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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

６月　６日（火）

６月１３日（火）

６月２０日（火）

６月 ２７日（火）

７月 　４日（火）

７月 １１日（火）

７月 １８日（火）

会長・幹事あいさつ「１年を省みて」

会長・幹事あいさつ「年度初めにあたり」

会員卓話

取止め休会（祝日週）

森川・戸張・赤澤

伊藤・本田・宮東・戸張

3

4

90.32

87.1

28

27

２５９５

２５９６

２５９７

１２：３０

１２：３０

１２：３０

増正之委員長：各会員の職業が、新しい会員には知られていないところ

があると思いますので、会員歴の長い方にご自分の職業の話をしていた

だければと思います。

眞鍋藤正副委員長： 「税理士は、中正な立場において、納税義務者の信

頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務を適正に実現し、

納税に関する道義を高めるように努力しなければならない。」（税理士法

第一条）

　　「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、

又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、

相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。」（同法第

三十六条） 

　　私が税理士登録をしたのは、１９６９年で、登録番号２３４１５番です。

　　現在、在籍会員２９０名の藤沢支部に入会した時の会員は５７名で

した。

　　数字が嫌いで、法学部に進んだ私は、記帳とか試算表作成が大嫌い！！

転職を考えていた時に、TKCという、コンビューター会計で、税理士業務

を行うグループを知り、１９７３年に入会。そこで、従来のような、関与先に試

算表を毎月提供するだけでなく、前年対比の損益分岐点の推移、安全

性・成長性などの分析、全科目にわたる予算との比較、資金運用管理に

関する助言資料の提供が、会計事務所の最低限不可欠なものと教えら

れました。その資料作りには、関与先に直接赴いて、証票等を実査するこ

とが絶対条件であり、税理士法第四十五条にいう、「真正の事実」に常に

基づいて、税理士業務を遂行するには、顧間先に赴いて、巡回監査をす

る必然性を初期のTKC会員は、仲間同士の研修でいやというほど叩き込

まれました。 

　　税理士業務では、巡回監査においては、試査でなく全部監査が要求さ

れていると私は思考している。 真正な事実ではないと知りつつ業務を行

った場合が故意で、知らずにやった時は、相当注意義務違反となる。行

政処分は、刑事処分と異なり、一枚の始末書で、税理士資格の剥奪が可

能です。 

　　税務当局のみならず、金融機関などからも、絶対の信頼を受ける決算

書類等を作成し続ける為にTKCグループでは、年間５４時間の研修受講

を会員に義務付けています。私も職員と一緒に参加 して、頭の体操をし

ています。

籾山豊会員：私の仕事は、「衣料品の販売」です。婦人服、呉服、学生服を主に扱っております。昔に比べると、衣料は

広範囲にまたがってきましたので、街の一店舗が続けていくのは厳しい状況です。幸い「学生服」は２７校を対象として

いるのでやっていけているのかと思います。

宮東　悠　会長

第25９３回　2017年６月１３日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　　　　聰　会員

斉　　唱／「それでこそロータリー」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／大和中ＲＣ　　高橋清様

会長の時間 幹事報告

・夜間移動例会６／２０（火）１８

時３０分から清風、会費２０００円

となります。

【ポスティング】  

・次第   

・週報 

・2017-18ロータリー手帳 

・ロータリーの友  

【回覧】     

・2019年規定審議会決議案承認のお知らせ

・相模原南ＲＣ週報

・第12回やまと国際交流フェスティバルのお礼状

・ハイライトよねやま

こんにちは。本日は欠席のた

め花岡会員にお願いいたしまし

た。

実は１１時から県庁で平成２９

年度神奈川県県民功労者表彰

式典に家内と出席いたします。

黒岩祐治神奈川県知事から

いただけるそうです。大変に光

栄に存じます。

さて年度も終わりに近づき、２０１６～２０１７年度ガバナー

メッセージで、このように申しております。

会員の皆様へ！！「四つの要素」。

１）会員の基盤を維持拡大する。会員を増やし、減らさ

ないことです。

２）成果ある奉仕プロジェクトを実施。

３）ロータリープロジェクトに参加、支援することです。単

に財団にお金を寄付するのではなく、プログラムに参加し

て理解して寄付することです。

４）クラブレベルを超えた指導者を育成することです

森川　良三　副幹事

相原
ソングリーダー

閉会点鐘
花岡副会長

委員会報告

が、ロータリーはクラブが基本ですので、社会の変化に対

応し、単にクラブ内の情報だけでなく、広くリーダーシップ

を備えるような、新しい人材を育成して、クラブをより活性

化させる。

今日は全会員と私にとりましても良い一日になります

ように！！　ありがとうございました。

本日 ￥１２,０００  累計 ￥７９０,２２３

◆大和中ＲＣ高橋清様／本日はお世話になります。よろ

しくお願いいたします。

◆宮東悠会長／本日は、例会は欠席致しますが、私た

ち２人には新しい一日になりそうです。皆さまに感謝いた

します。

◆眞鍋藤正会員／私のツマラナイ話を聞く皆さまに同

情して…。

◆古木通夫会員／時間がない！　草の成長に追いつかな

い！

◆花岡正会員／本日の例会はピンチヒッターです。よろ

しく。

◆次年度米山記念奨学員会／

　吉岡善一次年度委員長

米山学友会主催「クリーンキャン

ペーン」のお知らせ。７月１６日開催

◆社会奉仕委員会／

　吉岡善一委員長

６月２５日（日）１４時から、救急救命

講習会を開催します（決定です）。

不参加で出された方もまだ席が

◆石高誠一会員／暑い日や、寒い

日が続きますので、みなさん、くれぐ

れも体調を崩さないように気を付け

てください。

◆増正之会員／今日は自分の職業

について話をしてもらいます。指名さ

れた方、よろしくお願いいたします。

◆松川健治会員／高橋様、ようこそ

おいで下さいました。花岡副会長、森川副幹事お疲れさ

まです。

スマイルボックス報告
松川委員長

職業奉仕　増委員長

職業紹介　眞鍋藤正君

職業紹介　籾山豊君

次ページへ続く

出席報告　松川委員

司会　長谷川 SAA

職業奉仕卓話

ありますので、ご参加ください。

◆公共イメージ・雑誌委員会／吉岡善一委員

「ロータリーの友」の主な記事の解説

花岡副会長の代読

　　以前に、大和市からの依頼で、大和駅前の再開発に携わりましたが、思ったよ

うにはいかなかったのが残念です。

増委員長：大和駅前には「シリウス」もできましたが、商店会の活性化にはまだ

結びついていないようです。

小金澤和夫会員：仕事は、「軟包装グラビア印刷」です。軟包装というのは、スー

パーの袋、菓子の袋などのことで、現在はお米の袋をメインとしてやっています。

袋といっても、たいへん重く、重労働です。材料を置く場所も非常に広い場所が

必要です。１日の作業量も大変多く、ラミネートして、加工してといった作業を行

っております。

松川清会員：昔は農業を主体としてやってきました。旧制中学の時に終戦とな

り、戦争には行っていません。

　　高座渋谷駅周辺の再開発では、７００戸あまりを対象に、決断し、実行しました。

今後も行政の力をいただきながらやっていきたいと思いますが、最近は体力が

続かなくなりました。

増委員長：皆さん、ありがとうございました。残りは、来年度に残しておこうと思い

ます。

職業紹介　小金沢和夫君

職業紹介　松川清君
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必要です。１日の作業量も大変多く、ラミネートして、加工してといった作業を行

っております。

松川清会員：昔は農業を主体としてやってきました。旧制中学の時に終戦とな

り、戦争には行っていません。

　　高座渋谷駅周辺の再開発では、７００戸あまりを対象に、決断し、実行しました。

今後も行政の力をいただきながらやっていきたいと思いますが、最近は体力が

続かなくなりました。

増委員長：皆さん、ありがとうございました。残りは、来年度に残しておこうと思い

ます。
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