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例会日：木曜日
　　　　午後12時30分開会
会　場：アドバンテスト
　　　　　　　行田クラブハウス

会長挨拶 黒渕陽夫 会長

　皆さん今日は。
　ここ２、３日大変寒い日が続いております。一年
のうちでも一回あるかどうかの寒い日だそうです。
新潟中越地震で被災なされた方々は、この雪に大変
な思いをされているとの報道がなされており、日本
の中でも豪雪地帯である被災地の方々の一日も早い
復興をこの雪が妨げておるようであります。早く春
が来ることを願ってやみません。
　また一方では４年５ヶ月振りに三宅島からの避難
勧告が解除になり、島民が昨日帰島し始めました。
まだまだ完全に安全ではないようですが、やはり生
まれ育ったところは離れられないということでほと
んどの方は帰島されるようであります。短いようで
長い４年半の間、故郷を思う強い気持ちが帰島を可
能にしたのではないかと思います。しかし４年半の
期間は確実に住まい等を劣化させておるようでシロ
アリの被害等も出ており、新たに住まいを建築せざ
るを得ないようで、その資金が問題になっているよ
うであります。

　話は変わりますが、昨日、地区の国際ロータリー
１００周年記念碑の除幕式に渡辺会員と二人で行っ
てまいりました。大変寒い日でありましたが、式典
そのものも参加者の少ない、少し寒々として盛り上
がりの無い式典だった気がいたします。なんだか、
大変寂しい記念碑であり皆さん気づいてくれるのか
なといった心配が先にたちました。少しはなれたと
ころに川越ロータリークラブの５０周年記念碑があ
り、川越クラブの１００周年と間違われてしまうの
ではないかと要らぬ心配もしてしまいました。川越
に行った節にはお立ち寄りいただき、ごらんになっ
てください。
　今月のガバナー月信の７ページに、１２月に行わ
れた諸貫ガバナー補佐主催の、ＩＴ講習会の内容が
載っております。ご覧になっていただければと思い
ます。
　さて今日は節分です。最近は近所ではあまり豆ま
きを見かけなくなりましたが、節分は季節の分かれ
目の意味で、元々は「立春」「立夏」「立秋」「立
冬」のそれぞれの前日をさしていたそうであります。
節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、
冬から春になる時期を一年の境とし、現在の大晦日
と同じように考えられていたからだそうです。
　立春の節分に豆をまく「豆まき」の行事は、「追
儺（ついな）」と呼び、中国から伝わった風習で、
疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、慶雲
３年 (706) に宮中で初めて行われたそうであります。
鰯（いわし）の頭を、柊（ひいらぎ）の小枝に刺し
て戸口に挿す風習は、近世以降行われるようになっ
たもので、これも魔除けのためということでありま
す。
　今日は、行田市博物館にお願いしての出前講座の
第二回「江戸・幕末」と題して鈴木紀三雄学芸委員
さんにお願いいたしております。江戸時代に忍藩が
どのような役割を担っていたか知っておくことも、
行田の市民として必要なことだと思います。ぜひ、
ご静聴をお願いいたします。
　最後になりましたが、鴻巣水曜ロータリークラブ
の皆さんが「ふれあいウォーキング」のＰＲのキャ
ラバンに参っております。今回は埼玉古墳公園を折
り返しとしての開催だそうで、皆様の沢山のご参加
をお願いいたします。

来訪者のご紹介
鴻巣水曜ロータリークラブ　伊藤精二 様
　　　　　　　　　　　　　加藤　勉 様
　　　　　　　　　　　　　植竹知子 様
　　　　　　　　　　　　　山口光男 様

米山奨学生　フランチェスカさん
　　　　　　グエン君



卓　話

鈴木紀三雄 行田郷土博物館学芸員

「行田の歴史を学ぶ（２）
　　　　　　　　　―江戸幕末―」

卓話講師紹介（永島健雄 会員）
　我、行田郷土博物館には近在にない３人の有能
な学芸員を有しております。その事は行田市民の
誇りとするものであります。
　その中の御一人が本日卓話をなされる、鈴木紀
三雄学芸員であります。鈴木学芸員は行田市報に
も郷土の歴史記事を連載されて好評を博している
人物であります。郷土の歴史や自分の家の歴史を
知ると言う事は重要なものであります。そう言う
意味でも本日の卓話は興味をそそるものであり、
期待致しております。

　今日は江戸幕末の忍藩について、お話を申し上げ
たいと思います。
　昨年、ＮＨＫに於いて「新撰組」なるドラマが放
映され、多くの人達が関心を示され全国各地におい
ても幕末関係の展示会や講演会が開催されました。
我行田郷土博物館においても展示会を開催し、「幕
末の忍藩」という１冊の出版物を発行致しました。
　幕末と一口に申しますが、その内容は広範囲に及
びます。今回は幕末の中でもペリー来航前後の歴史
について話していきたいと思います。
　ペリー来航とは、１８５３年（嘉永６年）６月に
ペリー艦隊が浦賀に来航し、小船で日本に上陸した
事を言います。
　ペリー来航以前にも異国船が日本近海に渡来して
いる情報は、長崎出島のオランダ商館のカピタン (東
インド商社の日本支店長）を通じて江戸幕府に伝え
られていたのであります。その事はオランダ風説書
（報告書）に詳しく記述されています。
　それによれば、江戸幕府は１年前にペリーが日本
に来る事を知っていた事実が分かります。ペリーの
来航は何が何でも日本を開国することにありました
ので、安房の州崎から相模の安房崎を結ぶ乗り止め
線（第一防御線）を突破し、さらに上総冨津から相
模の観音崎を結ぶ打沈め線（第二防御線）をも突破
し、江戸湾に侵入して来ました。
　江戸幕府は最初のうちは世間に噂が流れて人心が
騒がしくなる事を恐れ黙殺していましたが、警備だ
けは油断の無い様にとの通達を海防４藩（彦根藩、
会津藩、川越藩、忍藩）に出していた。しかし江戸

湾最深部までの異国船の侵入は幕府や諸藩に大きな
衝撃を与え、江戸湾の海防の見直しと強化を迫り、
ペリー再航（幕府は１年の猶予を与えられた）に備
えて江戸品川沖に台場を建造する事を決定し韮山代
官の江川太郎左衛門（日本でアンパンを初めて作っ
た人）を築造計画発案者に任命したのである。
　我忍藩では幕府に対して、松平忠国が嘆願書「異
国船が渡来し幕府が大騒ぎになっている時に、由緒
ある家柄（江戸場内での席次が最高ランクの溜間詰
であった）である忍藩が江戸を離れて遠隔の地（房
総半島・冨津竹ヶ岡）の警備に当るのは残念である、
警備場所を江戸近辺に変更してほしい。」を提出し
て、第三台場の警備を任されたことが東京大学史料
編纂所の史料の中に残されている事が近年分かった。
　幕末の歴史の中で忍藩が重要な位置にあったとい
う事は、行田市民にとって忘れてはならない史実で
あります。
　時間がきましたのでこれで終了させて頂きます。
御清聴ありがとうございました。

結婚・誕生祝い

結婚祝　武笠会員、田山会員、古沢勇会員

誕生祝　内山会員、清水治会員、江袋会員
　　　　古沢勇会員、小林会員

代表挨拶（古沢勇治会員）
結婚祝、誕生祝のＷ祝で誠にありがとうございま
す。今年で５８歳になりますが、結婚生活は３３
年になります。私共夫婦は家庭円満の秘訣を夫婦
の会話に求め、色々な事を晩酌をしながら語り合
う様にしています。御陰様で我女房もＲＣ４つの
テストを暗誦する事ができます。今後も夫婦共々
ＲＣ生活を楽しんで行きたいと思います。



☆鴻巣水曜ＲＣ　加藤勉会員、伊藤精二会員、
　　　　　　　　山口光男会員、植竹知子 会員
　本日は、ふれあい鴻巣ウォーキングのキャラバ
　ンにお伺いしました。六年ぶりに埼玉古墳コー
　スになります。宜しくお願いいたします。
☆黒渕会長
　広世さん、新入会員おめでとうございます。
　鴻巣水曜ロータリークラブの皆様ようこそ。
　２月５日の金管バンドフェスティバル、宜しく
　お願い致します。
☆島崎幹事
　広世雅昭さん、入会おめでとうございます。
　首を長くして、お待ちしておりました
☆諸貫会員
　広世雅昭君の入会を歓迎いたします。大野君、
　バックアップを宜しくお願いいたします。
☆小池英輔会員
　広世雅昭さん入会を歓迎して。
☆渡辺会員
　鈴木学芸員様、有難うございます。
☆石塚会員
　孫娘が、明の星高校への入学が決まりました。
☆永島健雄会員
　広世さん、入会おめでとうございます。
　昨日、東京国際フォーラムに人体不思議展を見
　学してまいりました。ご先祖様に感謝！　誠に
　人間はすばらしい。
☆小川会員
　遅刻いたしました。
☆小山会員
　オーストラリアの交換学生、２９日、無事帰国
　いたしました。行田ロータリークラブの皆さん
　に大変お世話になりました。心から御礼申し上
　げます。

☆内山会員
　誕生祝、有難うございます。２月１日で５４才
　になりました。健康に気をつけて頑張ります。
☆鈴木会員
　幕末の話、おもしろく聞かせて頂きます。
　用事あり早退します。
☆山本憲作会員
　明日から春です、嬉しいですね。
☆岡田会員
　小学校のスキー学校に１週間いって来ました。
　天気もよく、すばらしいスキ－学校でした。
☆大野会員
　広世様、入会おめでとうございます。皆様宜し
　くお願いいたします。
☆宮内会員
　今年２回目の出席です。２月は頑張ります。
☆広世委員
　本日より入会させていただきました。
　宜しくお願いいたします。
☆卓話ご苦労様です。
　山田会員、武田会員、小池利昌会員、植田会員
　小椋会員、小島会員、中島会員
☆古沢勇治会員
　結婚、誕生、ダブルでお祝いしていただき有難
　うございます。結婚３３年、５９才になりまし
　た。これからも宜しくお願いいたします。
☆誕生祝い有難うございます。
　小林会員、清水治雄会員、稲垣会員
☆江袋会員
　５５回の誕生日になります。
☆結婚祝い有難うございます。
　武笠会員、大谷会員、斉藤会員、田山会員

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥１０７０００

　大野会員の勧誘を頂いて、行田ＲＣに入会致しま
した。宜しくお願い致します。
　ＪＲ行田駅前の１７号交差点を吹上方面に向かい
50m 前後の場所に会社、事務所を置いてコンピュー
ター関連の仕事（製作、販売）をしております。
　御指導の程をお願い致します。

新会員入会挨拶 広世雅昭 会員
米山奨学生に奨学金授与
（グエン君、フランチェスカさん）



委員会報告
渡辺栄一 １００周年記念事業委員長

鴻巣水曜ＲＣ
　　　　（加藤勉会員、植竹知子会員）

　２月２日に黒渕会長と私の２人
で川越市民会館前庭で開催された
２５７０地区の１００周年記念事
業顕彰碑の除幕式に行って来まし
た。我、行田ＲＣでも１００周年
記念事業として前年、前々年の２
回にわたり行田市立図書館に図書
を寄贈致しました。読書推進運動
を今年も展開していきたいと考え
５月中旬頃にイベントを開催する
予定です。その事もあり１００周
年委員会の委員各位様に、２月15
日 (水) 、富士見寿司に集合して頂き、炉辺会合を開
催します。後日御案内を申し上げますが出席の程、
宜しくお願い致します。

　来る３月26日 (土) 、第12回ふれあい鴻巣ウォーキ
ングを開催致します。
　今年は「風のささやきと古代の詩が聞こえてくる」
をテーマに、さきたま緑道から、さきたま古墳群が
ウォーキングコースの中に入っております。多勢の
方々の参加と協賛の程を宜しく御願い致します。

幹事報告 島崎政敏 幹事

①理事会での承認事項
　　１．前回議事録
　　２．３月、４月プログラム
　　３．新入会員の推薦（１名）
　　４．行田・白河親睦ゴルフ
　　　　　　　　　（３月２５日　ロペGC）企画案
　　５．会員名簿の作成
　　６．ライオンズクラブチャリティゴルフに協賛
　　　　金（１万円）を拠出
②ガバナーノミニーに鈴木勲二氏 (和光RC) 指名さる
③小池英輔会員が新潟地震被災地に靴下１万足を寄
　付し長岡RCより感謝状とバナーが届く
④ふれあい鴻巣ウォーキング（３月２６日）のキャ
　ラバン隊として来訪した鴻巣水曜RCの植竹知子会
　員よりクーポン付ショッピングガイドを多数頂く。

正会員数　　　７５名
本日の出席者　３９名

メークアップ　　　　３名
出席率　　　５５．２６％

出席報告

鈴木紀三雄 学芸員の卓話

新入会の広世会員


