
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

黒田日銀総裁の『家計の値上げ許容度も

高まっている』という発言が世間を騒がせ

ています。国民の総預金額約 2000 兆円を見

越しての発言だと思われますが 

およそ一般人の感覚とは程遠く、その真意

は計りかねます。そして給付金詐欺事件も

起きました。被害総額9億6千万円という美

味い驚きの金額です。1780 件申請して 960

件が支給されたとの事です。犯人家族にはその手数料として一件辺り 10か

ら20万円程度、総額で約6000万円を手にしたそうです。考えてみれば6000

万円程度で国際指名手配になる事を考えれば決して満足な金額ではない

はずです。更に国税局の職員たちも同じ詐欺容疑で逮捕されました。本来

ならば税金を徴収する立場の人間が国からお金を騙し取るというお粗末

な話だと思います。その手口はセミナーを開き『あなたも給付金が貰えま

すよ』などと謳って一回に 40名ほどの参加者を募り本来ならば貰えない方

たちに恰も不正ではないと信じ込ませて申請代行しますから安心して下

さい的なセミナーを開いていたそうです。 

かく言う私も約 1年前に怪しい申請を直に耳にした事がありました。その

言い分としては今は詳しく調べられないから大丈夫だろうと話していま

した。聞き流していたのでその後どうなったかは定かではありません。 

このような考えに至るのは資本主義の弊害だと思われます。一般的に年収が

700万円を超えると『減らしたくない』という守りのマインドが働くそうです。

察するにそれ以下の年収の人々は矢張り『増やしたい、欲しい』という願

望が強いので、もしかしたらチャンスを伺っているのかも知れません。 

以前にも触れましたが環境が人を育てます。私のお店で食中毒事故を起こ

してしまった時に 9 家族 11 人の子供たちを苦しませてしまった事があり

ました。その時に見事に３つのパターンに分かれました。ある 3家庭はご

く普通の善良なご家庭です。またある 3家庭は事故を起こしてしまった私

の事までも気遣ってくれたご家庭。そしてもう 3 家庭は事故の事はもうい

い、賠償金だけに関心があるご家庭でした。ごく普通の 3家庭の方は『あ

なたに恨みはないの。でもこの怒りをぶつけるのはあなたしかいないんで

す。 2 度と私たちの前に姿を現さないで下さい』という子供さんを愛して

いる善良な親御さんでした。そして賠償金に関心のある 3家庭はそれこそ

足の踏み場もないほど家が散らかっていました。旦那さんの帰宅した夕方

にお邪魔した時にお腹を空かせた子供さんが泣いている中『さあ、こっち

に来て下さい』と足の踏み場も無いリビングを通って賠償金の話をした記

憶が鮮明に残っています。最後に憎いほど子供さんを苦しませた焼肉屋の

社長である私に『あなたは立派でしたよ。皆さんの前で責任は全て自分に
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1. 国際ロータリーより、「青少年交換派遣候補生募

集説明会」の案内が届

きました。 

 ・日時 ６月19日(日)

PM3:00開始  

 ・場所 埼玉会館 3C

会議室 及びZOOM併用   

締切り6/11 

2. 越谷RCより「創立60周年記念誌」が送られてきま

した。   回覧 

3. 大宮北東RCより、「次年度第1例会・シンフォ

ニー・サンセットクルーズ」の案内が次年度会

長、幹事宛てに届きました。 

4. 北本RC45周年、桶川イブニングRC25周年記念講演

のポスターとパンフレットが送られてきました。    

回覧 

5. 人形のまち岩槻まつり実行委員会より、まつりの

協賛広告の依頼書が届きました。 

6. 地区よりウクライナ支援金の報告書とお礼文が届

きました。因みに我がクラブは5番目に多くなって

おります。 

7. 年度計画書の訂正文を回覧していますので、誤り

のある方は訂正を、無い方はOKと記して下さい。 

8. 次週、各理事の一年間の報告がございますので、

原稿をご用意ください。 

9. 加藤和正会員に、米山将学会より「第12回メ

ジャードナーの感謝状」が届いております。後

程、会長よりお渡しいたします。 

10. レ・ティ・フンさんに6月分の奨学金をお渡しいた

します。 

11. 本日、例会終了後第13回奥津会長年度の理事会を

行います。関係者は残ってください。 

12. 本日、レターケースに、週報第40号が入れてあり

ます。    ご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

◆小宮 勇 会報・広報委員長  

 ロータリーの友 ６月号のご紹介  

 皆様こんにちは。 

奥津雅史会長、増渕 明幹事

年度、ロータリーの友紹介 

最後の報告となります。 

「6月号 特集」 

・【規定審議会から見えて

くるロータリーの方向性】横ページ8～11 

・【2022年規定審議会リポート】横ページ12～17 

・【規定審議会、その歴史】横ページ18～19  

【ロータリーの明日が築かれる規定審議会の理解のた

め】この規定審議会のページは本当に勉強させていた

だきました。是非一読をお勧めいたします。 

又縦ページ24 

・【こども１１０番の家】看板製作、（鴻巣RC）、協

力事業者や一般家庭に掲示されている看板を、クラブ

の名が記載された新しい看板を寄贈した。 

幹事報告 増渕 明幹事 

委員会報告  

レ・ティ・フンさんに、6

月分の米山奨学金を

お渡し致しました。 

又、フンさんは自動車

の運転免許証の取得

に通っております。もう

少しで免許取得です。 

あります。とキチンとお話しされた。中々出来る事では

ありません。』と気遣ってくれました。その 3 家庭のお

宅はそれこそ玄関に靴ひとつ出ていないほど綺麗に整

理されたお家でした。正に三者三様、見事なまでにはっ

きりと分かれていました。 

正に環境が人を育てる、をまざまざと垣間見た本当に

得難い貴重な経験となりました。私自身、今後の糧とし

て気を付けて参りたいと思います。 

さて、本日の例会テーマはいよいよ親睦委員会より

最終例会に向けてのお話しが御座います。大宮北東さ

んとの合同という初めての試みなので普段とは違った

最終例会となるようです。色々な微調整があるかと思

われますので皆様のお知恵を拝借しながら慎重に進め

て参りたいと思います。 

本日も宜しくお願い致します。 

 

加藤和正会員に米山

将学会より、第12回メ

ジャードナーの感謝状

が届きました。 

奥津雅史会長より、贈

呈されました。ご協力

ありがとうございます。 
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 縦ページ26 

・【バングラデシュ障害者の社会生活を支援】（越谷

RC）義足、補助歩行器、車椅子などを寄贈、２月17日

に現地にて贈呈式が開催され、オンラインにてクラブ

として同席しました。国際奉仕として意義ある奉仕活

動でした。  

 

◆加藤和正 次年度地域社会奉仕委員長  

 先程、幹事報告にもあり

ましたが、9月18日に「岩槻

まつり」を開催する事にな

りました。先日、第2回目の

実行委員会が開催され、協

賛金をお願いする事になり

ましたので、宜しくご協力の程をお願い致します。   

 

 

 

 

◆阿津澤 清 親睦活動委員長 

 いよいよ、最終例会の時期

となりました。今回は大宮北

東 RC と合同で開催する事に

なりました。 

・日時:6 月 25 日(土)16:00 

・点鐘 受付は 30 分前に致

します。 〇例会後に写真撮影  

〇会費は 1名 15,000 円でお願い致します。  

〇例会司会は丹野寿明会員と星野和茂会員 

〇お客様は第 4G ガバナー補佐 三枝和男様・大宮北東

クラブのたってのお願いで、森田武司パストガバナー

も、来賓扱いとなっております。 〇米山奨学生のレ

ティフンさんと大宮北東にも米山奨学生が 1 名居りま

す。 〇委員会報告  〇木村 献さんの紹介  〇スマ

イル報告 〇褒章等となっております。 〇写真撮影 

〇懇親会 5:00 開始  〇バンド演奏 〇交流会等 

〇申し込みは 6 月 13 日を予定しています。 

 

◆京野新悟管理運営理事  

 6月2日に大宮北東RCさん

とは、打合せをさせて頂き

ました。失礼が無い様に対

応したいと思います。会費

についても1名15,000円と

なっておりますが、ご了解

を宜しくお願い致します。  

 

◆飯渕昭二会員増強理事 

待ちに待った木村献会員を

迎えて「新会員の歓迎会」を、

来る 6月 17日(金)PM5:00 ～

PM8:00 寿々家さんにて、開

催致します。奮ってご参加下

さい。会費は1名10,000円と

なっております。 

又、過日 6 月 4日(金)PM3 時から、開催致しました「バー
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本日のテーマ  

奥津年度家族同伴合同最終例会について 

 
 

  
 
 

ご結婚記念 

■ 菊池 和彦会員 

■ 丹野 寿明会員 

■ 水戸  恵会員 

■ 飛田美佐子会員   

 

お誕生祝い 

■ 斉藤 公司会員 

■ 橋本かほる会員  

 

６月ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、結婚月・誕生月の皆様、お目出とうございます。 
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  ベキュー＆ワイン会」が、大宮シティ RC さんより 6名、

春日部西 RCさんより 1名ご参加いただき、総勢 14名で

楽しく盛り上がって開催出来ましたので、ご報告させ

て頂きます。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥津 雅史  いよいよ会長年度、最終月です。皆様に

は、大変お世話になりました。 

増渕  明  管理運営、親睦委員会、本日は、最終例

会について宜しくお願いします。 

 

菊池 和彦  今月は、ジューンブライドです。結婚祝

いを頂き、有難うございます。 

加藤 哲男 奥津会長年度、いよいよ最終月になりま

した。いろいろとお疲れ様です。 

斎藤 公司  誕生日、祝い品ありがとう。 

杉田 政男 昨日、梅雨に入りましたので、当分雨の

日が多くなります。お気を付け下さい。 

丹野 寿明  結婚祝、有難うございます。 

遠藤 光治  コロナももう少しで、終息かも。だとし

たら嬉しいですね。   

小泉 真悟  いよいよ、最終例会が近くなってきまし

た。時の経つのは早いですね。 

小宮  勇  入梅に入ったようで、小雨が降っていま

す。体調に気を付けよう! 

橋本かほる  お誕生祝い有難うございます。 

清水 常三  今年は、梅雨入りが早いですね。 

阿津澤 清 梅雨に入りました。体調に気を付けま

しょう。 

加藤 和正   飯淵 昭二   山崎 和雄 

萩原 満久   京野 新悟   中里  仁 

   

ニコニコBOX金額報告  

6/7合計 ３６，０００円 

今年度累計 ６９８，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

6/7 
免除3名 

25 
(3) 

21 + (2) 
(1) 1 1 95.45% 

5/24修正 

免除3名 
25 
(3) 

19 + (0) 
(1) 0 0 100.0% 

出席報告 (Zoom出席)  

本日、オンライン参加は、 

水戸 恵会員と飛田美佐子会員の2名です。  

ZOOM参加の水戸 恵会

員に、結婚祝を差し出し

ている奥津雅史会長で

す。今回は飛田美佐子

会員と2名参加です。 

出席報告の斎藤公

司会員とスマイル報

告の小泉真悟会員

です。何時もご苦労

様でございます。 


