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関口 和夫会長

皆さんこんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。
行田商工会議所さきたま古墳群世界遺産登録支援事業推進員新井俊
夫様、行田ロータリークラブ世界遺産登録推進委員会委員長小菅克祥
様、委員橋本一雄様ようこそおいで頂き、ありがとうございます。卓
話よろしくお願いします。
先週の例会でお話しできなかった、今月のK.R.ラビンドランRI会長
のメッセージがあります。「身をもって示す」というテーマで、「私
たちロータリアンは、皆ある種のリーダーであり、地域のリーダーで
もあります。それらには一定の責任が伴います。私たちのロータリー
の価値観、理念は、ロータリークラブの中だけに限ったことではあり
ません。これらはいつも私たちについて回るものです。どこにいよう
と、誰といようと、ロータリーの活動中であろうと、私たちは常にロ
ータリーの代表です。私たちの考え、発言、行動、そしてどのように
行うかによって、人々を導いていかなければなりません。私たちの地
域社会、私たちの子供たちは、まさにそうするだけの価値があるので
す。」と語っています。本日はさきたま古墳群を世界遺産にというテ
ーマで卓話をして頂きます。私たちが、いつもロータリーの代表とし
ての意識をもって活動していきたいと思います。どうか、その意識を
もってお聞きください。
今日3月10日は、東京大空襲があった日です。10万人以上が亡くな
りました。それから71年が経ちました。そして3月11日は、東日本大
震災が起こり死者数は15,894人、行方不明者は2,562人上りました。
お亡くなりになった方のご冥福を祈ります。そして、このことを記憶
に残しておかなければならないと思います。
さて、東日本大震災から5年目となります。あの時に何があったか、
考えてみたいと思います。正式には、東北地方太平洋沖地震と呼ばれ
ます。2011年3月11日14時46分18.1秒に発生しました。当日私は事
務所のマンションの10階で仕事をしていました。よく晴れた暖かい日
でした。その時、遠くからゴーという音が聞こえてきて、これは地震
だなと感じたところで激しい揺れがやってきました。まず何をしたか
というと、ロッカーが倒れないように支えていました。家内がいたの
で、入口のドアをすぐに開けました。机の上にあったものが、落ち床
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に置いてあったパソコンが倒れて壊れました。停電
はしていなかったので、すぐにテレビをつけてしば
らくして東北の惨状を知ることとなりました。確定
申告の繁忙期です。仕事は出来なくなり、これから
どうなるのか考えていました。息子は大宮にいて、
歩いて帰ることが出来ました。娘は大学の運動場に
いてそこの合宿所に泊まることになりました。夜に
なると自宅は停電しており、かろうじて事務所の電
気はきていましたので、事務所に泊まることになり
ました。翌日からの慌ただしい日々が続きました。
もう少し津波が大きくなっていたら、福島はチェル
ノブイリになっていたかもしれません。
もう一度この地震の特徴を考えてみたいと思いま
す。地震の規模はマグニチュード9.0であり、関東
大震災のマグニチュード8.2を上回り日本観測史上
最大であり、世界でも1900年以降で4番目に大きい
超巨大地震でした。特徴として、海溝型地震であっ
たこと。北アメリカプレートと、その下に沈み込む
太平洋プレートの境界部である日本海溝で発生した
地震であった。連動型地震であった。東北太平洋沖
でこのような連動型地震が発生することは想定外で
あった。超巨大地震であった。広範囲で強い揺れを
感じたこと。短周期の揺れが主体であったこと。高
い津波が発生したこと。大きな地殻変動が生じたこ
と。液浄化現象が多発したこと。前震とみられる地
震があったこと。余震や誘発地震が多発したことな
どがあげられます。
3月15日に娘が出かけるため、早朝成田空港に車
で送った時に、空港は国外への脱出を求める外国人
がたくさんいたことを思いだします。また、帰りに
都内へ向かう何十台もタンクローリー車の列を見た
ことが今もはっきり覚えています。
皆さんもあの時、何が起こっていたかもう一度思
い出して下さい。ご自身の体験を通じて、次への備
えにして頂きたいと思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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◆米山記念奨学部門から
ですが、次年度の米山記念
奨学生について当クラブは
世話クラブに選定されませ
んでしたと連絡がきました。
◆国際大会で毎回、日本人
朝食会が行われますが、
ソウルで開催される大会では
朝食会は中止になりました。日本から8,000人以上の方
が参加されますので、一堂に会する会場がなかったた
めとのことです。
◆鴻巣水曜ＲＣからの連絡です。
「ふれあい鴻巣ウォー
キング」が4月23日（土）8:30〜開催されます。参加希望
者は4月11日までにお申し込みください。

委員長報告
地区米山記念奨学部門 大塚信郎担当諮問委員
ロータリー財団へのクラ
ブの寄付額は目標に達して
いるのですが、寄付率とい
うのがあり、当クラブは寄
付率が低いので、会員全員
が毎月千円ずつ５カ月間で
も寄付していただけると、米山記念奨学会への理解率
があがり、寄付率があがります。幹事報告にもあったよ
うに、次年度は米山記念奨学生が選定されませんでし
た。
２年連続で奨学生の世話クラブになると、
３年目は
平均寄付額が42,000円以上になると３年連続でまた
受け入れられるのですが、そこまでは難しいので、次年
度の世話クラブはご勘弁していただきたいと思います。
米山記念奨学委員会 富永 建委員長

大塚信郎パストガバナー
から本日10万円の寄付を
いただきました。ありがとう
ございます。クラブとしての
米山への寄付の達成率は
１００％を超えているので
すが、いま大塚諮問が仰ったように「理解していない」
と
判断されてしまいましたので、少額で結構ですのでぜひ
たくさんの方に寄付をしていただきたいと思います。
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職業奉仕委員会 萩原 修委員長
３月24日の移動例会は、
明治製菓とサイボクハムの
見学になります。
まだお申
し込みをしていない方はお
早めにお願いします。
それと先週卓話いただ
いた島崎さんの絵画展に、友情展示ということで土橋恵
さんがダイナミックな籐編み作品を展示することになり
ました。絵画展には大勢の小中学生にお越しいただき
たいので、本日お渡ししたハガキをぜひお配りいただき
たくお願い申し上げます。

例会主題〜卓話
さきたま古墳群の世界遺産登録推進キャラバン
RI.D2570地区 行田ロータリークラブ
世界遺産登録推進委員会 委員長 小菅克祥様
皆さんこんにちは。隣の
RI.D2570地区より参りま
した。地元行田では、
さきた
ま古墳群・世界遺産サポー
ターの会と協力しながら、
行田RC、行田さくらRC、吹
上RCの３クラブが参加して地区の委員会として推進し
ています。
まずはDVDをご覧ください（DVD上映）。
世界遺産と類似のもので無形文化遺産というものが
あります。
どちらもユネスコの事業で、相違点として、世
界遺産の対象は有形の不動産となります。県内の対象
案件はさきたま古墳群が挙げられます。日本にある世界
遺産は、
１９遺産あります。次に世界遺産に認定してい
ただきたい「暫定リスト」
というのがあり、現在１０件あり
ます。
さきたま古墳群についてですが、金錯銘鉄剣が出土
された剣があり、
ヲワケという方の名前が刻まれていま
す。
またワカタケル大王（雄略天皇）に仕え天下を治める
のを補佐したと記されています。九州の熊本県から出土
した剣からも同じワカタケルという名前が記されていて
、埼玉から九州まで大和朝廷の影響下にあったというこ
とが証明されたことになり、重要になっています。
また８代の系図が記されていることが重要な意味合
いをもっています。第１代〜９代までの天皇陛下は実在
しなかったというのが今の歴史学の常識になっている
のですが、金錯銘鉄剣の中に「私の上祖はオホヒコです」

と書かれています。オホヒコというのは第８代・孝元天皇
陛下の長男です。
これは古事記・日本書紀にも書かれて
います。
ということは、歴史学上ではいなかったとされる
天皇の長男が実在したと鉄剣に記され証明されている
ことになります。
「欠史八代」
とは言われていますが、
どう
やら違っているかもしれない、本当に天皇は実在してい
たかもしれないということになり、考え方が大きく変わり
つつあります。
１１の古墳のうち９つは国指定史跡に指
定されています。
世界遺産になるための道すじですが、
まずは地元自
治体が国へ提案します。次に文化庁が提案書を審査し
て暫定リスト入りするのですが、残念ながらさきたま古
墳群はまだリストに入っていません。
もし暫定リストに入
ると、次に政府がユネスコに申請を行い、世界各国の申
請の中からユネスコが最終決定することになります。
最近は無形文化遺産が特定の地名を外し、カテゴリー
で認定されてきています。
さきたまの場合も、
「古墳時代
」の埋葬文化の中の典型的な代表例の一つとなると、
「
古墳」
という大きなカテゴリーで取得を目指して進んで
いけば世界遺産登録への道が拓けていくと考えていま
す。最終的には世界遺産を目指していますが、
まず私た
ちがとらなければいけないのが国の特別史跡です。現
在も古墳を発掘していて発見しても埋め戻しています。
それは保存するのにお金がかかるからです。保存をする
ために国指定特別史跡になって予算をつけてもらわな
ければならないと考えています。
どうかご協力いただき
たくお願い申し上げます。
ご静聴いただきありがとうご
ざいました。

卓話ありがとうございました。
さきたま古墳群が世界遺産になりますように！

スマイル
行田RC 小菅克祥様 橋本一雄様

大塚崇行会員 （来週欠席の為）誕生祝いありがとうございます

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数

関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／武重会員／

前々回確定
修正（％）

富永会員

世界遺産キャラバン隊受入れありがとうございます。

義母の葬儀、告別式にはたいへんお世話になりました

大塚信郎会員／小林会員／井上会員／村岡会員／萩原会員／

３7
13

出席数 24
（％） 64.86
欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

100

尾花会員／島村会員／齋藤博重会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／
宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／門崎会員／春日会員

ロータリ−米山記念奨学生修了式が
開催されました
平成28年3月13日 於：ラフレさいたま
周 彬 君、おめでとう！
細野カウンセラー、島村会員、お疲れ様でした。

（写真撮影 島村会員）
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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