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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 950 回(6 月 4 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
卓話講師
ビジター
※出席報告
会員数
30 名

若松泰誼会長
国歌斉唱、奉仕の理想
田中君、吉川君
狭山警察署長 大谷久志様
米山記念奨学生 金強重君

出席者数
29 名

出席率
82,86％

会長の時間

前回修正
80.％
若松会長

「どんな仕事も奥が深い」
すべての職業、すべての「も
の」、すべての「こと」は奥
が深い。その奥深さは それ
を極める人じゃないと分から
ないと思う。今日はその辺の
仕事についてお話させていた
だきます。
宮崎県北部に日之影町という小さな町がありま
す。その町に広島一夫さんとおっしゃる竹細工職
人がいらっしゃいます。 この話を聞いた時は９
３才の現役職人でしたので、今お元気なら９５才
位だと思います。

１５才で弟子入りし、その後８０年近く竹と向
きあって来られました。荷物を入れて背負う宮崎
では「軽い」「いりこ籠」と言うのですが、その
一昔前の生活必需品をこしらえておられます。
その芸術性の高さが海外で評価されていまして、
アメリカワシントン DC のスミソニアン博物館と
か、これは皆様もご存知かと思いますが、イギリ
スロンドンの大英博物館にも収蔵されています。

ある日テレビの取材を受けた広島さんは取材の方
に「この仕事は難しいわ」。と言われたそうです。
８０年やってきて「まだまだ」と広島さんは思っ
ていらっしゃるんですね。 頭が下がります。
次に井上源太郎さん(６５才）は東京のホテルオ
ークラにいらっしゃる靴磨き職人です。２０才の
時に靴磨きを始めて４０余年。 世界中の高質な
靴クリームを探し求め、季節や、皮の質や、状態
に応じて使い分けていらっしゃるそうです。 時
には自分でブレンドして使っているんだそうです。
井上さんが極められた「鏡面仕上げ」というのは、
昔、宿泊していたハリウッドスターのオードリー
ヘップバーンとかマイケルジャクソンも驚嘆した
そうです。
小泉元総理においては３０年来の顧客だそうで
す。凄いですね。 それだけではありません。
外国の顧客とのコミュニケーションを持つ為に英
語を勉強し、ペラペラ話せるまで上達、フランス
語も多少は話せるようです。 深いですね。

奥が深いと言えば、「どんな仕事も楽しくなる
3 つの物語」の中に収められている。
駐車場の管理人さんも素晴らしい仕事をなさいま
した。 今からその話をします。
Ａさんは自分の事務所の近くに駐車場を借りて
いました。その駐車場には初老の管理人がおられ

ました。その方は定年退職後にその駐車場で働き
始めたそうです。
Ａさんが駐車場を利用する度に、そのおじさんは
いつも明るい笑顔で「おはようございます。今日
もいい天気ですね」と声を掛けてくるそうです。
ある日の事、移動の途中で雨が降り出し、駐車場
に車を入れた後、車から出られずに困っていた所
へおじさんがやって来て「傘、忘れたんでしょ。
これ持って行きなさい」と貸してくれたそうです。
満車の時は「満
車」と書いた大
きな看板を入口
に置いておくの
が普通の駐車場
ですが、そのお
じさんは満車に
なると入口に立
って、入ろうとするドライバーひとり一人に「申
し訳ございません満車です」と頭を下げられます。
クレームを言う客がいると、その車が見えなくな
るまで頭を下げ、見送っていたそうです。それを
見ながらＡさんは「そこまでしなくてもいいのに」
と思ったそうです。
ある日、車を止めて挨拶すると、おじさんは「今
週一杯で辞めます。いろいろお世話になりまし
た。」と言われました。奥さんが病気になったら
しいです。 残念に思いながら最後の日、A さん
は感謝の気持ちを込めて手土産をもって行きまし
た。そして駐車場に着いた時、A さんは信じられ
ない光景を目のあたりにしました。
小さなプレハブの管理人室の回りが沢山の人で溢
れていたんだそうです。そして管理人室の中も外
も、沢山の手土産や花
束でいっぱいだっ
たそうです。ひとり
一人がおじさんに
お礼を言ったり、握手を
したり、写真を撮ったりしていたそうです。
Ａさんは、｢仕事ってこれなんだなぁ」と教えられ
たそうですが、私も同感であります。
今日は「仕事を極める」と言う話でした。どん
な仕事も奥が深いですね。

幹事報告
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

松会長、吉松さん、柴田さん、私との 4 人で行っ
て参ります。去年植樹した木が育っていれば良い
と思っております。
会長方の提案ですが、後 2 回の例会は新入会員
も入ったという事で、座席が固定化されているよ
うな感じが致しますので、どこに座るか分からな
いような、抽選で決めたいと思います。隣に新入
会員が座った時は、いろいろな事をご指導よろし
くお願い致します。
米山奨学記念奨学生
金強重君
若松会長のお話を聞いて思いました。私は内定
を頂いておりますが、職業もお金を稼ぐだけの仕
事ではなく、仕事としてやりがいのあることをし
ないといけないと思いました。今から準備をして
来年に備えたいと思います。

委員会報告
親睦活動) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 益子委員長)
6 月 18 日、午後 6 時半から家族同伴夜間例会を
役員の皆様のお疲れ様でした会ということで行い
ます。多数の参加をお待ちしております。

「外来卓話」・・・・・・・・
講師紹介
吉松孝吉会員
本日は狭山警察署長をお迎えしての卓話でござ
います。狭山市だけではなく、狭山・入間警察の
管内でございまして、31 万人ほどの大規模な人口
を抱えております。大谷署長さんには 280 人ほど
の署員を率いて、市民のために、安心・安全な町
づくりを担って頂いております。本日はお忙しい
中、本当にありがとうございます。
そしてもう一人、警務課（総務関係）の小川さ
んにも来て頂いております。
よろしくお願い致します。

『治安情勢と効果的な防犯対策』
狭山警察署長 大 谷 久 志 様

稲見幹事

次期ＲＩ会長、広島での演説分について
標準ロータリー・クラブ定款について
ロータリーカード実績表について
岡部ＲＣ住所・電話番号等変更について
ウーマンシンポジウム開催について
受贈会報 所沢ＲＣ
例会変更 所沢中央ＲＣ
来週は、今年度並びに次年度の合同の理事会を
行いますので、よろしくお願い致します。
また、12 日〜15 日の 3 泊 4 日でモンゴルへ若

狭山中央ロータリークラブの皆様方には、日頃
から警察業務の各般に当たりまして色々とご理解、
ご協力を頂いておりますこと、御礼申し上げます。
また本日は例会にお呼び頂きまして、ありがとう

ございます。皆様のお役に立つ話ができるかわか
りませんが、管内の治安情勢と効果的な防犯対策
ということで、防犯カメラ、或いはドライブレコ
ーダーといったものについての説明やお願いをし
たいと思います。
簡単に私個人の自己紹介をさせて頂きます。私
は埼玉県の深谷市に生まれまして、現在自宅は熊
谷市です。妻と子供 2 人おりますが、妻は昨日ま
で官舎におりましたが、夕方帰りまして今は熊谷
に一人で住んでおります。長男と長女一人ずつお
りますが、長男は県外に、長女は都内と家族 4 人
全て別の所に住んでいるという状況です。
警察における経歴といいますのは、その殆どが
刑事警察をしておりまして、通算 18 年を本部の捜
査 2 課という所で過ごしました。主に知能犯捜査
というものを担当致しました。その他、捜査第 4
課、薬物銃器対策課といいます、いわゆる組織犯
罪にも従事してまいりまして、所属長と致しまし
ては、刑事部の薬物銃器対策課長、大宮西警察署
長、警務部の教養課長、そして昨年の 9 月に狭山
警察署長ということで狭山警察署に赴任いたしま
したのが、所属長としては 4 カ所目です。定年ま
ではあと数年残っております。
本日は管内の治安情勢、交通情勢についてお話
させて頂きます。昨年の狭山警察署管内の犯罪情
勢と致しましては、刑法犯の認知件数を治安のバ
ロメーターで掲げておりますが、この刑法犯の認
知件数とは色々な犯罪の被害届を受理した件数と
考えて頂ければよく、それが昨年 1 年間で、3,449
件ございます。前年比マイナス 309 件、マイナス
8.2%と、犯罪自体は減少しているというところで
ございます。反面、検挙率が向上してきまして、
治安回復傾向が上昇してきているというところで
ございます。このように若干刑法犯の認知件数が
減少してきた理由ですが、これは刑法犯の認知の
大半が自転車盗、或いはオートバイ盗と、いわゆ
る乗り物盗でして、この乗り物盗の被害が大きく
減少したために、刑法犯の認知件数も大きく下が
っているということでございます。その理由につ
きましては、駅周辺における駐車場・駐輪場の対
策、そして 1 台 2 ロックの奨励を致しまして、そ
れが浸透した結果、減少につながっているという
ところでございます。これにつきましては、今後
も継続して実施していく予定です。しかし犯罪の
総件数は減少しておりますが、重要犯罪と呼ばれ
る、強盗、強制わいせつ、ひったくり、こういっ
た犯罪は逆に増加してしましました。昨年は約倍
増です。人の生命・身体に直接関わる犯罪が増加
してしまったということでして、特に強制わいせ
つ事件につきましては、昨年 1 年間で 53 件発生し
ており、県下でもトップクラス、草加に続いてワ
ースト第 2 位という不名誉な結果に終わっており
ます。これらの発生要因の一つとして、深夜に最
終電車等で帰りますと、最寄りの駅でタクシーや
バスが使えないということで、それでは少し時間

がかかるけれど歩いて帰ろうという方が割と多く
おります。そうした時に携帯電話で友人と話なが
ら歩いていたり、音楽プレーヤーを聞きながら、
イヤホンをしながら歩いて帰宅することが多いた
め、自分の後ろをついてきているその気配、また
自分の脇をそっと走ってくる車の音に気が付かな
いということがあります。被害に遭うまで、その
兆候に気が付かないということです。警察と致し
ましては、帰宅途中の携帯電話、或いは音楽プレ
ーヤーの使用について、できるだけ注意喚起を行
っておりますが、皆様方におかれましても、ご自
身の娘さん、お孫さん、或いは社員の方に夜間の
帰宅時の携帯電話、音楽プレーヤーの使用につい
て、注意喚起をして頂き、性犯罪の被害者となる
ことがないよう、ご指導頂ければと思います。
次に振り込め詐欺についてです。振り込め詐欺、
一昨年は発生が 23 件、被害総額 6,250 万円という
金額でした。昨年は発生が 18 件、被害総額が 1
億 870 万円です。昨年は一昨年よりも件数で 5 件
減少したのですが、被害金額で倍増、1 億円を超
えてしまったということです。中でも昨年の 11 月
下旬に発生した「オレオレ詐欺」では、1 件で 4,400
万円ものお金を 3 回に渡って送付したという事案
がございました。被害者の方の多くは、普段は振
り込め詐欺という認識を持っているにも関わらず、
それがなかなか自分の身に降りかかってこないば
かりに、自分の物として受け止められないという
ことがあります。今年に入ってからもすでに 5 件
発生しており、被害金額についてはまだ 870 万円
と昨年に比べればかなり減ってはおりますが、結
果的に自分は大丈夫と思っている人ほど、いざ電
話がかかってきた場合にスイッチが入ってしまっ
て、警察官、或いは金融機関の人の説得も聞かな
いという傾向にございますので、皆様方も気を付
けて頂きたいと思います。特に振り込め詐欺の手
口ですが、以前は銀行に行って ATM の操作をさ
せて振り込むという手口が大半でございましたけ
れども、最近は知行型といわれる手渡し型、これ
が振り込め詐欺、オレオレ詐欺の 80%を超えてお
ります。
金融機関で多額の現金を下ろす方については、
金融機関を通じて警察の方に即連絡をして欲しい
とお話してございます。各金融機関と警察の間で
ホットラインと呼ばれる直通電話がございまして、
お客様がオレオレ詐欺や振り込め詐欺にあわない
ように、金融機関の方が説得して聞かない場合は
警察を読んで頂き、きちんと裏付けをとり、お客
様に説明をして振り込め詐欺を未然に防ぐという
操作方法をとっております。皆様方もどうぞお気
をつけて頂ければと思います。
次に交通情勢について、昨年の埼玉県下の交通
事故の死者数は 200 人です。前年比マイナス 7 人
ということで、一昨年よりも減少致しましたが、
北海道と並んで全国ワースト第 2 位です。ちなみ
に 1 位は愛知県でしたが、当所管内においても、

一昨年よりもプラス 3 人で、死者数 8 人でありま
す。これは狭山市が 5 人、入間市が 3 人と狭山市
の方が多く、県下では狭山管内の死亡事故はワー
スト 4 位ということで、非常に高い死亡率であり
ます。交通事故の発生を、狭山市、入間市を別に
みてみますと、死亡事故は狭山市が 5 人、入間市
が 3 人でありますが、人身事故は狭山市が 822 件、
入間市が 741 件、物損事故では狭山市が 2,742 件、
入間市が 2,947 件と、死亡事故を含む人身事故は
狭山市の方が多く、物損事故、怪我の無い車が壊
れただけの事故は入間市が多かったという結果が
出ておりますので、必然的に死亡事故が高かった
ということがうなずける結果ではございます。そ
して今年は既に 2 件、死亡事故が発生しておりま
す。1 件目は 3 月 16 日（土）21 時過ぎに、狭山
市の南入曽市内で県道を 1,100cc の大型バイクが
進行中、信号機のない十字路交差点を横断した 65
歳の自転車に衝突して、65 歳の方は病院に運ばれ
ました。しかし約 20 時間後に病院で亡くなられた
ということです。2 件目は 4 月 14 日（日）20 時
頃、やはり狭山市の富士見市内の県道で、普通乗
用車が進行中、85 歳の女性が横断した時に、これ
は車の脇見運転だったのですが、女性の自宅の目
の前で衝突し、現場で女性は即死したという事故
でありました。2 件とも 65 歳以上の高齢者の方で、
狭山市内での事故です。従って昨年に引き続き、
死亡事故、或いは人身事故につきましては、狭山
市の方が、危険が多いという状況でございます。3
月 16 日の死亡事故につきましては、高齢者の自転
車乗用中に起きた事故でございますが、最近の死
亡交通事故の多発する、最も多いパターンが自転
車乗用中の事故でございます。高齢者の自転車乗
用中の致死率というものがでておりまして、これ
は一般の人に比べると 7 倍も高くなっております。
埼玉県では、高齢者の自転車乗用中の事故防止と
いうことが課題となり、色々な取り組みを行って
おります。この事故防止の先駆けとして、高齢者
に自転車乗用ヘルメットの着用を勧めております。
そしてこれにつきましては、高齢者とはいえ、や
はりおしゃれな帽子が良いということで、ヘルメ
ットの上に着せ替える帽子には色々なパターンが
ございます。当所でもサンプルを購入いたしまし
て、安全教育の現場で実際に着用して頂き、ヘル
メットの着用を実感し、できるだけ自転車に乗る
際にはヘルメットを着用して頂くことを勧めてい
る次第です。
皆様のお手元に「自転車安全利用五則」というも
のをお配りさせて頂きました。これは私が色々な
会合に出席した際に、よく自転車の通行方法につ
いて質問を受けることがありましたので、その際
に解説した内容を記したものです。
1.自転車はあくまでも車道が原則です。歩道は
例外でございます。ただし、自転車歩道通行
可のマークが付いている歩道や道路状況的に
やむを得ない場合は、歩道を通行することが

できるということです。
2.普段通行する場合は車道、それも左側を通行
して下さい。意外と左側通行が守られていな
いということが現状でございます。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行という
ことになっております。太い大きい道路が両
線あ りまして、その両側に歩道がございま
す。その両側の歩道どちらを通っても構いま
せんが、必ず車道側を徐行して、自転車は通
行して下さい。横断歩道は歩行者がいない場
合は自転車に乗って横断しても構いませんが、
歩行者が待っている場合、或いは歩行者が横
断をしている場合については、自転車は降り
て、押して通行しなければなりません。
4.その他安全ルールを守るということで、飲酒
運転、二人乗り、並進の禁止、夜間はライト
点灯、交差点での信号遵守と一時停止、安全
確認が挙げられます。最近は自転車乗用時の
飲酒運転が大変多いです。自転車も道路交通
法上軽車両という車ですので、酒を飲んでの
自転車の運転は禁止でございます。酒気帯び
ですと罰則の対象にはならないのですが、泥
酔状態で自転車に乗り事故を起こしたりしま
すと、これは交通切符、いわゆる赤切符の対
象になります。昨年も県下で 2 件ほど泥酔状
態での自転車を運転したということで、赤切
符を切られて罰金を払われた方がおります。
こういった安全ルールを守るということも非
常に大切でございます。
5.子供はヘルメットを着用とありますが、幼児、
児童につきましては、ヘルメットを着用する
ことが努力義務となっております。そしてこ
れに加えて、先ほど申し上げました高齢者の
自転車乗用中のヘルメットの着用を推進して
おります。これにつきましては皆様のご家族
やご友人の方にもご指導頂ければと思います
ので、宜しくお願い致します。
以上が当所管内の犯罪情勢、交通情勢であります
けれども、続いて効果的な防犯対策についてお話
させて頂きます。まず防犯カメラの設置というこ
とです。先ほど狭山警察署管内は性犯罪、特に強
制わいせつ事件が多いと申し上げましたが、発生
が多い分検挙もしております。先月も強制わいせ
つで 3 件逮捕しておりますが、これまで検挙した
事案の中で事例を申し上げますと、深夜、路上や
マンションのエントランスで連続発生の強制わい
せつ事件がありました。これは深夜に帰宅途中の
成人女性の体を無理やり触ったり、強引にキスを
して逃げるという事件でありましたが、これが狭
山市内で連続発生致しました。これに対して警察
と致しましても張り込みの捜査、見当たり捜査を
実施し、検挙した訳ですが、この検挙に一番役立
ったのが防犯カメラです。この事案は先ほども申
し上げました通り、最終電車に乗って帰宅する女
性を、駅の改札口から相当な距離をもって、歩い

て帰る女性の後をつけていく、そして女性が自分
のアパート、或いはマンションの出入口に入って
いった際に、今回の場合はマンションでしたが、
後ろからついていってオートロックを解除した際
に一緒に中へ入っていきます。ロビーから同じエ
レベーターに乗って同じ階で降り、女性は右に行
ったので、自分は左に行くと見せかけ、一呼吸お
き、後ろから女性を襲ったという事案です。幸い
女性に大きな怪我もなく、大きな声で助けを呼ん
だので犯人もすぐに逃げ出しましたが、この時の
捜査ではマンションのエレベーターとエントラン
スについていた防犯カメラの画像をすぐに取り寄
せ、そしてさらに似顔絵を作成致しました。犯人
の顔形、持ち物等が分りましたので、翌日から発
生時間帯である 22 時から最終電車の時間まで、駅
の改札口付近で、いわゆる見当たり捜査を行いま
した。駅改札口付近で同じような服装、持ち物を
持っている者がいないかということを、ずっと張
り込んで見るわけですが、張り込みを始めて 3 日
後に、捜査員が先の事案の犯人が背負っていたリ
ュックサックを背負った若い男を発見しました。
このリュックサックは非常に特徴的なものだった
のですぐにわかったわけですが、その男の後をつ
けていきますと、その男の前にはやはり若い女性
が携帯で話しながら歩いているのが確認できまし
た。しばらく行くと、その女性が自宅らしいアパ
ートの中に入っていきました。そこはアパートで
すぐに自宅の方へ入られたので、その男も犯行を
断念し、また駅の方へ戻ってきました。従ってま
た駅から帰宅する女性を狙うのではないかという
ことで、事件を発生させないために、そこで刑事
が職務質問をし、警察署に任意同行を含めて連れ
てきました。深夜だったにも関わらず、先の事件
の被害者に警察署まで来て頂けましたので、取調
室の窓から犯人を確認して頂いたところ、間違い
ないということでしたので、すぐに逮捕状を取り、
逮捕したという事案でございます。これにつきま
しては、防犯カメラに映っていた犯人が背負って
いたリュックサックが決め手になりました。
このように防犯カメラというものは、犯罪捜査
を行う上で非常に有力な武器になると共に、防犯
対策につきましても非常に有効でございます。従
って、街頭防犯カメラにつきましては、犯罪抑止
や重要事件の解決に大きな役割を果たし、住民の
安心感を増勢させる設備であるという認識の下に、
今商店街や、自治会等による整備が非常に普及し
つつあります。
昨年度の年度末の国の補正予算で、経済産業省
の中小企業庁は、
「商店街のまちづくり事業」とい
う施策を通じて、商店街振興組合等が街頭防犯カ
メラ、或いは街路灯を付けるための補助金を出す
という仕組みができました。これは昨年度までの
事業だったらしいのですが、今年度も引き続きこ
うした事業が展開されていくかと思いますので、
こうした制度を利用して頂き、警察と致しまして

も、今後県や市に声を掛け、できるだけ多くの街
頭防犯カメラの設置の整備をしていきたいと考え
ております。
次にドライブレコーダーについて、皆さんご存
知かと思いますが、ドライブレコーダーは元々交
通事故に遭ったときに、自分の置かれた状況を正
しく主張できるようにという目的で開発されたも
のです。ただしこれも防犯カメラと同じような使
い方ができます。現に昨年起こった殺人事件の捜
査本部の際に、ドライブレコーダー、特にこの事
件の時には路線バスのドライブレコーダーが非常
に役に立ち、犯人逮捕に結びついたということで
ございます。路線バスですから、ドライブレコー
ダーが外側に 4 ヵ所、そして車内に 2 カ所ついて
おりました。我々の感覚で言いますと、ドライブ
レコーダーとは動く防犯カメラということで、路
線バス、バス会社の方々にはいつもご協力頂いて
おります。この路線バス、上下線 10 分間隔で走っ
ております。上下線がありますので、5 分ごとに
現場の写真が写っているということで、この殺人
事件の捜査本部でも、このドライブレコーダーの
画像、映像を入手致しまして、分析致しましたと
ころ、犯人と思しき人間が写っていたということ
で、そこから手がかりとして犯人まで結びつき、
検挙できました。このドライブレコーダーは警察
のパトカーにもついておりますが、先の殺人事件
の時にも、現場に原付バイクが走っているのを見
たという別件の情報があり調べましたところ、当
時その付近をパトカーが通っておりましたので、
パトカーのドライブレコーダーを操作しましたら、
原付バイクのナンバーが微かに撮影されておりま
した。それを拡大したところ、4 ケタの数字が分
りましたので、そこから所有者を割り出し、捜査
を行いました。結果的にその原付バイクに乗った
不審人物は被疑者、いわゆる犯人ではありません
でしたが、不審者情報というものをそこで 1 件潰
せることができ、決して無駄な捜査ではないとい
うことです。
ドライブレコーダーをマイカーに付けている市
民も大勢いらっしゃると思います。我々がこうい
った犯罪の捜査で、聞き込み等で各御宅を回らせ
て頂いた時には、是非ご協力頂ければと思います。
)
)
)
)
)
)

若松君

本日は、狭山警察署長の大谷様、卓話よ
ろしくお願い致します。大変楽しみにし
ていました。
稲見君 狭山警察署長大谷久志様、卓話楽しみで
す。よろしくお願いします。
東 君 先週の例会を欠席させて頂いております
ので、遅ればせながら、ロータリーｍ20
周年パーティーに参加させて頂きまして
ありがとうございました。また、誕生日
は 48 回目を、結婚記念日はは 18 回目を
祝って頂きまして、誠にありがとうござ
います。
江原君 狭山警察署長大谷久志様、お忙しい中、
卓話の時間に都合を付けて下さりありが
とうございます。本日は楽しみにしてお
ります。何卒よろしくお願い致します。
中谷君 狭山警察署長大谷久志様、本日はお出で
頂きありがとうございます。卓話よろし
くお願いします。
遅れましたが、創立 20 周年記念パーティ
ー家族全員大変お世話になりました。楽
しかったです。
沼崎君 先日の 20 周年記念パーティーは一家 15
人が参加させて頂きました。私の記念パ
ーティーにもなってしまい、大いに感謝
しています。ありがとうございました。
奥富君 狭山警察署長大谷久志様、今日の卓話よ
ろしくお願い致します。
吉松君 狭山警察署長大谷様、本日は工務お忙し
いところ卓話を快くお引き受け頂きまし
て、ありがとうございました。
会員誕生祝 東君 寳積君 小島君 守屋君
夫人誕生祝 古谷君 片山君 吉松君
結婚記念日 東君 小澤君 山室君

※ 次の例会
６月１８日(火) 点鐘 午後 6 時半 （於）狭山東武サロン
例会臨時変更 家族同伴夜間例会
（現役員お疲れ様＆新役員激励会）

