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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

　皆様今日は！
　今日は「桃の節句」であります。日本には古くか
ら、１月７日の人日 (じんじつ) (七草) 、3月３日の
上巳 (じょうし) (桃の節句) 、５月５日端午 (たんご)
(菖蒲の節句) 、７月７日の七夕 (しちせき、たなばた) 、
９月９日重陽 (ちょうよう) (菊の節句) の五つの節句
があり、貴族間で季節の変わり目にあたり身のけが
れを祓う行事でありました。そのうちの一つが桃の
節句であります。
　桃の節句で飾るお雛様は、赤ちゃんに降りかかろ
うとする災厄を代わりに引き受けてくれる、災厄よ
けの守り神のようなものであり、子供の無事成長を
願ったものであります。詳しくは小菅会員にお聞き
して頂きたいと思います。
　さて、先週の２４日に開催いたしました２５７０
地区、第５グループのＩ・Ｍにつきましては、会員
の皆様の暖かいご理解と、心からのご協力によって
無事成功裏に終了することが出来ました。大変あり
がとうございました。
　前日のリハーサルから本番にかけて、多くの方に
参加いただきました。さらに当日は管楽器の搬入に
際して日頃使ったことの無い筋肉を使って頂きまし
た。体つくりに役立ったかは定かでありませんが、

皆様方の献身的な行動に大変感激いたしました。ま
ことにありがとうございました。
　また中央小学校の生徒さんたちの素晴らしい合唱
奏「明神様の川えび」と、懇親会での金管バンドの
演奏は参加いたしましたロータリアンの方に、大変
感動を与えたようであります。
　行田の音楽文化の水準が皆様に理解されたようで
大変感激いたしました。スクールバンドフェスティ
バルの後援を行ってきた甲斐が、ここにも出たので
はないかと思います。
　テーマと致しました「水、まちづくり」は、今世
界中のコンセンサスを得なければ維持できない、現
状の環境と将来の環境問題に一石を投下したと思っ
ております。このＩ・Ｍを契機として、これからも
環境問題には関心を示していく必要があると思いま
す。また行田の将来像を語る意味でも、武蔵水路の
有効活用を今しっかりと把握しておく必要があると
思います。
　さて２０日から２６日まで台湾の３４８０地区の
主催による日台青年研修会に行った青年の方々も、
無事帰国いたしました。本日は簡単に報告を頂きた
いと思います。
　また、４月１８日～２５日まで国際ロータリー第
３３１０地区のＧＳＥ派遣団の皆様が、第５グルー
プに参ります。皆様方の暖かい歓迎を御願いいたし
ます。尚ＧＳＥ派遣団員のホームステイのご協力を
して頂ける方は、山田会員までお知らせ願いたいと
思います。
　本日から２名の新入会員が加わりました。鈴木貴
大さんと田中敏男さんです。皆さんどうぞ宜しくお
願いいたしたいと思います。
　なお本年度の新入会員は親睦委員会と１００周年
特別委員会に属して頂きますので、宜しく御願いい
たします。
　さて今日は行田の歴史を学ぶシリーズの最後であ
ります。博物館の鈴木学芸員さんにお願いいたして
「明治以降のことについて」お話を伺うことになっ
ております。どうぞ宜しくお願い致します。

正会員数　　　７８名
本日の出席者　３２名

メークアップ　　　　６名
出席率　　　４８．７２％

出席報告

来訪者のご紹介

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 郷土博物館学芸員

「行田の歴史を学ぶ　－明治－」

　前回、ペリー来航前後の江戸幕府と忍藩の歴史事

情をお話申し上げましたが、今回は明治時代初期の

城郭の解体などについてお話を申し上げたいと思い

ます。

　江戸時代においては武家諸法度なる法律が存在し、

各城郭の建設や修理等については江戸幕府の許可を

得るものと決まっていました。江戸幕府が滅亡し明

治新政府になると最初のうちは各藩に城郭の管理を

任せていたのですが、各藩でも修理する事が出来ず

我が忍藩でも明治３年８月５日付で忍城を破壊せる

にまかせ、今後修理をしない旨の願出状を明治政府

兵部省に出しております。

　兵部省とは、後の陸軍省（山県有朋を中心として

出来た省庁）の事で、城郭は軍事施設として取扱わ

れていた。しかし、城郭管理資金の不足から、大蔵

省の管轄に移り明治５年１１月、陸軍省と大蔵省と

の打合せにより城郭存廃に関する条約書が作成され、

それにさかのぼる事、明治５年３月に全国の城地、

兵器等の実地調査がなされ当忍城は、その調査報告

書の中で「城郭の四面尽く沼地にして水満てり、土

地極めて卑湿、住々水難あり、其地城外高燥の地な

し、廃しては如何」とあり、軍事的観点から存続の

必要性はなしとして城郭解体が認められた。

　しかし大蔵省は管轄であるから、忍城建物入札制

を取り各建物に入札価格が提示され、落札されその

売上金は大蔵省が管轄する事になった。当時の忍城

の写真が現存し（今の東照宮辺り）樹木が代採され

ており何も無い平地で、大蔵省管轄前に兵部省の役

人が売り払ってしまった事が伺える。全国各地の城

郭も運、不運数奇な巡り会わせを持ち存在する城郭

の中で彦根城は明治天皇御幸行のおり、名城である

から残す様にとの御意向で現存、また松本城は保存

運動の展開による盛り上がりで現存する処となり、

姫路城は山上にあり解体工事に大変な資用がかかる

ため現存する事となり、今に到っております。

　戦後、全国各地に於いて多くの城郭の復元事業が

なされ、コンクリ－ト製の城郭が建設されました。

現在ではただ復元すれば良いというのでは無くして、

古文書や遺跡等を調査研究して出来る限り創建当時

の城郭に近い物を復元しようとする考え方が多くと

られています。

　３０分という時間設定がありますので、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。

○質問

Ｑ　現在、体育館跡を発掘調査しておるようですが、

　　その結果は？

Ａ　発掘場所が狭く調査にも限度がありますが、沼

　　橋門に通じる道路跡などが発見され、当時の忍

　　城に通じる道路網が理解できるものと思います。

Ｑ　忍城に関する現存遺物は？

Ａ　忍城建物で現存する物は、門が２つあります。

　　１つが行田郷土博物館庭内にあり、２つ目は加

　　須市不動岡の総願寺にあります。

田中敏男 氏

　色々な御縁を頂いて今日から皆様方の仲間入り

をさせて頂いた田中です。

　仕事は自動車関係（販売、板金、整備など）の

営業をしております。皆様方に御指導を頂き色々

な勉強や活動をして行きたいと思いますので、宜

しく御願い致します。

鈴木貴大 氏

　今日から皆様方と一緒に奉仕活動をして行きた

いと思います。

　佐間地区に於いて㈱協同バス、㈱協同観光バス

を営業致しております。若輩者ですが本日より皆

様方の御指導を頂いて頑張って行きたいと思いま

すので、宜しく御願い致します。

新入会員

田中敏男氏(左) と 鈴木貴大氏(右)



①本日の理事会での承認事項
　　１．２月定例理事会議事録
　　２．２月17日臨時理事会議事録
　　３．４月・５月例会プログラム
　　４．後期結婚祝いパーティ
　　５．地区大会への登録
②２月18日、行田市南河原村合併協定調印式に、会
　長代理で出席。上田知事が調印に立会い、挨拶で
　さきたま古墳に言及。世界遺産級の価値があると
　の見解を述べる。
③次回の例会は３月10日、12時食事、会場は「みら
　い」、卓話講師は経済学者の工藤啓氏。食と農業
　の問題を中心に日本社会の直面する、さまざまな
　問題について語っていただきます。

幹事報告 島崎政敏 幹事

委員会報告
親睦委員会（斉藤委員長）

国際奉仕委員会（蔭山委員長）

　本日の理事会に於いて、後期結婚祝を４月７日午
後６時（受付開始）から鴻巣ＩＳＭで開催する事が
承認されました。当日はアトラクションとしてジャ
ズ演奏があります。夫婦同伴で出来る限り多くの方
の参加を希望しております。
　また、本日の理事会に於いて親睦旅行が５月２６
日～２７日の一泊旅行（長野県上高地）が決定承認
されました。詳しくは後日報告させて頂きたいと思
います。

　２月１７日の例会で金子幸男氏（地区国際奉仕委
員）の卓話の中で、ネパールの里親制度についてお

小山博パスト会長

　先月の中頃、ベネチアのフランチェスカさん（米
山奨学生）の実家に行って来ました。話しでは小さ
なお店を経営しているとの事でしたが、フランチェ
スカさんの母親が自分で作った陶板に絵付けをして
焼いた物（手作り品）を販売していました。
　当地の芸術家の一翼を担っておるとの印象を受け
ました。

　ＲＣの会員皆様方の御協力を頂いて私の孫が日台
青年交流事業に参加させて頂き、特に黒渕会長をは
じめとする関係役員の皆様方には、空港までの見送
り、出迎えへと御骨折りを頂きありがとうございま
した。
　本来ならば当人が直接この場に来て御礼、報告を
申し上げる処ですが、諸般の事情もありＦＡＸにて
メッセージを送ってきましたので私が代読させて頂
きます。

　　台湾という国は、日本にとてもよく似ている
　国であるとの印象を強く感じました。今回の日
　台青年交流事業参加は台湾の文化、風習に触れ
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

話がありましたが、行田ＲＣに於いても来週あたり
からネパール里親制度（年額８６００円、ＲＣ目標
は５年間位）の募集。
　金子氏の説明にはありませんでしたが、ネパール
の学校支援（一口１０００円）についても御協力頂
きたく御願い致します。詳しくは私か、小林世界奉
仕委員長にお尋ね下さい。

石塚喜助パスト会長



☆黒渕会長

　24日のＩＭでは、大変お世話になり有難うござ

　いました。無事成功致しました。

　田中さん、鈴木さん、ようこそ入会頂きました。

☆島崎幹事

　田中敏男さん、鈴木貴大さん、入会おめでとう

　御座います。

☆石塚会員

　日台青年交流に参加させていただきました。孫

　が大きな土産を持って、元気に帰国、お世話に

　なりました。

☆永島健雄会員

　感謝します。お蔭様で９日に65歳、結婚も41年

　になりました。

　又２月24日ＩＭには皆様のご協力により大成功

　に終了し、誠に有難うございました。

☆山田会員

　卓話ごくろう様です。

　結婚祝有難う御座います。

☆小山会員

　田中・鈴木さんロータリークラブ、入会おめで

　とう。しっかり勉強して下さい。

☆湯本会員

　新入会員のお二人 (田中、鈴木) 歓迎いたします。

☆内山会員

　次女が日台交流でお世話になり、有難う御座い

　ました。

☆山本憲作会員

　春のやよいの、このよき日、今日は楽しいひな

　まつり。

☆持田会員

　唄と音楽のＩＭ・・・ＩＭのソングリーダー、

　大変気持ちよかったです。

☆小沢会員

　田中さん、鈴木さん、ロータリー入会おめでと

　う。心より歓迎いたします。休まずに例会に出

　席して下さい。

☆中島会員

　体調を崩し、例会を休み申し訳ありませんでし

　た。

☆結婚祝、有難う御座います。

　佐藤会員、渡辺会員

☆鈴木会員

　結婚祝を戴きましたが、家族内難民ですので、

　しばらく忘れてました。

☆蔭山会員

　誕生祝い有難う御座います。

☆境野会員

　43才世間知らずですが、宜しくお願いいたしま

　す。

☆鈴木学芸員様ご苦労様です。

　武笠会員、斉藤会員、小池利昌会員、坂本会員

　古沢勇治会員、小島会員、岡田会員、小椋会員

☆入会に当たり、宜しくお願いいたします。

　田中会員、鈴木貴大会員

反省会会費残金　　￥２６０００

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥１１８０００

　る機会を得た研修でありました。台湾に着いて
　一番最初に驚いた事はスクーターの多さでした。
　町中スクーターで埋め尽されているような状態
　でした。聞く所によると交通ルールも守られず
　交通事故が多いとの事でした。
　　台湾人は一般的に規則にも時間にもルーズで
　良く言えば大らかな気持ちを持つ人が多く、血
　液型もＯ型の人が多いとの事でした。（それが
　どうしたと言う訳では無いですが・・。）しか

　し、本質的な部分では台湾の国と日本の国は非
　常に似ていると思いました。それは勤勉である
　という事です。台湾人はとても勉強家で、今回
　の交流の場でも片言の日本語や英語を使い、時
　には紙に文字を書いて熱心に色々な質問を私達
　にしてきました。台湾人はとても気さくで心温
　かく親切でした。特に台湾ＲＣの人達が私達に
　温かく接してくださいました。
　　今回の研修で強く感じた事は、言葉の問題で
　した。中国語の会話の出来ない私は、時には寂
　しい思いをしました。今後、台湾に行く機会を
　得るならば中国語を勉強し、マスターしていき
　たいと強く思いました。また、この日台青年交
　流事業参加で楽しみにしていた李登輝前総統と
　の会見は、李氏が病気静養との事でお会いする
　事が出来ず残念でした。この日台青年交流事業
　に参加して多くの事を学び、多くの新しい友人
　を得る事が出来た事は、ＲＣの皆様方の御蔭で
　あり私の祖父母の御蔭であると感謝致しており
　ます。



代表挨拶：境野会員
　私の誕生日は３月４日でして、確か昨年は３月４日が例会日でしたが代表挨拶の指名を避けたいため、
黙っておりましたが、今年はありがたい事 (？) に代表挨拶の指名を頂く事になりました。
　私も４３歳になりますが、今日まで行田ＲＣでは一番年齢が若く色々な面で笑って許して頂く事が出来
ましたが、今日からは気持ちを新たにして頑張って行こうと思いますので、今まで以上に宜しく御願い致
します。

結婚祝（当日出席者）
渡辺栄一会員、永島健雄会員、佐藤孝太郎会員
山田晃会員、鈴木康雄会員

誕生日祝（当日出席者）
境野登章会員、永島健雄会員、蔭山好信会員

結婚・誕生祝


