺初縁日大護摩供 石井

会長 

⑥ 1月30日(木)鴻巣北本青年会議所新年会 

クレアこうのす 石井会長 

⑦ 1月31日(金)彩の国21世紀郷土かるた鴻巣

大会前日準備の協力 市立総合体育館 

午後1時30分より 

⑧ 2月４日(火)鴻巣RC例会訪問 石井会長、

山口他 

⑨ 2月11～13日奄美RC訪問 8名参加予定 

⑩ 2月14日(金)第15回鴻巣市社会福祉大会 

クレアこうのす 石井会長 

⑪ 2月14日(金)第5グループ会長幹事会 La 

Luna 石井会長、山口 

地区からの報告 

① 2月 27日(水)地区ロータリー財団補助金管

理セミナー 越谷コミュニテイプラザ 

② 6月 1日(日)2014シドニー国際大会日本人

親善朝食会 会費 5,000円 

委員会報告 

親睦家族委員会       間室照雄 委員長 

次回例会は、映画鑑賞例会で

す。こうのすシネマ「小さいおう

ち」（山田洋次監督作品）。集

合時間午後 5時 40分、エルミ

こうのすアネックス 3Ｆ。映画鑑

賞後、サイゼリアにて夕食となります。ご家族お

誘いの上参加下さい。 

卓話 

「めざせ！世界遺産」 

行田ロータリークラブ  小菅克祥 様 

本日は世界遺産キャラバ

ン隊を受け入れて頂き有難

うございます。私は社会奉仕

部門地区事業委員会の小

菅です。行田クラブの小椋と

ともにお伺いしました。また映像の操作をしてく

れているのは商工会議所の新井です。まずは

昨年度作りましたビデオをご覧ください。続い

てパワーポイントで説明します。 

―DVDを見た後説明― 

世界遺産とはアスワンハイダム建設に伴うア

ブシンベル神殿の移設を契機に 1972年にでき

たユネスコの条約に基づき定められます。現在、

自然遺産・文化遺産を合わせ 981件あり、日本

では 17 件あります。最も新しく指定されたのは、

文化遺産としての富士山です。日本政府がユ

ネスコに登録申請するのに暫定リストから選び

ます。現在申請中なのが富岡製糸場、その後

長崎の軍艦島など九州山口の産業遺産群で

す。 

続いて、さきたま古墳についてご説明します。

さきたま古墳は 5世紀から 7世紀に作られ、11

基の大型古墳と多数の小型の古墳から構成さ

れています。昭和13年に国指定の史跡に指定

され、昭和 53年に金錯名鉄剣などが国宝に指

定されました。映画「のぼうの城」で石田三成が

本陣を張ったのがさきたま古墳の丸墓山の頂

上です。 

世界遺産への道のりですが、①行政が文化

庁に提案②文化庁が暫定リストに掲載③政府

がユネスコへ申請④ユネスコ世界遺産委員会

で採択という順序になります。まださきたま古墳

は①の段階です。まずは、国指定の特別史跡

をめざし、次いで世界遺産に再挑戦します。世

界遺産となるためには、県民の皆さんの熱望が

必要となります。どうかご協力をお願いいたしま

す。本日はありがとうございました。 
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ＲＩ第 2570地区 社会奉仕委員会 

世界遺産登録推進委員長  

小菅克祥（行田 RC） 

世界遺産登録推進副委員長 

 小椋 剛（行田 RC） 

行田商工会議所 

世界遺産サポーターの会担当  新井俊夫 

 

 

出席報告         加藤 勉 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

前回までの合計 436,500 円

本 日 の 合 計 32,000 円

次回繰越金合計 468,500 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 22日 1月 15日 1月 8日 

 1040回 1039回 1038回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21 22 29 

欠 席 数 11 10 3 

例会出席率 65.62% 68.75% 90.63% 

Ｍ Ｕ 数 3 2 3 

合計出席数 24 24 32 

出 席 率 75% 75% 100% 

お客様スマイル 

小菅克祥様・小椋剛さま…本日は世界遺産キャラバン隊の

受け入れありがとうございます。つたない話ですがよろ

しくお願いします。 

個人スマイル 

津田健三会員…先日は母の葬儀・告別式には、皆さんには

大変忙しいところ御会葬下さいまして誠にありがとうご

ざいました。生花、弔電、御香典と身に余る配慮感謝

いたします。 

スマイル１  めざせ！世界遺産。行田RC皆さんようこそ。卓話

よろしくお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光

男会員・間室照雄会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石

井英男会員・仁見惠美子会員・坂口正城会員・小林玲子会

員・小林 功会員・田邊 聖会員・松村豪一会員・成田志津

子会員・細野潤一会員 
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ふるさとの杜 

サンシュユ（山茱萸）      井上脩士 会員 

 

高さ 3-15ｍになる落葉小高木。樹皮は薄茶

色で、葉は互生し長さ 4-10ｃｍほどの楕円形で

両面に毛がある。3 月から 5 月にかけ、若葉に

先立って花弁が 4 枚ある鮮黄色の小花を木一

面に集めてつける。花弁は 4 個で反り返り、雄

蕊は 4個。夏には葉がイラガやカナブンの食害

を受ける。晩秋に付ける紅色楕円形の実は渋

くて生食には向かない。 

第 1041回移動例会 

1月 29日(水) 映画鑑賞 

こうのすシネマ 

集合時間午後 5時 40分 

上映時間午後 6時 20分～ 

 

 

会場 桶川ロータリークラブ例会場 
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今後の活動予定 

 

 

編集後記 

鴻巣市内もインフルエンザが流行し始めまし

た。温かい食事・十分な睡眠をとって感染しな

いようにしましょう。感染したら潔く、休息を十分

とって下さい。私も男の更年期がやってきまし

た。無駄な抵抗はせず、潔く受け入れて身体を

慣らしていきます。              （ＳＩ） 

 

2月 5日 

（水） 

第 1042回通常例会 

会員誕生月祝い 

配偶者誕生月祝い 

結婚月祝い 

2月 12日 

（水） 
振替休会 

2月 19日 

（水） 

第 1043回通常例会 

外来卓話 

2月 26日 

（水） 

第 1044回移動例会 

会場エルミこうのす市民活動

センター午後 6時より 

合同例会 上尾西 RC 

3月 5日 

（水） 

第 1045回移動例会 

第 5グループ ＩＭ 

3月 12日 

（水） 

第 1046回通常例会 

会員誕生月祝い 

配偶者誕生月祝い 

会員卓話 

3月 19日 

（水） 
第 1047回通常例会 

3月 26日 

（水） 

第 1048回移動例会 

献血 

鴻巣市総合福祉センター 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 


