
第1845回例会　2015.９.10　雨　司会　山崎会員

　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中　22名　78.57％

　欠席：相澤・松本・橋岡・長野・守屋・斉藤（守）（武市）各会員

◎ビジター　船橋RC　岩山　修久様

◎100％　　 岡田～９／８　船橋みなと

　　　　　　大家・伊藤～９／11～第２分区会長幹事会

　　　　　　大家・伊藤・岡田～９／12～船橋RC創立60周年式典

◎メークアップ

　　　　　　相澤～８／６～ガバナー訪問協議会　　橋岡～８／22～地区会員増強セミナー

大家会長

　これまで会長あいさつで「無断欠席防止」・「メイクアップの励行」をお願いして参りました。今日は、「メ

イクアップ」について、お話ししたいと思います。

　ロータリークラブの三大義務は①会費納入②例会出席③ロータリーの友の購読です。そして、例会出席が

できないときは、「メイクアップ」が認められています。「メイクアップ」の効果として、他のクラブの運営
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を見て、我が船橋東クラブの例会がよく見えるということです。ニコニコボックスの発表自体がなかったり

します。また、SAAが別席に設けられており、会場を見渡しているところもあります。正に鬼軍曹です。

　メイクアップは、原則として他クラブへの出席となりますが、なかなか出かけてゆくのも大変な方もある

でしょう。各会員の自主的なメイクアップに委ねていても限界があります。

　そこで、2004年規定審査会でロータリー「親睦活動の例会」出席がメイクアップとして認められました。

「親睦活動の例会」の定義は判然としませんが、「移動例会」とは異なるようです。

　移動例会は、そもそも例会を定例の例会を別の日時・場所で行うもので、例えば夜例会がこれに当たりま

す。他方、「親睦活動の例会」は例えば、「うまいのも会」や「観劇」「親睦旅行」等の端的に会員相互の親

睦を図る活動も「メイクアップ」の対象になりうることになります。

　そうだとすると、当クラブで認めれば、橋岡プロデユーサーによる12月26日の国立能楽堂での「大江戸

玉すだれと狂言」の観劇も「親睦活動の例会」に当たることになります。

　この点については、出席委員会にてご議論いただき、理事会にて討議・確認して、早急に実施したいと

思っています。

　また、Ｅ－クラブへの出席もメイクアップになります。Ｅ－クラブはインターネット上の定例の例会にと

出席登録をして、簡単なメール投稿をします。登録料は500円～1000円程度です。

　更に、標準約款を検討していると、「当該クラブの提唱した地域社会の行事や会合に出席すること」もメ

イクアップの対象になります。

　「地域社会」の定義が判然としませんが、橋岡プロデユーサーの企画に当クラブが後援した場合も含まれ

るのではないでしょうか。当クラブは、船橋市内での諸行事にして、種々の後援や共催を行う場合にメイク

アップの対象になります。この発想を広げると、会員の会社が社会奉仕活動を行う場合、船橋東クラブが地

域に貢献する良い企画として後援すれば、会員のメイクアップになります。

　このように、橋岡会員のご案内を通して、メイクアップを考えてみました。

伊藤幹事

１．10月21日（木）～22日（金）の黒部峡谷・宇奈月温泉旅行の行程が確定しました。

　　後程、親睦委員会より発表があります。

「臨時理事会報告」９月10日

１．12月26日（土）に開催される　NPO法人せんす主催：代表者　橋岡　佐喜男会員より～「玉狂」室町

の笑ひ　江戸の洒落　大江戸玉すだれ　狂言１番～に対しクラブの後援の申請がありました。

　「主旨その他」

　　本公演は狂言の普及啓発活動事業を行うことによって、能楽に対する理解を深め日本の伝統芸能の発展

に寄与することを目的としています。今回は能楽（ユネスコ世界遺産）と江戸文化の流れをくむ大江戸玉

すだれと初コラボし日本の伝統芸能、文化を様々な形で紹介するとともに、共催である千葉県観光物産協

会と共に国立能楽堂内において、千葉県ブースを設置し観衆に千葉県の魅力をPRします。

　※後援を承認

幹 事 報 告



◎各委員会報告

　新入会員紹介表彰 岡田会員

　親睦活動委員 山崎委員長

　　船橋東ロータリークラブ親睦・家族旅行について

　　平成27年10月22日（木）～23日（金）

　　場所：北陸新幹線　黒部峡谷・宇奈月温泉方面

　　参加者の再確認を致しますので９月17日迄にご連絡お願いします。

　雑誌会報・広報委員会 委員長　鈴木（隆）

　　「ロータリーの友月間」に因んで

　　ロータリーの友を読もう　2015年９月号のみどころ

　　横組み

　　　RI指定記事

　　　ロータリーグローバルリワードで賢く働く Ｐ３

 RI会長　K.R.ラビンドラン

　　　　ラビンドラン会長は、「仕事が思うようにはかどらない時、２倍がんばろうとするのはごく自然な反

応です。しかし、時として、問題の解決法はがむしゃらに働くことにではなく、賢く働くことにあっ

たりします。道具を見直し、やり方を分析してみることです。リソースを最も効果的な方法で使って

いますか？切れないおので薪を割ろうとしていませんか？」と述べています。そして、「今こそ、道

具を研ぐ時が来たのです」と話し、「『入会を増やし、退会を減らすために、ロータリーの会員である

ことの価値をどう高められるか』と問うべきなのです」と、会員増強の方策について投げかけていま

す。

　　　特集　『ロータリーの友』で広げよう　ロータリーの世界 Ｐ７－18

　　　　今年度、あらたに９月を「ロータリーの友月間」に定めました。

　　　『ロータリーの友』創刊の頃

　　　創刊25周年記念座談会

　　　　『ロータリーの友』　1977年１月号から再掲 Ｐ８－10

　　　　安野　譲次（一宮RC）　柏原孫左衛門（東京RC）　遠藤　健三（岐阜RC）

　佐久間長吉郎（東京南RC）　露口　四郎（大阪RC）

　　　　『友』が創刊されたのは1953（昭和28）年。残念ながら、創刊に尽力し

たロータリアンは皆、他界されました。創刊25周年を記念して、それらの

人たちが『友』創刊時を振り返った座談会を再掲載しました。

　　　『ロータリーの友』　過去・現在……そして未来 Ｐ11

　　　　時代とともに変遷してきた『ロータリーの友』ですが、日本のロータリアンを対象に編集されてい

ること、日本のロータリアンの活動や意見が記事のほとんどを占めていること、これらが変わること

はありません。『ロータリーの友』の未来を決めるのは、皆さま一人ひとりです。



　　　白熱の「ロータリーの友・友会」 Ｐ11

 2014－15年度ロータリーの友地区代表委員　加賀　美奈

　　　　第2540地区では、歴代と現職、次期のロータリーの友地区代表委員が集い、「友・友会」という会

合を開催しています。議案検討だけではなく、20年前の委員の体験談、委員になったことで思わぬ出

会いがあったことなど、委員を経験した仲間だからこそ理解し合えることを共有する、笑いと話題が

尽きない会合です。

　　　基本的教育と識字率向上 Ｐ12

　　　　「基本的教育と識字率向上」は、ロータリーの６つの重点分野の一つです。どのような活動がある

のでしょうか。どのような活動をすればいいのでしょうか。ポリオ同様、日本には非識字の人はほと

んどいないので、身近に感じられない、興味がないという方も少なくないでしょう。My Rotaryの

「ラーニングセンター」にあるパワーポイントの資料から抜粋しました。

　　　南アフリカの子どもたちのために Ｐ13

 新横浜RC　2014－15年度国際奉仕委員長　山戸　伸孝

　　　　３月31日、新横浜ロータリークラブ（RC）から南アフリカ共和国のケープタウン RCに、181万

400円を贈りました。これは当クラブが2010年にケープタウン RC（南アフリカ・第9350地区）と協

同で始めた「南アフリカ学習者支援プロジェクト」への寄付です。

　　　ロータリーデー Ｐ19－23

　　　　前年度国際ロータリー（RI）会長の黄其光氏は、地区やクラブでロータリーデーを開催するよう呼

びかけました。盛んに行われたロータリーデーについては、ご投稿がたくさん寄せられました。今回

も国内からの事例を紹介します。

　　　　第2840地区／三郷中央RC広報・雑誌・週報委員長　田中　欣一／呉南RC／砺波RC／横浜RC

　伊藤　宏／大曲・大曲南・大曲中央・大曲仙北RC／印西RC／豊川宝飯RC／和歌山アゼリアRC

　　　World Roundup　世界のロータリーニュース THE ROTARIAN　９月号から　Ｐ24－25

　　　　今年度からスタートした、国際ロータリー提供の連載コーナーです。毎月、世界のロータリーニュー

スをトピック的に紹介していきます。

　　　ロータリーは被爆樹木を通じて平和のメッセージを広げている Ｐ26－27

 2013年ロータリー世界平和フォーラム広島　ホスト委員会　

 緑の遺産担当　錦織　亮雄

　　　　「ロータリー世界平和フォーラム広島」で被爆樹木の存在とグリーン・レガシー・ヒロシマ・イニ

シアティブの活動が紹介されましたが、その時、要望のあったロータリークラブに被爆樹木の苗が贈

られました。日本のロータリークラブやアメリカ・エバンストン（国際ロータリー世界本部の所在地）、

ハワイなど 50か所に贈った苗が、平和へのメッセージを発しながら育っています。

　　　心は共に　東日本大震災 Ｐ28－31

　　　　2011年３月11日。あの日から４年になりますが、復興はまだ途上。具体的な支援と寄り添う心は続

いています。



　　　「ロータリー希望の風奨学金」　広がりを見せる活動の輪

 ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会

　　　　東日本震災で両親または片方の親を亡くした約1,750人の遺児たちに奨学金（大学生、短大生、専

門学校生対象）を給付する「ロータリー希望の風奨学金」プログラムは、私たちロータリー東日本大

震災青少年支援連絡協議会の運営によるものです。これまでの支援実績とこれからの支援・運営方針

などをご報告いたします。

　　　ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識　　　 寄付金・財政編 　　　 Ｐ32－33

　　　　今月の「よねやまだより」は、前号に続いて「ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識」の寄付

金・財政編です。寄付者の皆さまにとって、「寄付金がどのように使われているのか」は、最も気に

なることではないでしょうか。そのため、当会では毎年本誌９月号にて、前年度の収支決算と寄付金

の状況をご報告しています。また、所得税・法人税などの税制優遇制度についても、詳しくお知らせ

します。

　　　Rotary　いま……　 Ｐ34

　　　　ロータリーの最新情報をお届けします。今回は「活用されるSNS」です。

　　　パズルdeロータリー Ｐ35

　　　　今年８月号から始まったこのコーナー。ロータリーのことはよくわからない、という人もご心配な

く。パズルは一般的な問題で、ご家族の方も楽しめます。正解者へは毎月10人の方に、ロータリーの

友ロゴ入りオリジナルペンをプレゼント（２色ボールペン＋シャープペン）の予定です。

　

　　　RIからのお知らせ　ソウル国際大会での分科会の提案書を募集中　 Ｐ36－37

　　　日本語で分科会を開いてみませんか？

　　　　ロータリー国際大会では毎年、テーマを絞った話し合いを通じて、新しいアイデアや情報を得られ

る分科会が開かれているのをご存じでしょうか？　来年、ソウルで開かれる国際大会では、ロータリー

の国際性をさらに豊かなものとするために、日本人主催による日本語（または英語も可）での分科会

の提案書を募集しています。さまざまな主題で、プロジェクトの紹介、新しいアイデアの提案、情報

提供が可能です。

　　縦組み

　　　東日本大震災から伝えたいこと Ｐ４－８

 気仙大工左官伝承館　語り部　武藏　裕子

　　　　私は、亡くなられた方々の分まで、ここを故郷として帰ってくる子どもたちや親戚、ボランティア

の皆さんに再び訪れていただけるようお待ちしております。できる限りたくさんの方々に「震災語り

部」として伝えていきます。

　　　わがまち・・・・・そしてロータリー Ｐ９－12

　　　　北海道第二の都市は人材も混植

　　　　　「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は北海道旭川市です。

 文・池辺史生　写真・佐藤　敬



　　　友愛の広場／バナー自慢 Ｐ13－18

　　　　会員の皆さまの投稿のページです。ロータリーから少し離れて自由に、またロータリーライフでの

意見、思いを語ります。

　　　　各クラブのバナーを紹介していくバナー自慢欄は、今年度から友愛の広場欄の中に移動しました。

引き続き、会員の皆さまの投稿のページです。

　　　卓話の泉 Ｐ20－21

　　　　例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、各クラブからロータリーの友事務所に定期的

にお送りくださった会報・週報から、一般的に豆知識として活用いただけるような卓話を選び掲載し

ています。

　　　　相撲甚句／動脈硬化を知る／漆器の伝統と世界への挑戦

　　　ロータリー俳壇　歌壇　柳壇 Ｐ22－23

　　　　投稿をそれぞれの選者が選び、掲載しています。

　　　ロータリー・アット・ワーク Ｐ24－32

　　　　会員の皆さまの投稿のページです。各ロータリアン、各クラブの個性あふれる意見や活動を紹介し

ています。

　　　表紙のメッセージ Ｐ33

　　　　2013年８月号からは、会員の応募写真、横・縦２つの表紙を飾っています。解説は、岡井耀毅氏です。

　　　　横組み　「豊穣」　脇村　重徳（2670・有田）

　　　　縦組み　「もみじ引き」　山内　正胤（2650・十日町）

　本日の卓話

　　「私の職業について」 公認会計士・税理士　岡田　敏男　

　１．事務所　船橋市湊町２－12－12　約25年

　　　税理士１名、職員３名、５名、学校法人監査、法人、個人事業者関与先、相続税ほか

　　　開業　35歳、　33年間

　２．日本公認会計士協会東京会千葉県会　会長　平成25年６月～28年３月まで

　　　千葉県内で開業している公認会計士　約730名、役員　約30名

　　　事務所千葉市中央区　三井ガーデンホテル９階　職員３名、定期総会、賀詞交歓会、研修会、県、市

町村から、推薦依頼、士業団体交流、会員の福利厚生、本部、東京会との交流、28年４月から、本部の

地域会化確定

　３．税理士業務

　　　法人、個人事業者関与先：記帳から決算書作成、税務申告作成、税務調査まで会社にて、決算書作成、

税務申告までできる関与先の顧問税理士業務、経営者との面談、相談相手、メモ魔、次回のため、経理、

税務関係、相談、税務処理監査、例示：在庫計上が必要ではないか

　　◎　会計、税務基本原則：期間損益計算です。



　４．司法書士（戸籍謄本、相続税の登記関係）、弁護士（トラブル解決）

　　　測量士ほか、何かの時の相談相手、会計士会、税理士会の相談所利用（複数）

　５．ロータリー活用

　　　関与先以外の経営者との交流、例会等時間管理、人前での卓話ほか

　６．OFF

　　　銭湯、健康ランド、テニス、散歩、歩くこと、プロ野球応援（千葉ロッテマリーンズ） 以上

　「私の職業」 伊藤直子　

　職業は社会保険労務士をしております、伊藤直子です。

　私は父親も社会保険労務士で、いわゆる２代目です。一般的には苦労知らず、と言われております。２代

目はダメだな、と言われないよう、実は秘かにプレッシャーと戦かっております。

　こちらの皆様は、会社の社長ですので、私の仕事についても多少はご存知と思いますが、世間的にはまだ

まだ認知度は低いようです。

　具体的な仕事の内容は、中小企業の中の「人事・労務」のアウトソーシングです。主に社会保険、労働保

険等手続き業務の代行ですが、現代は労働者も自分達の「権利」を主張してきますので、相談も増えており

ます。以前に比べて、ネットで検索することで、色々な情報が手に入ります。使われる側が知識を増やして

いますので、会社側も対抗しなければならず、何かと大変です。

　社労士として、会社で何かトラブルが起こる前に、そのトラブルとなりそうな芽を事前に摘んでおくよう

に、配慮しています。

　それでも問題が起こってしまった場合、できる限り問題を最小限で解決できるように努力をします。

　事務所での仕事以外に、週に２日、年金相談センターで職員として年金相談業務も受けております。この

仕事は私がやっている仕事の中で、一番辛くてやりたくない、でも一方でやりがいのある仕事かもしれません。

　ごく最近も日本年金機構がサイバー攻撃を受けて、個人情報が流出しましたが、その後には、「どうなっ

ているんだ！」「やっぱり日本年金機構の体質は変わっていない」などのお叱りを受けました。その度に「申

し訳ありません」と頭を下げ続けました。

　その他には、年金制度についてのセミナー等、不定期ですが、講師の仕事もしております。

　現在は、父、自分、妹の３人で事務所を回しています。

　父がいずれいなくなっても、妹と仲良く、細々とでも仕事を続けていけるよう、今は地盤固めに精進する

日々です。

　これから「マイナンバー制度」の導入を控えて、その対応に苦心しそうです。

　始まってみないことには、分からないことばかりですが、個人も会社も、わたし達社労士も、まったく得

をしない、面倒ばかりが増えそうな制度です。

　国はとにかく税金を取れるところから、確実に取ることを考えておりますので、ハラが立ちますが、導入

が中止になることはないのでしょうか・・・・。



　まとまりませんが、以上が「私の職業」です。

・当社「いしとも」が進めておりました、習志野４丁目の公園墓地の４Ｆビルが完成しました。本日（９月

10日）お陰様で竣工式を迎えることができました。ご支援ご協力いただいた会員の皆様にお礼と感謝を申

し上げます。 相澤　友夫

・鈴木隆男委員長“友”に因んでの卓話、岡田・伊藤会員の“私の職業”卓話に感謝、興味深く楽しく拝聴。

 遠田　毅

・私の職業を発表させてもらいありがとう。税務・会計問題でお困りの方は是非相談させてください。本日

もこれから日本公認会計士会の研修です。 岡田　敏男

・私の職業の卓話、岡田さん、伊藤さんありがとうございました。 山口　習明

・岡田先生、千葉県会の東京会からの分離独立を達成され、心からお慶び申し上げます。会長としてのご苦

労、ご尽力に敬意を示したいと思います。 大家　浩明

・当クラブの「協譖」を進めてまいりたいと思っています。社会へのアピール効果もあります。各会員の企

業の社会貢献に協力したいと考えています。 大家　浩明

・岡田先生にはいつも仕事のフォローをしていただいております。難しい依頼者の方にも嫌な顔されないの

で凄いなと思っています。 山本　宏子

・岡田さん、伊藤さん職業の紹介ありがとうございました。 瀧　照正

・誕生日のプレゼントありがとうございます。あまり出席できず申し訳ございません。 輪湖　信

・妻、久子の誕生祝いを頂いてありがとうございます。　  斉藤　英明

次回予定

　1846回例会　９月17日（木）

　会員スピーチ

　「私の職業」　大家会長・遠田会員・輪湖会員

247,000円累計９月10日　22,000円今週のニコニコ BOX

９月のプ ログ ラム

９月17日（木）　会員スピーチ　「私の職業」

 大家会員・遠田会員・輪湖会員

　　24日（木）　会員スピーチ　「私の職業」

 瀧会員

　　　　　　　「うまいもの会」

 最高のステーキを食べよう！

　　　　　　　場所：かっぽう　かとう

　

週報今週の担当　　　鈴　木（隆）


