
■例会日／毎週木曜日 12:30～13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

■クラブ管理委員会／中丸 繁男　野村 高章
■事務所／〒189-0013
　　　　　東京都東村山市栄町3-5-1ハイツむさしの101
　　　　　TEL 042-393-7500

国際ロータリー第2580地区東京東村山ロータリークラブ

Vol.43

国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2086回例会 2009.7.23

｢誠心誠意、和をもって｣“事にあたろう”

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

■司会：相羽例会運営委員

■点鐘：杦山会長

■お客様紹介：
　木下パスト会長

◆ゲスト：第45期青少年交換留学生 川野邊麻莉様
　　　　　お母様 川野邊まゆみ様

◆ゲスト：津久井ＲＣ　山本芳昭様

■合唱：ロータリーソング
｢それでこそロータリー｣

◆ソングリーダー：
　土田会員

昨日の天体ショー、皆さんはいかがでしたでしょ
う。｢皆既日食｣が46年ぶりということで飛行機で
の遊覧日食されました方、私はテレビで金環食・
月が太陽の中に入り太陽を覆い、悪石島の皆さん
が見えなくなって、闇の中でうごめく姿、天気は
無常にも雨でしたが良い経験をしましたと話して
おりましたのが印象に残りました。お天道様のな
んと意地悪なことでしょうか。山口県ではとてつ
もない量の雨が2時間に渡り降り続き、土石流と
なり多くの被害を出して老人ホームの痛ましい姿、
自然災害の恐ろしさが胸を打ちます。また国会も
解散となり、何か良いことはないかと思うばかり
ですが、梅雨明けは、まだ多くの地域ではこれか
ら。関東においては、9日前に｢梅雨明け宣言｣を
したのですが、ただいまは戻り梅雨とのこと。宣
言以前ですが、真夏のギラギラ太陽の下で、天気
模様が頭の中を覆い｢どう乗り切るか｣の不安が脳
裏をよぎります。以前は30℃を越しますと真夏日
と言いましたが、今日では熊谷・前橋等内陸にお
きましては、体温に匹敵するほどの暑さにもなり
ます。テレビでは健康食品・サプリメントと花盛
りですが、知識のない者には効能を推し測れませ
んが、結構な対価でもありますので、低収入の我
が身なれば、簡単に｢試しに｣とはまいりません。
そこで簡単に手に入るもので、真夏乗り切りの知
恵はないかと、薬科大学の先生に聞いたところ、
胃液の分泌を助けるには｢ショウガ｣、スタミナ増
強には｢ヤマノイモ｣。魚介類の毒を中和し、腸の

■会長報告 杦山会長
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■幹事報告 高橋幹事

■対人地雷除去委員会：
　ロータリー･クリアランド･プロジェクト地雷
　卓話のお願いについて
　年間卓話プログラムにて“地雷卓話”をお願い
　したい
　連絡先：ガバナー事務所

■国際ロータリー日本事務局：
　2009年8月のロータリーレート　1ドル＝94円

■東村山市体育協会：
　第46回市民納涼の夕べ中止について
　7月25日(土)予定
　→カルガモ親子が住み着いた為、中止に

■青少年交換川野邊さんより：
　第45期青少年交換派遣学生の出発時期について
　2009年8月2日(日)
　フィンランド航空　AY074便にて
　11:00　第2ターミナルより出発予定

■回覧：
・｢友｣インターネット速報 No.390

・8月22日(土)家族親睦花火例会の回覧を今廻し
　ていますので、皆様宜しくお願いします。

■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　8月10日(月)→振替休会
　　　　　　　　8月17日(月)→休会

■卓話のお願い：
　東京小平ＲＣより9月16日(水)
　前地区青少年交換委員長 野澤秀夫会員への
　卓話の依頼が来ています。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

38 31 1 6 82.35

■出席報告 吉川例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名

■前々回出席率メークアップ修正後：94.12％

■前々会メークアップ者：
　土方会員：地区活動
　石山会員：東大和ＲＣ
　北久保会員：新所沢ＲＣ
　熊木会員：新所沢ＲＣ
　竹田会員：東京国分寺ＲＣ
　戸澤会員：福生中央ＲＣ

働きを良くし、冷えによる腹痛や下痢を治す｢シソ｣、
滋養強壮に｢ゴマ｣、食欲を増し、熱による体の不
調を整える｢ミョウガ｣、昔からの薬味の定番が続
きますが、さらに消化を良くする｢大根｣、胃を丈
夫にする｢トマト｣、近頃では小粒から大粒、味も
大変甘みを増した品種等、お好みの品が求められ
ます。胃粘膜の再生に役立つ｢キャベツ｣、熱を冷
ます｢スイカ｣など大物野菜も登場し、ほかに｢緑茶｣
も胃腸を洗浄すると中国古代の薬学書｢神農本草経｣
にあります。台所にいつもあるものが、すらすら
と出てきた中に、お米もありました。漢方では｢玄
米｣だそうですが白米でも良いと云います。血行
が良くなり、虚弱体質を改善する夏バテをしない
食事法との事です。｢これは夏に限ったことでは
なく年中ですがね｣と先生のお言葉でした。何か
お役に立てれば幸いです。

◆野澤会員：川野邊麻莉さん、いよいよフィンラ
　　　　　　ンドへ出発ですね。健康に留意して
　　　　　　楽しい留学生活送って下さい。

◆當麻会員：人間ドックへ行ってきました。あら
　　　　　　ゆる数値が好転しました。

◆赤木会員：土田先生、今日は楽しみにしており
　　　　　　ます。今日はいつもより早く来まし
　　　　　　た。

◆竹田会員：川野邊さん、元気にいってらっしゃ
　　　　　　い。楽しんできてね。1年先を楽し
　　　　　　みにしています。

■ニコニコＢＯＸ 高橋クラブ管理委員
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■青少年交換留学生　川野邊麻莉様

■2580地区青少年育成
　委員会委員
　竹田光明会員

■お客様挨拶

■委嘱状伝達

皆さんこんにちは。1年間お世話になりまして有
難うございました。フィンランドに行ったら楽し
い思い出と、多くの友人を作ってまたフィンラン
ドに行きたいと思うような一年にしてきたいと思
います。

本日のニコニコ合計： 11,000円
　　累　　　計　　：217,000円

◆高橋幹事：野村さん、いつもいい男の写真あり
　　　　　　がとうございます。感謝申し上げま
　　　　　　す。
◆野村会員：土田さん、イニシエーションスピー
　　　　　　チ頑張って下さい。

■前地区ロータリー財団
　野村委員

■委員長報告

｢未来の夢計画｣に基づく新補助金制度のパイロッ
ト地区選出について
2008年11月25日付レターにてお願いをさせていた
だきました第2580地区のロータリー財団｢未来の
夢計画｣新補助金制度パイロット地区申請の結果、
当地区がパイロット地区として選出されました。
今回、世界中から100地区がパイロット地区とし
て選出され、日本からは当第2580地区をはじめ、
第2650地区(福井、京都、奈良、滋賀)、第2690地
区(島根、鳥取、岡山)、第2760地区(愛知)、第
2770地区(埼玉)、第2830地区(青森)の6地区が選
出されました。皆様のご賛同並びにご協力に感謝
申し上げるとともに、2010-2011年度(上野操ガバ
ナー･ノミニー年度)から始まる新補助金制度の活
用に向けて、ご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

■當間社会奉仕委員長

7月21日に麹町の弘済会館で地区社会奉仕委員長
会議に出席してきました。社会奉仕委員会活動方
針の発表がされ、各委員長報告がありましたがそ
れぞれ自分のクラブでの委員会活動発表がメイン
で、2580地区としてどのように活動するかという
方針が良くわかりませんでした。その後3クラブ
の社会奉仕委員会活動計画の発表がありましたが、
その中で東京清瀬ＲＣではスクリーンを使って発
表していました。これから私も色々清瀬ＲＣさん
にも聞いてどのような形で活動していくか勉強し、
皆様に報告して行きたいと思います。

■當麻会員研修委員長

皆様のお手元に先週クラブ概況が届いたと思いま
す。去年と変わった所が一つあります。70ページ
から決議23-34｢綱領に基づく諸活動に関するロー
タリーの方針｣の全文を入れてありますので、き
ちっとお目通し願いたいと思います。クラブには
無くてはならないものであり、綱領がロータリア
ンの目標ともなっていますので、もう一度お読み
になって頂きたいと思います。

■田中ゴルフ部部長

来月8月7日(金)に三井の森蓼科ＧＣにて、今年度
第1回のクラブ親睦ゴルフ大会を開催します。先
日のいち松にて新旧会長幹事慰労激例会のおり、
予備調査し登録していただいていますが、明日ゴ
ルフ場に申し込みますので再度の確認のためメン
バー表を回しますのでご確認下さい。5組用意し
ていますが、現在16名の参加申込みとなっていま
す。まだ1組枠が残っていますので皆様の参加を
宜しくお願い致します。
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■卓話(イニシエーション･スピーチ)

■卓話者：土田会員

昭和39年3月20日小平市生まれ(45歳)
父：山形県余目町(庄内平野)出身・税理士、母：亀戸
の出身
私が生まれた時の東村山市の人口は6万6012人(昭和39
年4月市政を施行、東村山市と共に成長)、緑風荘病院(私
が生まれた頃から変わっていない)で生まれました。当
時、八坂ダイエー前33都営に住んでいました。その後、
父が家を購入し昭和42年5月10日売買(登記簿謄本)富士
見町1-1-59に転居(野火止を渡る)しました。

◆成蹊小学校に入学
父の弟が教育大で成蹊に教育実習に行った関係で薦め
られ入学。悪名高き安倍総理とは低高学年ともに担任
は一緒です。近所に友人はいなく、電車通学で同じ学
校に通う兄弟のみが友人でした。久米川のオフィスで
は母親がオリベッティのオフコンを操作し、私も紙テ
ープを巻き取る手伝いをした記憶があります。そのま
ま中学、高校へ進む。中学時代はドリフ全盛時代でし
たが志村けんは嫌いでした。立川に正月映画をよく見
に行っていました。中学入学時は野球部で、中学校2年
よりラグビー部に入部(人生の分岐点①)した。中学時
代はあれよあれよの間に終わり、高校時代は目指せ花
園しか考えていなかったが、高校2年の夏合宿で花開い
た。当時は非科学的練習で、その疲れで丸一日以上寝
た経験がある。結果、高校3年の時は準決勝で花園へは
行けなかったが、当時の優秀なメンバーは早稲田、帝京、
専修へと進学。その後4年前、31年ぶり4度目の花園出
場(ロッテ)初めて花園へ。大学・クラブチームでもラ
グビーを続ける。今も大学をサポート。強くはなかっ
たが自信がついた。これがスポーツの良いところだと
思う。

◆税理士受験
父の影響で、格好よく見えたので迷うことなく決めた。
結局8回受験した末、平成7年に合格し、8年に登録。(最
近の資料では平均9回受験、当時のアベレージは5回とか･･･)
ラグビーはまだ続けており、シンガポール遠征なども
経験。頭の中では試験前に部歌を唱っていた。最後の
一科目で3年かかったので、軽いノイローゼ状態になり、
合格後も夢を見た。当時、結婚もし、子供も2人いた。
(30才合格時2才と0才)　働きながらとは云え、遅いデ
ビューでした。妻は小学校入学前の塾から一緒で、昨
年11月で結婚20年になります。当時、合格しなければ、
カレーが大好物なのでカレーの屋台をやろうと真剣に
考えていたので、妻には感謝している。

◆ＪＣ入会(人生の分岐点②)
父の懇意にする地元の方の勧めにより入会。(1996年：
平成8年)
ＲＣにも沢山の先輩がいらっしゃるのは安心です。ま
ちづくりの意味も分からず、イベントで大工仕事をす
るメンバーの姿を見て、町を建設することだと思って

いた。会議の仕方をはじめとして、また研修、自己啓
発を含めて組織のあり方は今にも生きている。(委員会
制など) 2002年には理事長を拝命し、ＲＣの賀詞や記
念式典その他チャリティゴルフにもお邪魔した。東京
ブロック(ＩＭと同じ意味？) 日本ＪＣに出向し、日本
ＪＣでは2年間教育問題に取り組む。(国を愛する心の
アンケート) この頃から教育の必要性を強く感じ出し
た。東村山に知り合いの居ない自分にとって現在の人
脈はＪＣがベースになっているし、又40才で区切りが
あることも大きな魅力で、やりきった充実感があります。
今同じ事をやれと言われてもできない。(時間的・情熱
的？くだらない討論) 役は全て引き受けろとの先輩の
言葉で(だって知事になれとは言われないだろ)色々な
役を引き受けて大変な目にあった。

◆税理士の仕事について
平成8年から経営に口を出し、母親に疎んじられる。こ
うしないと潰れると建白書を出したが今の方針と変わ
らず。
平成13年(21世紀)から父より事業継承。2人とも2000年
からだと思っていた。(実は2001年から)
平成16年1月ＩＳＯ9001を取得。ベテランの仕事ぶりを
文書化したかった。
平成19年7月栄町1丁目の現オフィスに引越し、この8月
3日に税理士法人化をします。
この仕事を私は天職だと思います。人と話すのが好き、
問題解決が好きなのです。最も好きなのは税務調査で
すが、自分が税務調査を受けた時はやはり嫌な感じが
した。

◆目指す税理士事務所像
より専門性を高くレベルアップを図る。ひとりひとり
何かの1番に、事務所の1番を目指すように指導してい
ます。決算書作成・税務申告のみの時代はとっくに終
わっている。｢税理士で会社を強くする｣のキャッチフ
レーズで頑張っている。いかに的を得た(利益に直結す
るような)アドバイスができるか。法人・個人の顧問先
をベースに、資産税(相続・経営承継)・医療関係(開業
支援)・特殊法人が得意。現在複数の税理士法人とグル
ープ化を図ることを模索しています。1事務所で運営→
同族継承していくことの厳しさは共通の認識であり、各々
の事務所の得意分野を生かし、かつ、リスクヘッジを
図る。

◆目指す税理士像
お客様とメンタル的にも高め合い共鳴できるような関
係を築く。活力朝礼。

◆仕事以外で大事にしていること(ライフワーク)
教育：租税教育・社会教育委員
福祉：知的障害者関係の社会福祉法人のサポート
まちづくり：ＮＰＯ法人いきいき(ひとづくり・人権の
森構想をはじめとするまちづくり)
母校：ラグビー部財務
ＲＣももっと勉強したいと思っています。

■点鐘：杦山会長


