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 Weekly Report 第 105回例会 2015年 9月 16日（水） 

 

名古屋アイリスロータリークラブ 
RID2760 THE ROTARY CLUB OB NAGOYA IRIS 
～ 世界へのプレゼントになろう  Be a gift to the world ～ 

2015-16 年度国際ロータリー会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 
 

例会日：毎週水曜日 13:00～14:00 

例会場：ANA クラウンプラザ グランコートホテル名古屋 

創 立：2013 年 6 月 5 日 

会 長：安井 忠   「楽しく・深く理解するアイリス」 

 

 
 

■ 斉唱 それでこそロータリー 

■ 司会 片桐栄子 会員 

■ 出席者報告 出席者数 27 名 / 会員数 37名 

出席率  73.0％ 

 前々回(第 103 回)修正出席率は 86.46％(32/37) 

 

■ 本日のゲスト・ビジター紹介  

名古屋北 RC 特別代表 浦野 三男 様 

名誉会員 名古屋栄 RC 八神 基 様 

 

■ ニコボックス報告 

名誉会員 名古屋栄 RC 八神 基 様 

 お久しぶりです。出席率に気をつけましょう。 

安井 忠 会長 

 涼しくなりました。風邪をひかぬようご自愛くだ

さい。 

後藤 卓郎 会員 

 年も早いもので、残すところ３か月半となりまし

た。年末年始に向けてホテルから素敵なお知らせを

受け付けにおかせていただきました。当ホテルメイ

ドの心を込めた商品ばかりです。早割の特典もござ

います。私後藤同様、よろしくお願いいたします。 

片桐 栄子 会員 

 先日、荒山直前会長にゴルフ場でばったりお会い

しました。聞いてもいないのにスコアを言われ、残

念ながら２打負けました。ぜひリベンジを！！  

鈴田 正道 会員 

 先週末、祖母の５０日祭で当ホテルを利用させて

いただきました。大変行き届いたサービスで皆喜ん

でおりました。後藤社長をはじめ、皆様ありがとう

ございました。 

藤谷 猛 会員 

 また新聞に載りました！ありがとうございます。 

■会長挨拶 

【１０年位前の話です。】 

家内が一人で家におりました所へ 固定電話が鳴り

ました。 

家内が電話に出ると、若い男の声でオレオレとワァ

ワァと鳴きながらお母さん、助けてと言っています。 

家内が長男の嗣博だと思い、嗣かね？と言いますと

泣きながら嗣だけど・・・今、交通事故を起こして

しまい えらい事になっていると言うのです。 

どうしたの？と聞くとベンツに車をぶつけてしまい、

どうもヤクザみたいな人の車で直ぐ金を持って来い

と言われている。 

それは幾らなの？と聞くと２７０万円で今、保険屋

が来ていて直ぐに払えばややこしくならないので金

を用意して欲しいと泣くだけで家内は、あんた携帯

持っているでしょ？ 

お父さんから電話させるからそんな大金はお父さん

の了解無しでは出せないのでお父さんに話しなさい

と言うと、この事故で携帯が壊れたので繋がらない

お父さんに叱られるから言わないで欲しいとワァワ
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ァ泣くだけで、家内がいい年をして何時まで泣いて

いるのシッカリしなさい、馬鹿じゃないのと言うと

今度は違う男に電話を替わり保険屋です直ぐに支払

わないと息子さんが偉い事になりますよと脅して来

ました。 

家内は、主人に話をするので貴方の電話番号は？と

聞くと電話がブチッと切れました。 

家内は、これは大変な事になったと思い私の携帯へ

連絡をして来てしかじかこうこうだと私に言うので

私も ビックリして会社へ電話をしました。 

そしたら本人が電話に出てそんな話は知らないそれ

は詐欺と違うの？と言う事で話は終わりました。 

当時まだオレオレ詐欺の走りの時で有り私も家内も

テッキリ長男が事故を起こしヤクザに絡まれている

直ぐに弁護士を連れて 私の出番だとばかりに い

きり立っておりました。 

事実を知ってホットする反面ヤクザだろうが保険屋

だろうが筋が通らない話しなのでガッンとやってや

ろうと思っていましたのでガッカリするやらであり

ました。 

【３年前になります。】 

又、自宅の固定電話に今度はオレオレでは無く嗣博

だけど昨日電話もらった？と電話がありました。 

家内は、電話はしていないけど・・・今日、声がお

かしいねと言うと風邪を引いて、声がおかしいだけ

だわ電話をくれていなければいいわと電話は切れま

した。 

家内は あれは何だったんだろうかと 今でも不思

議がっています。 

家内は長男の風邪引きの声を信用して色々と話しを

聞き出すならばこれは話しに乗って来るという事で 

次のステップへ行く特殊詐欺の前段で有ります。 

【そして昨年１２月です。】 

又、自宅の固定電話に嗣だけど・・・と電話があり

ました。 

家内が声がおかしいと言うと風邪を引いているから

ともう同じ様な電話が３度目ですし新聞やテレビで

特殊詐欺による年寄りの被害が沢山出ているのでも

うごまかされないぞと言う事で嗣博、声がおかしい

けど家の犬の名前は何だったと聞くと一瞬戸惑って

ポチだがやと言って電話は切られてしまいました。 

ちなみに我が家の犬はヂゼルというメスのトイプー

ドルです。よく考えてみましょう。 

両親は７０歳を超しています。息子は４８歳で我が

社の社長です。高等学校は、東海高校です。  

この卒業名簿が流れているのではないかと思います。 

東海出の方は、大体家業を継いでいるかまあまあの

地位についている方が多いと思います。 

そんな確立で親が年寄りに本人は青年実業家という

のが 狙われた理由だと思います。 

ここにおられる方々はそれ相当の方ばかりですので

ご自分でも御家庭でもそして、御両親にも注意する

様、話をして下さい。 

しかし愛知県警が被害を食い止める為、騙された振

り作戦を本格展開しています。 

作戦はまず現金を求める電話を受けた被害者が警察

に通報し騙されている様に装って現金のやり取りの

約束をして貰った上で捜査員が受け渡し場所に現れ

た容疑者を取押さえるという手段です。 

県警によりますと特殊詐欺は組織的に行われている

ケースが多く役割として指示側と実際に現金を受け

る【受け子】等に分かれているという事です。 

県警幹部は今後も様々な取り組みを打ち出し被害防

止に努めたいとおっしゃっております。 

どちらにしましても詐欺でありますので騙される方

が一番悪いと言う情報でありました。 

本日の卓話を終わります。 

 

 

 

 
■前年度決算報告 

荒山直前会長の指名を受けて寺尾会計より前年度の

決算内容について要約説明があり、その後荒山直前

会長がその承認につき議場に諮ったところ、全会一

致で承認されました 
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■委員会報告 

米山奨学 ボルジド委員 

 さる９月１０日に合同委員会が行われ、出席して

きました。 

 １１月８日に京都で秋の合同イベントが行われま

す。皆さんもぜひ参加をお願いします。 

１０月２２日の例会時、米山奨学から講師をお招き

し、卓話をしていただきます。 

 
■幹事報告 

 ・例会の出席率が落ちてきています。約８０％。

メーキャップをよろしくお願いします。 

 ・１０月２日、ガバナー訪問合同例会が東急ホテ

ルで行われます。皆さん出席をお願いします。 

 ・１０月３０日、１１月１日の２日間、地区大会

がウエスティンホテルで行われます。ぜひ皆さん出

席をお願いします。 

 
■卓話 

加藤 晴美 会員 

自己紹介と私の職業について 

 
私は、1963 年に名古屋で生まれ、今に至るまで名古

屋を出ることはなく、ずっと名古屋で過ごしてまい

りました。私の職業は、税理士でございます。税理

士登録は、平成 13 年 6 月。この業界に入ったのは、

平成 5 年 2 月。それ以前は、一般企業の OL をして

おりました。 

 
何故税理士になったのか。 

 
今でこそ、「社会のあらゆる分野で 2020 年までに指

導的地位に女性が占める割合を 30％以上」という目

標が掲げられるような世の中になりましたが、私が

OL の頃は、勤めを始めても、5 年程度で、寿退社を

する女性がほとんどでした。 

私も、その道をたどるモノだと、漠然と考えており

ましたが、５年経っても、７年経っても、その夢叶

わず、はて？ 私の人生、どうして生きて行こうか？

と考え始めたのが、30 歳になる少し前でした。そし

て、その頃、私の上司であった課長が、税理士試験

を受験していまして、「税理士」という職業を知った

わけです。 

 
税理士登録者は 平成 27 年 8 月末現在で、７５，５

２０人。 

税理士資格を取得するには。 

①試験合格者 

②税務署 OB  

③大学院卒業者で一定の要件クリア 試験科目免除

を受ける 

③公認会計士等が登録して開業 

税理士試験は、年 1 回、8 月が試験日です。合格発

表は、12 月の中旬です。 

会計と税法の 5 科目合格で資格取得となります。 

内訳は、会計科目として、簿記論、財務諸表論の両

方。税法科目は、必須税目が、法人税または所得税

でして、のこり 2 科目を相続税、消費税、固定資産

税などから選択。合格科目を貯金できますので、何

年かにわたって、受験することができます。 

社会人でも、仕事をしながら資格を取得できると言

われるのは、このためです。 

 
そして、私も、謳い文句通り、仕事をしながら資格

取得を目指そう！という一大決心をし、会社を辞め

てしまったのです。 

 
受験生活 

 
会社を辞めたら、失業給付をもらいつつ、あせらず、

ゆっくり、次の仕事を探そう などと考えておりま

したが、運よく（？）退職から 1 ヶ月ほどで、会計

事務所への就職が決まりました。その事務所は、夫

婦ともに税理士でして、受験にも大変理解がありま

した。私に取りましては、女性税理士という目標が
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身近にでき、がぜんやる気になったことを覚えてお

ります。それでも、仕事をしながらの、受験生活は、

なかなか大変でした。実家暮らしをしておりました

が、勉強に集中する時間を設けるため、一人暮らし

を始めました。友人との付き合いなども全てカット

し、仕事＆試験勉強のみの生活を送っておりました。 

 
受験スタートから 8 年経過後、平成 12 年に最後の科

目に合格し、先にも申しましたように、翌 13 年 6 月

に税理士登録をいたしました。 

 
税理士になってから 

 
税理士の資格は、「足の裏の米粒」みたいのものだか

ら と、よく言われます。この意味は、取らないと

気持ち悪いけれど、取っても食べられない だそう

です。ここ数年は、特に、インターネットの普及な

どで、個人事業の方などは、ご自分で申告書の作成

まで簡単にできるようになりましたので、昔のよう

に領収書を整理して帳簿をつけるという記帳代行で、

食べていかれる時代、良き時代は終わったといわれ

ております。どの職業もそうですが、安泰はあり得

ません。毎年の税制改正にも、ついていかなければ

なりませんので、研修を受けることも多くあります。 

 
税理士は、事務所の所在地で、税理士会という会に

は、必ず所属することになっております。その会以

外に、勉強会や研修会へ参加する手段として任意団

体に加入する税理士も多くおります。私は、全国女

性税理士連盟 略して、「女税連」と言っております。 

に加入しております。名前の通り、会員は女性の税

理士のみの全国組織でして、創立からもうすぐ 60 年

の団体です。数年前から成年後見制度についての研

修を行うなど、時宜にかなった研修を開催する団体

と言われています。 

最新データがありませんので、2 年前のデータになり

ますが、平成 25年度 全国の税理士登録者 7万 4501

人のうち、女性税理士は、1 万 312 人。会員数は、

その 2 割にも達していません。どの会も会員増強が

課題でございます。 

私が今仕事をしております 税理士法人長谷川会計

事務所 には、もう一人女性の税理士がおりまして、

その税理士が、この女税連の会員であったことが、

今 私が、このアイリスロータリーに入会すること

につながっていきます。 

私は、平成 17 年に最初に勤めた会計事務所を辞め、

独立をいたしました。 

その頃、女税連の行事でその女性と知り合い、総会

開催などの会務を一緒にいたしました。代表の長谷

川を交えて会食をすることも数度ありました。 

しばらく後に、うちの事務所に来ませんかとのお誘

いを受けました。独立した際には、独りで、出来る

範囲の仕事をしていこう。身の丈に合った仕事で、

やっていこう と考えていましたので、しばらく悩

みました。現事務所には、それまでの自分が経験し

たことのない類の仕事を数多く手掛けており、それ

ゆえ事例も豊富で、結果的には、それらを経験する

ことが、自分のクライアントの将来にも役に立つこ

とになると考え、平成 19 年 11 月に入社することと

なりました。 

事務所の代表である長谷川が、栄ロータリーにおり

ますので、アイリスロータリー初代会長の八神さん

からのお誘いで、私が、入会することとなったわけ

です。 

私の名刺の肩書は、「社員税理士」です。この肩書は、

企業でいう「取締役」という位置づけになりますの

で、経営者側ではありますが、皆さんのように経営

のトップではありません。 

 
職業以外のことをすこし。 

入会時の自己紹介でも簡単にお話しいたしましたが、

2 年前に縁あって、本当に今更ではありましたが、結

婚を致しました。 

ゴルフと絵画鑑賞が共通の趣味です。一緒にラウン

ドするのは、ひと月に 2 回ほど。月例競技は、バラ

バラにラウンドするようにしています。お互いに干
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渉しあうと、良くも悪くもスコアに影響するからで

す。 

そろそろ 2 年になりますので、生活パターンも出来

上がってきまして、楽しく時間を過ごせるようにな

りました。お互い、先があまりありませんので、せ

っかくの縁ですので、今しばらくの間は、二人で過

ごす時間も大切にしようと考えております。 

 
血液型は、B 型です。極力、マイペースな部分が表

れないよう、みなさまとの縁を大切にし、一緒にロ

ータリー活動をしていきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。以上で、終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

以上 


