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第1406回

2017年1月31日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話　クラブフォーラム

｢創立30周年記念式典及び記念事業

について｣

創立30周年記念実行委員会

第1407回

2017年2月7日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ロータリーの目的･四つのテスト

卓　話｢芸能界とスポンサー企業との

繋がりの社会について｣

㈱リノア　代表取締役　長命勇志様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1405回･ 2017年1月24日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー　町田信行会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

米山特別寄付金表彰　横田　元会長

ロータリー財団寄付認証　横田　元会長

次年度地区役員委嘱書の伝達横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

ご挨拶　浦和北RC　寿原英樹様
〝　　宮島　誠様

委員会報告
内田康信第2 Gガバナー補佐
富樫　孝IM実行委員長
篠原唯史創立30周年記念実行委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

山中重則副委員長

出席報告　鈴木寿和会員

卓　話　会員卓話｢古代文明と現代科学｣
クラブ広報委員長
森　　裕

点　　鐘13:30　横田　元会長



′⊂_三十鼻_

本日は､ IM実行委員会でお世話になっております浦和

北ロータリークラブ寿原英樹様､宮島　誠様ようこそお

いで下さいました｡歓迎いたします｡

先日､我がクラブのチャーターメンバーである密藤詔

さんが､ご逝去されました｡享年91歳だそうです｡現在

会員では有りませんが､大いなる貢献をかんがみて､ク

ラブよりお花と香典を出させて頂きます｡本日24日お通

夜で､明日25日告別式です｡ご冥福をお祈り致します｡

さて､昨年を振り返りまして､様々な出来事が在りま

した｡思い出して見ますと､ローマ法王が来年のクリス

マスを迎えることが出来るであろうかと衝撃の発言をな

さり､現在進行形で有る様な気がしますo

また､パリ同時多発テロを初めとする中東やヨーロッ

パでのテロ｡イギリスが国民投票の結果EU離脱｡そし

てアメリカ大統領に共和党のトランプさんが当選､先週

の20日に大統領就任式が行われた訳ですが､株式会社ア

メリカのCEO誕生と言った所でしょうか｡いずれにしろ､

アメリカの景気が非常に良くなるだろうと予想します｡

こんな事を言っている人が居ます｡世界は歴史的に見て､

必ずイギリスから変化する｡産業革命しかり第一次グロ
-パル化も､福祉国家社会もイギリスから変わりました｡

現首相のテリーザメイさんが､国会においてナショナリ

ズムの国に成ると発言をし､イギリスBBC (日本でいう

所のNHK)の解説者が､グローバリズムとは格差を広げ

結果的に国民を貧困にするので結果的に間違っていると

コメントをしています.この様なソースを我が国のメデ

ィアは一切報道しません｡

なぜイギリスからと思う方も居るでしょう｡当然の事で､

覇権国家アメリカを牛耳って居る国がイギリスだからで

しょう｡その証拠の1つに､アメリカFRBの株80%を牛

耳って居るのはロンドンのシティバンクを初めとする多

国籍企業です｡そして世界で必ず周回遅れで変わって行

くのは日本とドイツで有ると､日本の著名な解説者は言

っています｡

話は変わりますが､私たちの国は85年以降､世界一の

債権国家で有る事はご承知の通りです｡ちなみに日本が

2国間で最も援助金が多い国は､隣国中国で2007年時点

で6兆円の支援､現在進行形です｡韓国にはインフラ整

備を含めると､なんと83兆円だそうです｡

2017年はネオ･コンサーバティブ､つまりナショナリ

ズムの風が吹くと考えますが､皆さんはどう思いますか｡
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□2017-18年度地区ロータリー財団補助金管理セミナー

のご案内　2月24日(金)市民会館おおみや13:00開始､

15:50終了予定

□計報

当クラブ創立会員である賓藤詔治会員がご逝去されまし

た｡享年91歳｡謹んでご冥福をお祈りいたします｡

通　夜　1月24日(火) 18:00

告別式　1月25日(水) 10:30-12:00

会　場　文殊寺会館

□1月のロータリーレートは､ 1ドル-116円

浦和北ロータリークラブ

寿原英樹様

内田康信会員

財団奨学平和フェロー学友委員

上野拓也会員

公共イメージ委員



END POuO NOW

ミ｢古代文明と現代科学｣パートII

森　　裕会員

Out-of-place artifacts

私たちが学校で教わった人類の歴史では､今から300万

年ほど前に私たちの先祖である､ホモ･サピエンス(覗

生人類)が誕生し､長い長い原始的な石器時代を経たあ

と､ 5000年ほど前にようやく文明というものが発達し

始めました｡メソポタミア･エジプト･インド･中国の

四大古代文明から始まり､段階的に進歩を重ねて､現在

の私たちが享受している高度の文明にまで達しました｡

しかし､常識となっているこの文明史観は本当に正しい

のだろうか､と思わせるようなものが世界の各地で発見

されています｡古代のその時代のものであることは間違

いないが､その時代の科学知識や技術のレベルをはるか

に超えたものです｡ Out-of-place artifacts　場違いな工

芸品と呼ばれているものです｡

■恐竜土偶　メキシコ･アカンパロ市博物館蔵

メキシコのある古代文明は､恐竜を型どった土偶をたく

さん残しています｡古代の製作者は人類の出現よりはる

か昔に絶滅した恐竜をどうして知っていたのか｡

■古代の電池　イラク国立博物･ベルリン博物館館蔵

イラクの首都バクダッドの郊外にある2 00 0年前の古

代パルティア遺跡などから1 0数個出土｡考古学者がこ

れを復元したところ､電池と判明｡

■工事不可能な用水路　　インカ文明

ペルーの首都リマから北へ6 0 0キロのアンデス山中に

潅概用水路があるo　この水路は､岩肌が豆腐を切るよう

にきれいに切断され､勾配､方角などが綿密に計算され､

つねに水の流量が一定に保たれるよう設計されているo

高度な数学と技術力で作られたものである｡

人類の歴史では､知識や技術は増加･減少､隆盛･衰退

を繰り返しているようです｡

数千年前､古代マヤ人は星の動きを観察し､ほとんど誤

差のない2500年分の歴をつくりました｡この天文学上

の素晴らしい業績も長い間に忘れられ､再び作り出され

るまでに何百年もの歳月を要しました0

12-13世紀に突如として姿を消したアメリカ･インデ

ィアンのアナサージ族も天文学や高度な数学に精通して

いて､天体の動きから歴をつくっていたことが､残され

た構造物からわかっています.アナサージとは､ ｢地球

外から来た先祖｣という意味だと伝承されています｡

私たちの知っている文明以前に､何らかの理由で消え去

った､ほかの高度な文明があったのではないかと- ･ ･

飯田晃生会員PHF　　　　　鈴木寿和会員PHF

吉村千秋会員MPHF+2　　山中重則会員MPHF+4

大島雅文会員MPHF+5　　浅見　定会員MPHF+5

関亦数斗会員MPHF+5　　斉藤忠治会員MPHF+ 7

内田康信会員ベネファクター

矢作謙一会員

第1回米山功労者

皆様のお力でIMを大いに盛り上げて頂きますようお願い

申し上げます.
｢tE臣ちぎ套きききき萱…W…｣
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富樫　孝IM実行委員長

浦和北RC寿原様､宮島様本日はあ
りがとうございます｡ 2月18日の仇も

内田康信ガバナー補佐主催､ホスト
クラブ浦和北東RCです｡よろしく
お願いいたします｡

1篠原唯史創立30周年記念実行委員長

qi

浦和北RCの寿原英樹様､宮島　誠様

本日はようこそいらっしゃいました｡

HLP芙孟冨警芸言冒望琵霊要言'bV詣
とうございました｡ 2月18日(土)はIM､ 6月2日は創立

30周年記念式典･祝賀会です｡皆様のご協力をいただき､

盛大に挙行しましょう｡



寿原英樹様(浦和北RC)第2グループ単独でのnIです｡

皆で盛り上げましょう｡

宮島　誠様(浦和北RC)本日､浦和北RCよりメーク

アップさせて頂きます｡宜しくお願い申し上げます｡

横田　元会長　こんにちは｡寿原様､宮島様ようこ

そ｡本日の卓話､森広報委員長よろしくお願い致

します｡

斉藤忠治副会長　浦和北RC寿原様､宮島様本日はよ

うこそ浦和北東クラブにおいで下さいました｡ IM

ではお世話になります｡よろしくお願いいたします｡

鈴木義男会長エレクト　本日の卓話､森　裕会員の｢古

代文明と現在科学｣ ､楽しみにしております｡宜

しくお願いします｡浦和北RC寿原様､宮島様よう

こそ｡

大島雅文会員　当クラブの発起人､第3代会長斉藤詔

治元会員が逝去されました｡創立にあたり大変ご

尽力された方です｡こころよりご冥福をお祈りし

ます｡

星野和央会員　森さん､学術的な卓話はロータリー

でどこまでなじむか｡期待し､楽しみにしています｡

豊田愛祥会員　関亦さん､久しぶりです｡もっと頻

繁に顔を出してくださいよ!

関亦数斗会員　浦和北クラブ寿原さんようこそ｡歓

迎申し上げます｡

関亦数斗会員　森さん､卓話楽しみにしています｡

篠原唯史会員　浦和北RC寿原様､宮島様ようこそい

らっしゃいました｡歓迎申し上げます｡創立30周

年記念チャリティゴルフ大会に多数の皆様にご参

加いただきありがとうございました｡

浅見　定会員　森会員､本日の卓話よろしくお願い

します｡

内田康信会員　浦和北RC寿原様､宮島様､ IMではお

世話になります｡本日は､ありがとうございます｡

森さん卓話楽しみにしております｡

囲谷昭吾会員　大寒に入り､毎日寒い日が続いてお

りますので体調にはご留意しましょう｡浦和北RC

寿原様､宮島様いつも大変お世話になっております｡

今日の卓話､クラブ広報委員長の森先生､期待し

ております｡宜しくお願いします｡

町田信行会員　皆様こんにちは｡森さん､卓話よろ

しくお願い致します｡

森　　裕会員　スミマセン､卓話します｡

富樫　孝会員　浦和北RC寿原英樹様､宮島　誠様､

IM実行委員会では大変お世話になっております｡

本日はお忙しい中ありがとうございます｡

上野拓也会員　皆さんこんにちは!!浦和北RC寿原様､

宮島様ようこそおいで下さいました｡歓迎致します｡

吉田律子会員　厳しい寒さが続いております｡我が

クラブの大先輩､斉藤様の計報が届きました｡心

からお悔やみ申し上げます｡毎日寒い日が続いて､

人の一生が終わる事に感無量でございます｡しっ

かりと楽しく生きたいものですね｡本日の卓話､

古代の文明に期待いたします｡森会員よろしくお

願い申し上　げます｡

神坂達成会員　新年あけましておめでとうございます｡

旧年中は例会の欠席が多くなり申し訳ありません｡

本年もどうぞよろしくお願い致します｡本日お越

しいただきました浦和北RC､ IM実行委員の寿原

英樹様､宮島　誠様ようこそいらっしゃいました｡

IMお世話になります｡どうぞよろしくお願い致し

ます｡

杉田将大会員　皆様こんにちは｡この度､富樫さん､

大熊さんのご推薦を賜り､晴れて伝統ある浦和北

東ロータリークラブに入会させて頂きました｡地

区テーマの｢楽しいロータリークラブ｣を築く一

助を担えるよう一生懸命頑張りますので､皆様の
ご指導ご鞭鍵をよろしくお願い申し上げます｡

繰越金757,000円　本日48,000円　計805,000円

出席報告

例会日 剔告� 偬����欠席 挽薐�出席免除 偬��越b�

普 ����r�45 �#��10 �"�2 都R緜�R�

孟 ���#B�43 �3��10 ���2 都R緜�R�

例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 1 1

墓琵掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2-413
ロー9lJ-

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野峰横鈴音清星岡森


