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第４９５回 親睦例会

声高らかに ロータリーソング！

会 長 挨 拶
会長 佐川順一
今年度、第９回理事会が６時より開催され、慎重審
議の末、無事承認されました。さて、暫く病気療養
されていました加藤公一幹事が復帰いたしました。
ご覧のように大変お元気そうでなによりです。
また、
本日は明るいニュースがもうひとつございます。奥
田尚幸さんの審査が行われまして、これまた、全員
一致で可決承認されました。一方、ひとつ会員の皆
様には注文がございます。ロータリークラブの三大
義務のひとつに例会参加があります。会員である以
上、またロータリアンとして高い意識を継続する意
味で、少なくても年間スケジュールのうち、最低、
ガバナー公式訪問、年次総会、地区大会、グループ
内ＩＭだけは万難を排してでもご出席いただきませ
んとロータリアンとしての資質を疑いたくなります。
年末、月末、３月決算期はどなたもご多忙なことは
織り込み済みでお頼みもうしあげます。来る４月の
地区大会には必ずご出席のほど重ねて希望いたしま

本日のプログラム ３月１２日（水）
卓話「埼玉県における NPO 活動支援に
関して｣
埼玉県総務部 NPO 活動推進課
登倉 秀雄様

す。
本日、ある一本の電話がございました。私の息子
の名前０００を語り、
「ケータイを落とした。今から
言う番号を控えてくれ。０９０−００・・・」とし
ゃべり始めました。私は「おい、０００にしては声
が低いが、なんか変だな？」というと「風邪引いた」
と言う。
「今どこから掛けているんだ？」
、と聞くと
「仕事場だよ。
」と、つっけんどんに答える。再度「ど
この仕事場だって？」と詰めよると「うるせえな！
いつもの仕事場に決まってるだろ！」と怒り調子で
返事をします。この時点で、もう私はこれが自分の
息子ではないと確信しました。
「おい、誰だか知らん
が親に対してそんな口きくような奴を育てた覚えは
ない。君は誰だ？」と言うと「おう！、てめえー、
殺すぞ！」と凄み、電話を切りました。もちろん、
そのあと息子に電話すると明るい声で「えー？本
当？よくわかったね。
・・」と返ってきたことは言う
までもありません。これがいわゆるオレオレ詐欺か
なと思った瞬間でした。普段から親子、家族同士で
気楽に会話していれば、
たとえ電話を通していても、
声の感じ、話し方の微妙なニュアンスの違いから真

偽はすぐわかるものです。こうした詐欺が横行する
時代背景は何でしょう？久しぶりの家族の電話に疑
いもなく信用して電話の指示通りお金を振り込んで
しまったという話しはよく聞きます。家族の会話、
触れ合いが乏しくなった今、改めて普段から家族間
の絶え間ないふれあいこそがはこうした事件を未然
に防ぐことが多いということを感じました。

会長報告事項 第９回理事会 承認事項
１． 第８回理事会議事録
ー承認
２． 加藤公一幹事 お見舞いの件 会規定により
見舞い金 １万円 ー承認
３． 矢部 喜明会員 ご母堂葬儀の件 会規定に
より花輪一基と弔慰金１万円ー承認
４． 山口 茂会員 地区会員増強委員選出の件
ー承認
５． 奥田尚幸さん入会審査の件
ー承認
６． 地区大会４月１９日、２０日の確認
７． 万平公園桜祭り協賛の件 寄付金３万円 ー
承認
８．ＧＳＥ来日団員の件 −承認

委 員 会 報 告

親睦活動委員長 澤田將信
親睦委員会からのお知らせです。佐川年度の親睦
旅行は 5 月 18 日 19 日の日月です。観光バスで行く
堂ヶ島温泉 2 日間、多勢のご参加をお待ちしており
ます。
親睦旅行堂ヶ島温泉
日時 5 月 18 日 19 日(日月)

社会奉仕委員長 高田直樹
移動例会のご案内を申し上げます。
来る 3 月 19 日（水）は、桜の植樹で移動例会とな
ります。本年度の植樹は、場所も新たに別府沼公園
で行ないます。熊谷南ロータリークラブ 千年桜
を目指しての大きな継続活動の一つですので、多く
の皆様のご出席をお願い致します。
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佐川順一会長
皆さん、加藤幹事が復帰しました。拍手―！！加
藤幹事、
お病気良くなり、
おめでとうございます。
もうお年なんですから、あまり、無理せずにお体
を大切に。奥田さん、ようこそ。
加藤公一幹事
病気見舞いありがとうございました。お陰様で例
会に出られるようになりました。
島﨑次弘会員
加藤さん復活おめでとうございます。でもあまり
無理せずにくれぐれもお大事にして下さい。ちゃ
んと脚がついていたので安心しました。
山口茂会員
奥田尚幸様、ようこそ、当クラブ入会大歓迎致し
ます。当クラブは、若手中心の、活発なクラブで
すので、
自分自身の為に、
大いに活かして下さい。
スポンサーの李さん棚澤さんお疲れ様でした。加
藤幹事、退院おめでとうございます。
棚澤正行会員
加藤公一さん退院おめでとうございます。理事会
でのオヤジギャグ久々に笑えました。お元気そう
でなによりです。奥田さん理事会を通って無事入
会！おめでとうございます。これからはロータリ
アンとしても頑張って下さい。
吉田博三会員
今日は大変寒いようですが、もうすぐ桜が咲くこ
とと思います。先週は欠席させて頂きました。す
みません。
岡部俊之会員
南ロータリークラブの案内エンブレムが新装改修
なりました。帰りがけに御覧になって帰ってくだ
さい。
岡本庄一郎会員
奥田さん、入会おめでとうございます。皆と一緒
にロータリー生活を楽しんで下さい。大歓迎いた
します。
矢部喜明会員
過日、
行なわれました母の通夜、
葬儀に際しては、
皆様からお気遣い、ご厚情を頂きましたこと、感
謝申し上げます。
馬場孝会員

本日は SAA です。宜しくお願い致します。
渡邊藤男会員
加藤幹事退院おめでとうございます。これからも
RC 活動頑張って下さい。
川岸勝会員
皆様こんばんは。澤田さん、毎度ありがとうござ
います。
「ことぶき食堂」2 階の座敷オープンしま
したので、小宴会もよろしくお願いします。
草薙光会員
久しぶりの出席です。楽しみにしております。
加藤博会員
同姓でレベルの高い方の加藤幹事様、ご退院おめ
でとうございます。これからも、切れのいい言葉
をお聞かせ下さい。楽しみにしております。奥田
様、ようこそ来て下さいました。気軽に楽しんで
行ってください。以上です。
[会員誕生]
李一孝会員
誕生日を祝って頂きありがとうございます。16 日
で 53 歳です。歯医者になって 29 年、開業して
24 年たちます。
死ぬまで歯医者をやりたいと思っ
ています。今後ともよろしくお願いします。
[奥様誕生]
高田直樹会員
皆さん今晩は！かわいい妻にピッタリのかわい
い花をありがとうございます。結婚 34 年を迎え
ました。まだまだ現役ですよ!!

熊谷南ロータリークラブ
クラブ会報委員会 井上哲孝・川岸勝・渡邊藤男
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E‑mail: ksr@ps.ksky.ne.jp

http://kumagaya‑south‑rc.com/

