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西川さん、東さん

西川さん 卓話

大原会員 卓話

相澤会員 卓話
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遠田会員

ロータリーソング 「手に手つないで」
◎本日の出席状況
出席：24 名（21 名）中

12 名

57.14％

欠席：鈴木（恭）・大家・山本・斉藤（守）・行方・草野・松本・斉藤（英）・平山（藤井・織戸・鯨井）
各会員
◎ゲスト：名誉会員

会 長 挨 拶

西川

典子様

鈴 木（ 恭 ） 会 長

本日は名誉会員の西川典子様にクラブに来て頂きましたのに欠席して申し訳ありません。ゆっくりとお話
しできると思っていたのですが残念です。またいつでもいらして頂けることを楽しみにしております。
さて本日は千葉県税理士会の副会長としての業務のため、クラブを欠席いたします。税理士会の新入会員
に税理士証とバッチを授与して、税理士としてのスタートを切る式典と重なってしまったため申し訳ありま
せん。
その税理士という職業ですが、近年では以前より不人気な職業になってしまったらしいです。IT の発達
と共にその職域がなくなるのではないか、または試験が難し過ぎる、そもそも税理士という職業を知らない
という若い人も増えていて、年々税理士の受験者数が減ってきています。平成 21 年の税理士試験受験者数
が 50,000 人を超えていたのが、昨年は 27,000 人強と半分近くまで減ってきています。近年受験者数が少し
ずつ増加している公認会計士試験の方と対照的なところもあります。これには一発勝負的な公認会計士試験
とコツコツ長くかかる税理士試験の制度の差が受験生へ受け入れやすいこともあると思います。
税理士会もこのまま不人気が続くと、本当に職業としての立場が危ないのではないか、また税理士を目指
す人がいないと職員として勤めてくれる人もいなくなってしまうのでは？といった危機感から、若年層を中
心に租税教育ということで、税金とは何かといったことと同時に税理士という職業や職務のアピールをして
います。その教育を受けた子供たちが大きくなって職業として目指せる税理士でありたいと思っています。
ロータリークラブでは職業奉仕として、自らの職業を大切にしています。しかし職業は時代や場所、状況
によって変化をします。人生において自分の職業はいくつも選ぶことはできません。自らの職業を天職とし
て一生懸命過ごしていきたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．４月 14 日（木）に開催されました第１グループ・第２グループ合同

会員基盤向上セミナーですが、当

日撮影されました映像の YouTube 配信が始まっております。
会員の皆様へメールでアドレスを送付しておりますので是非ご視聴下さい。
２．地区研修・協議会のお知らせ
日

時：2022 年４月 29 日（金・祝） 13：00 点鐘

場

所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

出席者：山﨑ガバナー補佐エレクト
中村会員・水庫会員・草野会員・大家会員・三須会員・長野会員
岡田会員・鈴木（恭）会員・山口会員
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３．創立 45 周年記念誌の３校が上がりました。内容の確認をお願い致します。
４．RLI 卒後コース・DL コース開催のご案内が届いております。
参加希望の方はご連絡下さい。

本日の卓話

名誉会員

西川典子さん近況報告

・年末の主人の葬儀にはクラブを始め皆様方から温かなご芳志を賜わり誠にありがとうございました。やっ
と落ち着きました。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

西川

典子

・皆様にお会い出来て２年のブランクを忘れました。ほんとうに優しくして頂きありがとうございます。お
陰さまで元気になりました。

西川

典子

・45 周年を記念してロータリー希望の風奨学金に心ばかり参加させて下さい。40 周年時にクラブ全員で拠金
したことを思い出します。ロータリーは素晴らしい所ですね。
・名誉会員

西川

典子

西川典子様。卓話いろいろな経過の話しありがとうございました。これからもよろしくお願い

いたします。

山口

習明

・西川さん本日はようこそ。近況報告有難うございました。大原さん、相澤さん、藤代さん突然のフリにも
かかわらず卓話ご協力有難うございました。
・名誉会員

遠田

毅

西川典子さま、本日の卓話ごくろうさまです。５年前ガバナー補佐の時も大変お世話になりま

した。今後とも元気でおすごしください。

岡田

敏男

・西川さん、卓話ありがとうございます。相変わらずおきれいですね！御主人様とのツーショットで「大桜」
の花見がなつかしいですね！
・西川様お久しぶりです。例会になくてはならない存在です。今後も宜しくお願い致します。
・西川さん、久し振りにお会い出来て良かったです。また顔を見せに来て下さい。

相澤

友夫

山﨑

新一

藤代

清七郎

・西川さん、本日は例会ご参加ありがとうございました。記念誌作成の件ではお世話になりました。今後と
もよろしくお願い致します。

中村

和一

・本日は鈴木会長の代理であいさつさせて頂きました。西川さんに久しぶりにお会いできてうれしかったで
す。

水庫

直子

・西川さん、本日はようこそいらっしゃいました。お元気そうなお姿で安心しました。またいらして下さい
ね。

長野

春信

・西川さん、本日は卓話ありがとうございます。お元気そうで良かったです。またいらしてください。
・水庫様、御母堂様の御冥福をお祈り致します。

鈴木

隆男

相澤

友夫
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・山口会員、織戸会員へ「希望の風」へ多額の寄付大変頭が下がります。
45 周年記念実行委員長
・大原会員へ公益法人船橋法人会

山﨑

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

５月のプログラム
５月５日（木） こどもの日 休会
12日（木） 理事会
三つのお祝い 会員スピーチ
19日（木） 地区研修・協議会に参加して
次年度第１回クラブ協議会
13：30～15：30
26日（木）「青少年奉仕月間」に因んで
水

庫

新一

会員増強で「日本一」おめでとうございます。ロータリーの新入会員入

会もお願いします。

週報今週の担当

山﨑

４月 28 日

24,000 円

累計

新一

632,000 円
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