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＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 
2018年９月 13日

に開場記念式典が
行われた豊洲市場
が、本日 10月 11日
取引を開始しまし
た。いろいろと問題
を抱えてのオープ
ンですが少し落ち
着きましたら訪れ
てみたい場所でも
あります。さて、10月のロータリー月間は
「経済と地域社会の発展月間・米山月間・
７日を含む１週間ロータリー学友参加推進
週間」となっています。この月間について
考えてみましょう。 
経済と地域社会の発展とは？ロータリー

財団の６つの重点項目を思い出して下さい。 
1. 平和と紛争予防・解決 
2. 疾病予防と治療 
3. 水と衛生 
4. 母子の健康 
5. 基本的教育と識字率の向上 
6. 経済と地域社会の発展 

６番目に明記されていますがもう少し具体
的に考えてゆくと 

〇貧しい地域社会の経済発展を促す為の起
業家、地域社会ネットワークの能力向上 

〇生産性の高い仕事の機会の創出 
〇支援が行き届いていない地域社会での貧
困の削減 

〇経済と地域社会の発展に関連した仕事で
活躍を目指す専門職業人のための奨学金 

寄付や支援がその場限りの単発にならない
様に持続可能な支援が望まれています。ビ
ジネスを成功させるための研修、コンピュ
ーター・スキルのアップ、食品加工、服飾仕
て、起業などの職業研修を通じて持続的な
変化を期待しています。また、資産管理、投
資、保険、老後計画に関する研修なども経
済発展の一部です。 

 
10 月７日～14 日はロータリー学友参加

推進月間となっていますがロータリー学友
とは（ROTARY ALUMNI?）インターアクト、
ローターアクト、ロータリー青少年交換、
新世代交換、ロータリー青少年指導養成プ
ログラム（ＲＹＬＡ），ロータリー平和フェ
ローシップ、ロータリー奨学金（グローバ
ル補助金、地区補助金）、職業研修チーム、
国際親善奨学金、大学のための補助金、研
究グループ交換、ロータリーボランテイア、
米山奨学金などのプログラムに参加した経
験のある人、上記に関わったすべての学友
をロータリー学友と呼びます。 
米山月間については簡単に米山梅吉氏に

ついて触れておきます。本年度は米山梅吉
氏生誕 150 年にあたります。福島喜三次氏
（初代幹事）し共に日本のロータリーの創
始者であり同時に東京ロータリークラブの
創立者でもあります。1868年２月４日に誕
生し 1920 年（大正９年）52 歳の時に米山
梅吉氏・福島喜三次氏（初代幹事）が中心と
なり 24 名で東京ＲＣを創立し初代会長に
就任しました。ガバナー、スペシャル・コミ
ッショナー、など歴任し 78歳でその生涯を
閉じました。三井銀行常務（1909～23）から
現、三井住友信託銀行の初代社長（1924年
～34年）を歴任されましたが福島喜三次氏
が三井物産ダラス副支店長当時ダラスロー
タリークラブの会員であった事が日本のロ
ータリー設立の大きなきっかけとなりまし
た。米山梅吉氏の偉大な功績にいまさらな
がら尊敬の念を捧げます。 
風景の見方  

風景は心の在り方、その時の立場で同じ風
景でも違うように見えます。車の運転中に
見る風景と助手席から見る風景、目の前の
風景と振り返ってみる風景 
これから日本で最も美しい風景を持つ秋

に向かって行きます。美しい風景を楽しん
でください。 

第 14号 ３０43回例会 ２０１8年 10月 11日（木） 

 

2018-2019 RI会長:バリー・ラシン RI2570 地区ガバナー:茂木正 会長:齋藤栄作 幹事:豊田義継 

2018-19 年度 RＩテーマ Rotary
第 2570地区 
 



2 

■会員卓話｢我等の生業｣■ 
    ✿奥冨茂生会員✿     
ロータリーの職業分

類は、一度目が中小企

業診断士、二度目が税

理士で再入会しまし

た。自分の中では、会計

事務所だと思っていま

す。正確には、中小企業

診断士が作った TKC の

会計事務所で、時々税

理士だと思います。TKC はボランタリーチ

ェーンです。各自は独立しチェーンパッケ

ージの使い方も自由です。今、税理士業務

が忙しいです。税理士事務所と会計事務所

は、業態が違うと思っています。 

始めに、税理士について説明します。税

務に関する専門家で有償・無償を問わず独

占業務です。近年は積極的に無償の納税相

談に参加しています。税理士制度は。昭和

26年に制定されたもので、現在登録人数が

7万 7千人です。会計業務は付随業務です。

それと社会保険業務も制限があるものので

きるとなっています。行政書士も登録でき

るとなっています。その行政書士業務は有

償独占業務です。 

税理士事務所と会計事務所の区別とは、

正面から見ると税理士事務所で後ろに会計

事務所があると見ると解りやすくなると思

います。最近は相続専門の税理士事務所が

都市部にあります。申告業務のほかに、遺

言や遺産分割業務まで包含しています。民

法の知識が不可欠です。会社の相続が事業

承継で、こちらは会計と税法の他に、会社

法の知識が不可欠です。完全に法律業務で

す。「税理士は法律家たれ」が原則です。 

会計業務ですが、初期の原始的な形態と

して記帳代行、次に入力代行があります。

いまから 2~30年以上前の代物です。オフコ

ン系の会計事務所がこれに該当します。「税

務会計事務所」なんて看板をたまに目にし

ます。現在はパソコンを導入（自計化とい

う）した管理会計です。外部会計から内部

会計に移行しています。今後はクラウド会

計へと移行していきます。会計業務も ITの

発展とともに高度化の速度が増していくで

しょう。内部会計には、経営の知識が不可

欠です。先見性のあった自分の所長先生は、

自分が試験を合格した翌年 1 月「中小企業

診断士を勉強しろ」と言って会社の財務分

析をやらされました（法学部出身だから全

然出来ませんでした）。その後、その所長が

急逝し二代目が入ってきました。事務所の

方向性も変わり 32 歳の時に独立しました。

その中小企業診断士の試験を 42 歳の時に

合格し、お声がかかってロータリーに一回

目の入会をしました。その時も水村先輩（中

小企業診断士）に相談に行って今回も相談

に行きました。会員が一回目は 70人、今 40

人程と知りました。中身も変わったと教わ

りました。入ってみたらお昼が質素になっ

ていました。 

会計ですが、財務会計と管理会計があり

ます。そのほか教科書にはないコンサルテ

ィング会計（経営会計）があります。教科書

を鵜呑みしてはいけません。 

それは、戦略会計（三つにわかれます。）と

資金会計に分かれると思います。資金会計

が診断士の会計の範囲で TKC の会計にその

資金会計をつけ終わったのが今から 15 年

ぐらい前です。ちょうど武蔵藤沢に事務所

を構えた時でした。（事務所の件では、吉沢

会員に大変感謝しております。）この頃は公

私ともに忙しかったです。それで、ロータ

リーを逃げ出しました。戦略会計もまだ原

始的な段階でした。いまその進化形と戦略

診断と TKC の会計の三つをつなぐシステム

を模索しています。 

事務所の業態はコンビニエンス型の会計事

務所です。二階に社会保険労務士がおりま

す。現在は、法律業務で事務所を括り直し

て二階を行政書士にしました。一階を認定

支援機関（一号認定）にし、これなら職員で

できます。財務診断がメインですからシス

テム化できます。私自身は、会計事務所の

所長で時々税理士が一番スッキリします。

一昨年あたりから税務会計（入力代行）も

取り入れています。易しい事務所の形態を

取り入れ始めています。完全に他の事務所

と順番が変わっています。 

自分が年を取ったのと比例してお客さん

も高齢化しており、相続業務が忙しいです。

開業後 30年もたっているので、会社も育っ

ていて来年以降 2~3 件事業承継に対応しな

ければなりません。民法の改正もあります。

仕事に研修にとっても忙しい毎日です。 
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    ✿金井祐一会員✿     

平成 7年 11月 入間市にて開業 

同年同月 埼玉県志木

市にてワカバ薬局志木

店を開設 

翌年 8 月 東京都府中

市にてワカバ薬局府中

店を開設 現在計 12 店

舗を運営 

 

保険調剤薬局とは 

病院やクリニック

から発行される処方

箋を基に医薬品の調

剤を行い 

患者さんへ医療用医

薬品の提供を行う 

業務内容 

患者さんから持ち込まれる処方箋を薬剤

師が患者さんから病名等の情報を 

確認し、処方内容に容量、医薬品に間違い

が無いか確認の基、調剤を行う。 

処方箋 

病院、クリニックから発行される処方箋

には期限があり、発行日を含めて 4 日間の

有効期限となり期限が切れた処方箋での医

薬品の交付は不可能 

医療用医薬品 

ドラッグストアで売られている OTC とは

成分等の含有量が異なり適正利用をしない

と副作用が出る事がある。例えば薬が余っ

た場合に知り合い等にあげる方もいるが内

服薬は処方された人の病状や体質に合わせ

て処方している物なので、他者が使用した

場合には効き目が表れない事や、最悪の場

合は重篤な副作用が発現するので余ってし

まった場合には薬剤師に相談して貰いたい。 

ジェネリック医薬品 

特許が切れた先発医薬品と同等の薬価が

安くなった医薬品効用効果は同じとされて

いるが、適応症の違いが有る後発医薬品も

ある。 

薬価 

国が定める医療用医薬品の価格 

診療報酬、調剤報酬 

2 年に 1 回改定される病院や調剤薬局の

技術料等の価格 

 

    ✿一柳達朗会員✿     

㈱イチヤナギは自動車

やトラックなどのエンジ

ン部品であるナットを熱

間鍛造という製法で製造

している会社です。また

弊社オリジナル製品であ

る緩み止めナットの「ス

カートナット」も手掛けております。 

昭和 6 年に祖父の一柳乙蔵が都内の月島

で創業して、入間市には昭和 37年に工場を

建設し仕事を始めました。平成 5 年に社名

を「株式会社イチヤナギ」に変え、平成 22

年に私が代表を引き継ぎました。今年で創

業 87年になります。 

弊社オリジナルの緩み止めナット「スカ

ートナット」は、緩んではいけない箇所に

使用され、主に JR東日本の新幹線のレール

を止めるナットや九州新幹線のレールにも

使用されています。また建築・建材にも使

用されています。東北新幹線では新青森⇔

八戸間で使用され、その他の各保線区でも

使用されています。また、九州新幹線では

新八代⇔博多間で使用されています。 

弊社では毎年「経営計画発表会」を 4 月

に実施し、一年間の方針や表彰等を行って

おります。 

＜社訓＞ 

・誠実 素直な心と前向きな姿勢。 

・感動 感即動、感動を伴った仕事。 

・感謝 心をこめて「有難う」。 

＜経営理念＞ 

「社会に役立つ「本物」を提供する」 

1.社員一人一人が優れた能力とプロ意識と

責任を持ち、優れた品質と独自性を発揮

します。 

2.お客様の立場に立って、柔軟に対応でき

る会社であり社員でありたい。奇をてら

うことはせず、信頼感を大切にします。 

3.そして世間からいい会社だ、いい社員だ

と言われ、ここで働いていて良かった、

と働く喜びを実感できる会社になるよう、

全員一丸となって努力します。 

＜行動指針＞ 

①先を読んだ行動 ②すぐ実行 ③スピード 

④必ず確認そして報告 ⑤答えは現場に 

⑥協力し合う⑦プラス思考⑧元気良く挨拶 

少しでも皆様のお役に立てればと思います。 
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＜幹事報告＞ 豊田義継幹事   

1.10 月 18 日の入間南 RC との

合同夜間例会及びゴルフ会

共に出席率が低く、積極的

な参加をお願い致します。 

2.明日、和食「よへい」にて

18時 30分より第 1回ＩＭ

の実行委員会が行われます。関係者の出

席お願いします。 

 

●委員長報告 
＜ロータリー美術館＞ 宮寺成人館長 

フェルメール展に 11 月

15 日に当クラブで参りま

す。事前にチケットを購入

しなくてはなりませんの

で来週月曜日 15 日迄に出

欠席のご連絡をお願い致

します。午後から出発して

15時から 16時半のチケットで入場鑑賞後、

会場がまだ決まっておりませんが、夕食を

して帰ってくる計画です。世界で 35点ある

内の 9 点が展示される事は滅多にないこと

ですので、大勢の参加宜しくお願いします。 

 

＜健康管理委員会＞ 杉田宏充委員長 

12月 6日に例年通りイ

ンフルエンザのワクチン

接種を豊岡第一病院の先

生に来ていただき例会前

行います。ご家族の方々

も一緒に早目の申し込み

宜しくお願い致します。 

 

＜米山記念奨学委員会＞田中快枝委員長 

本日米山記念奨学委員

会へのご寄付をお願い致

しました。皆様快くご承

諾いただきありがとうご

ざいました。金額を増や

したい方はいつでも受け

付けますので申し出て下

さい。宜しくお願いします。 

＜入間南との合同夜間例会について＞   

 水村雅啓会員 

18時よりウェルカム

ドリンクとＢＧＭ演奏に

よる開場です。18時 45

分よりミニ・コンサート

をいたします。フルート

演奏と歌手の歌で楽しん

でいただきます。Ｊ-ＰＯＰとか皆さんに

馴染みのある歌を聴いていだければと思っ

ていますので、是非ご参加宜しくお願い致

します。 

 

＜出席報告＞ 金井祐一会員 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44名 21名 52.50％ 50.00% 

事前欠席連絡 13名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★奥冨さん、一柳さん、金井さん本日の卓

話宜しくお願い致します。 

「齋藤栄作君、豊田義継君、木下登君」 
 

★先日の社交ダンス協議会にて 3 位に入賞

しました。条件を満たしたので来年度よ

りＣ級からＢ級に昇級します。今後も精

進してまいります。「関谷永久君」 
 

本日\7,000   累計\299,000 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーショップを知っていますか 

② 世界の仲間と手をつなごう冊子 

③ 日帰り旅行(美術館・ゴルフ)会計報告 

④ 10/18入間南 RC合同例会出欠席表 

⑤ 10/18入間南 RCと親睦ゴルフ出欠席表 

⑥ 10/18入間南 RC合同例会交通手段表 

⑦ 10/27.28万燈まつり出欠表 

⑧ 11/15日帰り美術館出欠表 

⑨ 12/6インフルエンザ予防接種申し込み 

⑩ 他ロータリークラブ週報 

⑪ 入間 RC週報 13号 

発行 入間ロータリークラブ 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員長：水村雅啓 

 


