
 

 

国際ロータリー第 2620 地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2018 年 10 月 12 日（金）Ｎo 014 

 

例 会 第１２９２回： 通常例会/小杉苑 

ソング 我等の生業、もみじ：ソングリーダー 佐野博己君 

■ 会 長 報 告         飯田敏之君 

 

皆さん今日は。 

先週、土曜日から

またまた宮古島

に渡って来まし

た。 

今回は 毎年行

われる宮古の民謡「なりやまあやぐ大会」を見る

事が出来ました。参加者は 80 名で県外からは 16

名のエントリーがあり 上位 20 名が夜の決勝大

会に進みます。 

私の知り合いは3回目でしたが 三線でミスをし

たため今年も決勝には進めませんでした。来年は

私も大会に出場しようと決心したのですが よ

く考えたら藤枝大祭りと重なる気がいたします。 

宮古島の島尻という村にバーントゥウ・ブナハと

いう奇祭があります。この祭りはある日浜にクバ

の葉に包まれた 3体のお面が流れ着きました。こ

のお面を持って漁師が漁に出たところ今までに

ない大漁があり きっとこのお面のおかげに違

いないと 村では「浜に流れついた寄り神様」と

してお祭りをするようになりました。 

3 名の男が弦を体に巻きつけ泥をかぶり その泥

を人・家・車とあちこちになすりつけて厄払いす

るという祭りです。 

３か所ある村への道路にミーピーツナと言いま

すが縄を張り豚の骨魚の骨などを吊るして結界

をつくってその中での泥祭りです。開催日は前日

にならないと発表をしない祭りでして、見るため

には 時期を察して泊り込んでいなくては見れ

ません。今回はたまたま滞在中に開催となり こ

の祭りも味わう事が出来ました。ビデオ・写真も

ありますので機会があれば皆さんにお見せ致し

ます。 

以上、ご挨拶とさせて頂きます。 

■ 幹 事 報 告       漆畑雄一郎君 

藤枝市国際友好協会の案内を回覧いたします。 

■ 出 席 報 告        古川賢吾君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

40／50 80％ 46／50 92％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○植田君○小山君○早川君○渡辺哲君○望月君 

阿井君 江崎君 川口君 佐野裕君 中村君 

(２)メークアップ者  

桑原茂君 樽井勉君 古川賢吾君 松浦正秋君 

■ スマイル B O X        古川賢吾君 

・結婚記念日プレゼントありがとうございます

結婚からもう 13 年の月日がたちました。 

これからも仲良くしていきます。笠原大輔君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございま 

す。笑顔で写真を撮影できるかな？ 

古川賢吾君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございまし 

た。先週の金曜日、朝から機嫌が悪い妻でし 

たが誕生日プレゼントで機嫌も直りました。 

感謝！             藪﨑茂君 

・誕生日プレゼントありがとうございました。 

 ひと昔前は体育の日の次の日です。ですみま 

した。             樽井勉君 



 

 

・二男が三井住友銀行から採用内定いただきま 

した。            松浦正秋君 

・ありがとうございました。   松浦正秋君 

・先週の土曜日、二年ぶりにゴルフをしてきま 

した。スコアうんぬんという事より 18 ホール 

プレイできたことに満足しております。 

               伊藤恒夫君 

スマイル累計額  ２９５，０００円 

 

■ 会 員 卓 話  佐野博己君・笠原大輔君  

 

 

 

                佐野博己君 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは！６月よりこの藤枝南ロー

タリークラブの仲間に入らせていただきました、

建築資材総合卸の佐野屋 佐野博己と申します。

本日、初めての卓話と言う事で宜しくお願い申し

上げます。 

今年度はなるべく環境をテーマに卓話をすると

うことで伺いましたので少し私の環境、まずは生

まれた環境からお話しさせていただきたいと思

います。 

１９７４年、昭和４９年の８月、島田市で生まれ

ました。藤枝南ロータリーの皆様ほぼ１００％先

輩方だと思います。住まいは島田市野田、昔で言

うと大津村と言う名前でした、大津って知ってい

る方いらっしゃいますかね、今も大津通りと言う

名で残っていたりします。島田の田舎という位置

づけで、島田市民病院から北方面、一号線バイパ

スの奥、大草尾川、千葉山、とほぼ山の地域です。

私の小学校の頃までは川にタナゴが泳いでいた

り、カラス貝がいたり、山に行けばクワガタやカ

ブトムシが沢山いてよく取りにいってました。今

は触れませんが！！ 

今から３０年前、６月の梅雨時期に実家の前は蛍

が数え切れないほどいましたが、今は片手で数え

られるくらいしか飛んでおりません。道路がアス

ファルトなると蛍はいなくなってしまうらしい

です。便利になった分、自然は少しずつ減ってい

ると感じますね。２０年くらい前でしょいうか、

でバラの丘、と言う新興住宅街ができて大津地区

全体で昔よりも人口は増えております。３０年く

らいで自然環境、人口など随分変わりました。 

ここ藤枝も昔は志太郡と言う名前で、現在の藤枝

市はもちろん、島田市の一部（大井川以東）と焼

津市の一部（上小杉など）も志太郡のくくりにな

っていたと聞きます。生活環境としては志太地域

で藤枝市が一番栄えていると思います。藤枝駅も

綺麗ですし、マンション、ビジネスホテルもかな

り多く、学校、人口などは非常に多いですね。 

ロータリーの皆様は優秀な経営者と言う事で色

んな投資をされていると思います。よく出てくる

話かもしれませんが「人生には３つの大事なトウ

シがある」と言われております。 

一つ目はこちら！この「投資」ですね。この投資

（とうし、英: investment）とは、主に経済にお

いて、将来的に資本(生産能力)を増加させるため

に、現在の資本を投じる活動を指しております。

例えば、人材を投資したり、投資信託、株への投

資などの資産を投資する、そして環境への投資

（太陽光・風力火力発電）など様々あると思いま

す。私も余力があれば環境投資をしてみたいと思

っておりますが、まだまだ力不足でありますので

もっと仕事に精進していきたいと思います。 

二つ目のはこちら！この「透視」ですね。この透

視とは通常、見えないものを透かして見ること。

例えば、X線で人体を透視するなどを指します。 

また、未来の透視、これから世界が日本が、また

藤枝市が、と言う感じで透かし視る（この視るは

調査という意味で）今後を見据えるというこれも

皆さんが得意とする所ではないかと思います。 

私も皆さんに習って将来が視えるようになれた

ら幸いかと思っております。また、私の少しの情

報で皆さんのお役に立てれる様にしていきたい

と思います。 

三つめは何だと思いますか、この「闘志」です！！

字のごとく、志をもって闘う！と言う事です。ア

ントニオ猪木ではありませんが行くぞ～！燃え

る闘魂、この三つのトウシの中で一番大事ではな

いかと私は思います。 

色んな事を行動する時にこの闘志！やる気！気

合！少し古い考えになると思いますが大切だと

私は思っています。 

ロータリーに入会して頑張ろう、何とか自分の環

境を良い方向へ変化させよう、と言う思いや行動

は必ずこの「闘志」から生まれてくるものと感じ

ます。    投資 透視 闘志 



 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

              笠原大輔君 

 

 

 

 

 

環境についてということですが、私の社会人にな

ってからの環境を話すということで自己紹介を

させていただきます。 

ＪＣ時代は例会の時に３分間スピーチを何度か

やらせてもらいましたが、１５分間ということで

５倍の時間話すのはなかなか大変です。とはいえ

今日は事前にご連絡いただいてますので頑張り

たいと思います。 

まず社会人までの経歴は藤枝小学校卒、藤枝中学

校卒、藤枝東高校卒、名古屋市立大学卒となりま

す。趣味は剣道でこの間ずっとやっていました。

いつの時も色々な友人がいましたが、一貫して付

き合いがあった友人が朝比奈潔先輩の息子さん

の朝比奈慎二くんになります。それでは社会人に

なってからの私の職場環境のお話をさせていた

だきます。 

大学卒業後は即父の営む会計事務所に入社しま

した。仕事をしながら税理士の資格を取るために

週に３日仕事を終えてから専門学校に通う生活

を５年続けました。その当時の交友関係といえば、

職場は私以外おばさんばかり一緒に住んでいた

弟と飲みに行くか、当時つきあっていた彼女（今

の妻）と飲みにいくかくらいでした。 

２７歳の時に税理士資格を取りましたが、昔の友

人とは疎遠になり、社会人になって新たな友人関

係を築くこともなかったため、周りを見渡せば気

を許せる仲間やご指導いただける先輩が全くい

ない状態でした。そこで即藤枝青年会議所に入会

することにし、以来１３年間世話になることとな

り現在にいたります。 

ここで会計事務所の環境についてお話させてい

ただきます。 

少し前ですが日経新聞に今後ＡＩにとって変わ

られる職業のひとつとして税理士と掲載された

ことがありました。 確かに会計業務のコンピュ

ーター化が進んでおり、今では銀行取引のデータ

がそのまま仕訳として読み込むことができるよ

うになりました。今後会計業務のＩＴ化はさらに

進んでいくものと思われます。 

それでも私は税理士業務がＡＩにとってかわら

れるとは思っていません。それはなぜか。 

まず、今の会計事務所はただ記帳代行をしている

だけではなく、その業務は広範にわたっています。

その業務をＡＩが行えるとはとても思えません。 

税理士という資格を国家が認めている国は世界

のなかでドイツと日本だけになります。会計士と

いう職業は日本の公認会計士をはじめ世界のい

ろいろな国で国家資格として認められています。 

なぜ税理士という職業があるかといいますと日

本の税法が世界の中でもトップクラスに複雑だ

からです。 

アメリカと比較するとアメリカは皆で金を出し

合って国を作ってきたため納税意識が非常に高

く、脱税は犯罪行為として扱われます。少し前エ

ンロンという会社が脱税による不買運動で倒産

したこともありました。 

かたや日本はお上に年貢を搾取されてきた歴史

があり村をあげて年貢をごまかしてきました。納

税することを嫌う国民性のため、企業が脱税をし

ても大きなニュースになることもありません。必

然税法は分かりづらく税金は知らぬ間にとられ

るような仕組みになっていきました。 

最も分かりやすい税法は消費税でまた最も平等

なのも消費税になります。でも分かりやすい税法

の消費税は日本人が最もきらいな税法になりま

す。 

ちなみに来年の消費税の増税では軽減税率が導

入されますが、軽減税率で損をするのは庶民で得

をするのが金持ちになります。 

食料品を８％のままになんかしないで、皆さんの

ように１００ｇ１万円の松阪牛を食べている人

たちからしっかり消費税をとって、１００ｇ１０

０円の肉を食べている人たちにクオカードでも

配ってあげればよっぽど所得を平準化すること

ができます。 

簡単なことなのに納税をきらい日本人は軽減税

率を喜んで受け入れています。 

そんなことで税法は複雑多岐にわたり判断業務

も非常に多いことから簡単にＡＩが税金の計算

をすることはできません。 

ただＡＩに変わられることがないにしても、事務

所にすわって申告書を作っているだけでは先細

りしてしまいます。 外に出て人脈をつくり見識

を広めていかなければ、将来的に事務所の経営は



 

 

立ちいかなくなります。 

４０歳でＪＣを卒業してからは当分の間どこか

の団体に所属することなく、事務所の業務に邁進

しようと考えましたがそんな理由もありまして

こちらの藤枝南ロータリーにお世話になること

としました。 

最後に私の長所と短所をお話しさせていただき

ます 

短所 

音痴です。カラオケでリンダリンダを歌っていた

だけなのになぜかアキレス腱を断裂しました。笑

い話のようで本当の話です。 

中学校の頃、クラス別の合唱コンクールの指揮者

を決める時に、私は当時学級委員なんかをやって

いたので誰かが「笠原君」と推薦してくれました。

音楽の先生が速攻で「笠原はダメ」と消していま

した。そんなこんなで 1月から私が指揮者をやる

ようですが暖かい目で見守って下さい 

長所 

物事を途中で投げ出すことなく根気強く続ける

ことができます。 

小学校２年から始めた剣道はそれから３５年間

今も続けています。JC も１３年間しっかりと続け

てきました。今年からお世話になりましたロータ

リーも途中で投げ出すことなくしっかりと続け

ていく所存です。環境というテーマでは女子寮の

環境のことしかお話ししていない気もしますが、

今後ともご指導ご鞭撻をいただきますようお願

い申し上げ卓話を終了させていただきます。 

 

■ 今週の一言        杉浦聡君 

クラブでの呼

び名ですが、

「さとる」で

お願い致しま

す。私の名前

の「聡」ですが、

「さとし」で

使われること

がほとんどの漢字です。初対面の方は名刺交換す

ると、「さとしさんですね」と挨拶されますが、最

近はそれを否定するのもめんどくさい感じです

（笑）母になぜこの漢字でこの呼び名にしたのか

尋ねたところ「なんとなく…」だそうです。皆様

もなんとなく「さとる」で呼んで下さい。宜しく

お願い致します 

 

 

 

 

倶楽部ネーム一覧 
 

 

 

 

（担当/内藤君） 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

10/19(金) 

第 1293 回 
会員卓話 小杉苑 

10/26(金)  

第 1294 回 
職場訪問例会 駿河台こども園 

11/2 (金) 

第 1295 回 
米山記念館訪問 米山記念館 

11/9 (金) 

第 1296 回 
地区大会報告 理事会 

 
氏名 クラブネーム 一覧表 

1 飯田敏之 カルロス 

2 漆畑雄一郎 バタヤン 

3 渡邊芳隆 次 男 の ナ ベ ち ゃ ん        

ガス屋のナベちゃん 

4 森竹正晃 モリタケ 

5 鈴木健夫 タケオ 

6 杉山茂範 モゲ・シゲさん 

7 平原 望 ひらはら・ひら・ペー 

8 鈴木寿幸 コトブキさん 

9 藪﨑 茂 やぶ 

10 鈴木照竟 ショウキョウ 

11 杉浦 聡 さとる 


