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＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 

先週の例会は日帰り

旅行でしたお陰様でロ

ータリー家族を含め 1

日楽しく過ごさせてい

ただきました。後藤親

睦委員長の企画で三島

の米山梅吉記念館、三

島スカイウオーク、三

島の鰻を昼食で頂き山中湖で水陸両用バ

スに乗って来ました。美しい富士山を見な

がらの日帰り旅行でした。 

財団法人米山記念梅吉記念館は今年設

立 50 周年を迎えるそうです。沼津北ロー

タリークラブが中心となり静岡の地区を

巻き込み昭和 44 年 3 月 26 日許可となり

ました。米山奨学会とは直接的な関係はな

いことを知り驚きました。当日も沼津北ロ

ータリークラブのメンバーがかけつけて

くれました。説明は学芸員の方から受ける

事が出来大変勉強になりました。記念すべ

き 50 周年の年に訪問出来たことはより一

層の思い出となりました。 

三島のスカイウオークはある意味大き

なつり橋があるだけですが多いに観光ス

ポット的な楽しみがありました。三島の鰻

は大変美味しかったです。説明によれば鰻

の泥抜きをするのに三島の清らかな水が

貢献しているとの事でした。 

水陸両用バスは単

純に興味深く山中湖

の湖畔遊覧は富士山

も見る事が出来楽し

いひと時でした。実は

この水陸両用バス KABA は富士急が運営し

ているものですが日本最初の水陸両用バ

スは日の丸自動車が運行する SKYDUCK ス

カイダックです。こちらは東京横浜の名所

を駆け抜けるものです。 

日の丸自動車はバス業界でいくつものヒ

ット作を生み出している会社です。皇居周

辺を走る屋根無しのバ

スも日の丸自動車が運

行しています。当初誰も

が屋根の無いバスを都

心で走らせるなど考え

られないといった常識を覆し雨の日も雨

合羽を着て乗車する様な名物となってい

ます。 

富士急行は芝桜においても 2 番煎じで大

成功をしている会社でもあります。その成

功の秘訣は日本一の富士山の恩恵を充分

に取り入れていることにあります。 

本日は我らの生業です。卓話を楽しみに

会長の時間とします。 

 

 

＜幹事報告＞ 豊田義継幹事   

＜報告事項＞ 

1.第3075例会 日帰り旅

行は米山梅吉記念館

と墓参りに行って来

ました(参加者 17名) 

2.次年度ガバナー補佐

交代の件。 

3.臨時持ち回り理事会にて狭山中央ＲＣ

に協力金拠出承認され振込完了。 
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●委員長報告 

<細淵克則会ガバナー補佐〉 

次年度ガバナー補佐とし

て着々と準備研修を行っ

てこられた篠塚文雄さん

が健康状態により、ドクタ

ーストップが掛かってし

まいました。このような結

果となり職責を全う出来

ない事を残念がっていました。改めて鈴木

秀憲ガバナーエレクトと相談した結果、同

じ新所沢ＲＣ在籍の徳永眞澄会員に次年

度ガバナー補佐の委嘱が決定しました。 

 

<地区研修協議会〉 木下登会員 

次年度の地区社会奉仕委

員会の委員長に水村さん

が、私が副委員長に予定さ

れています。5/19に地区研

修協議会があり出席して

来ました。 

基本方針は①地域社会

奉仕②ブライダル③アイバンクとなって

います。社会奉仕に対するアンケートを各

クラブに配布いたしておりますので、ご協

力お願いします。次にホームページの見直

しを出来るだけ行ってほしいとの事です。

又、地区補助金を使っての事業を積極的に

行って下さい。 

②のブライダルの件では 10/19 に婚活

パーティーが予定されています、改めてご

報告いたします。 

③のアイバンクは私がパンフレットを

持っておりますので、大勢の方の参加ご協

力宜しくお願いします。 

 

 

<親睦活動委員会〉 後藤健委員長 

先週の日帰り親睦旅行

には、お褒めの言葉も頂

きありがとうございまし

た。KABA バスも貸し切り

状態で楽しく過ごせまし

た。又、最終例会の出席人

数を早目に把握したいと思いますので、宜

しくお願い致します。 
 

 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

45名 20名 48.78％ 70.73％ 

事前欠席連絡 10名 

 
 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★一か月楽しくやりましょう！ 

「齋藤栄作君」 

★先週の日帰り旅行は 17名の参加となり

ご協力ありがとうございました。 

「豊田義継君」 

★次年度へのバトンゾーンに入ってます

例会出席宜しくお願いします。 

「滝沢文夫君、木下登君」 

★先週土曜日に行われた小学校の運動会

で兄弟 2人とも徒競走で１等でした。 

「一柳達朗君」 
 

本日\5,000   累計\847,000 
 

 

 

 

■回覧、配布物 

①入間市交通安全対策推進協議会報告書 

②入間市民憲章推進協議会総会資料 

③茶の香めーるＶｏｌ.72 

④6/27齋藤年度最終例会出欠席表 

⑤入間市工業会会長退任・就任のご挨拶 

⑥国際交流ＮＥＷＳ No.108 

⑦地区協議会冊子 

⑧ガバナー補佐交代のご報告 

⑨他ロータリークラブ週報 

⑩入間クラブ週報 42、43号 
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■会員卓話｢我等の生業｣■ 
    ✿宮寺成人会員✿     

先ずは私の税理士事

務所の現状説明をしま

す。業務は、会計処理を

伴う税務業務と税務の

みの業務に分かれま

す。会計が前提となる

税務業務は、所得税の

申告・法人税の申告・消

費税の申告です。税務のみは「相続税の申

告」です。 

会計処理が一つでも間違えば税金計算

が狂うので、会計処理が適正かどうかを、

毎月巡回して証拠書類を調べ確認します。

会計処理の原則は 7 ありますが 1 番目が

「真実性の原則」から始まります。ロータ

リークラブの「真実かどうか」と同じです。 

会計処理はパソコンに TKC の財務ソフ

ト、給与ソフト、販売管理ソフトを載せて

処理していただいています。財務ソフトは、

フィンテイックを使い通帳の出入りをク

ラウド経由でソフトが自動処理し、新しい

処理は教えると覚えます。このクラウドは

上場会社の 70％が申告書作成に使ってい

る安全なものです。 

ISO27001 情報ｾｷｭﾘﾃｰに関する認証、

ISO27017 ｸﾗｳﾄﾞｾｷｭﾘﾃｰに関する認証、

ISO27018 パブリッククラウドにおける個

人情報の保護に関する認証、第 86 号監査

報告書を提供でき、税制改正等にクラウド

だから瞬時に対応します。東日本大震災の

震度 6に襲われたが稼働していました。 

給与システムは「給与計算」ですが税率

改定、社保料率改定に即対応します。給与

金額を確定するために「タイムカードから

連動しての給与計算」であり、その明細は

クラウドに各人のスマホからアクセスし

て確認します。その金額の振込み、源泉所

得税のインターネットバンキング、ダイレ

クトによる納付、令和元年 10 月から特別

徴収住民税の振込可能予定があり、銀行に

行かずパソコンの中だけで給与処理は完

了します。 

また、マイナンバーの管理を同時に行い

番号法に対応します。 

 

 

事務の生産性が上がるので、働き方改革

に多少貢献していると思います。今年から

有給休暇を年 5 日取らなくてはなりませ

ん。正社員パートを含めすべての従業員が

対象です。 

販売管理システムは、見積書・納品書・

請求書、のソフトです。担当者別、地域別、

商品製品別の収益・粗利の管理も行い、令

和 5 年に実施されるインボイス対応もし

ております。 

またこれらのソフトは全ての処理が財

務連動するように設計されています。預金

の約 70％、販売管理、給与・源泉税・社会

保険が自動化されます。 

相続税の申告は、個人財産の確定・財産

評価により税額計算を行い相続開始日か

ら 10 か月以内に申告書しなければなりま

せん。財産分割が権利平等の民法化では問

題が発生しますので遺言書の作成が必須

と思います。ありがとうございました。 
 

 

 

    ✿吉永章子会員✿     

1997 年 12 月ロー

タリーに入会させて

頂き足掛け 21 年目

になりました。イニ

シエーションスピー

チから始まり今回で

3 回目になります。

前回と重なる内容も

あると思いますがご容赦ください。 

[開店・美容師になった動機・当時の日本

の経済状況等] 

入間市鍵山に 1978年（昭和 53年）春に

美容室をオープンし今年で 41 年目を迎え

ました。当時母方の親戚が美容院を開業し

ていましたので私自身客として通ってい

る時、地方からの寄宿生達が目的を持って

生き生きと働く姿に魅せられ強く感化さ

れ職業転換のきっかけとなりました。2年

間の学校生活と 8 年間の修練を経て 33 歳

での開店でした。私はサラリーマン家庭に

育ち私自身も 5 年間の会社勤めの経験者

です。社会に於いて人生の縮図たる人間模

様を、又プロの接客をたたき込まれました。 
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23年間（1950年～1973年）続いた高度経

済成長期もそろそろ陰りを見せ始めるの

ではと思うと商売は真っさらの状態から

なのでとても不安でした。でもバブル期へ

うまくドッキング出来て、当サロンも需要

と供給のバランスも良く多くの仕事をさ

せて頂きました。 

当時、成田空港の開港・大平内閣発足・王

800 号ホームラン達成等が重大ニュース

でした。購入した不動産関係の借入金も肉

体労働と知恵を絞りながら遠からずの返

済が出来た次第でした。今、考えますとス

タッフに恵まれ一番良い時期だったと思

います。その後、じわじわと生産雇用の縮

小、家計所得や個人消費の減少と悪循環が

続き平成不況の引き金と成りました。 

 

[美容室の店補数と人数] 

店補数 24万 7578・2年前より 1万軒増し。

怖ろしい事です！！ 

美容師 49万人（1店舗 2～3名） 

コンビニ 5万軒・歯医者 6万 5千軒 

年間の閉店数8,000軒 新規開業10,000軒 

ビックリです！ 

 

[これからどうなるのか？] 

必要経費の削減（一人美容室が多くなる） 

大型店（10人から 20人）を含め、何処の

激しい状況の中で試行錯誤しながら凌ぎ

を削っている状況です。私の所も全くその

通りです。自分が置かれたこの場所で仕事

に携われるのは幸せなことです。これから

もお客様に寄り添いながら誠心誠意、感謝

を込めて努めて参りたいと思っています。 
 

 

発行 入間ロータリークラブ 
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