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 Weekly Report 第112回例会 2015年11月11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 国歌「君が代」、我らの生業 

■ 司会 安井 嗣博 会員 

■ 出席者報告 出席者数 31名 / 会員数 37名 

出席率  83.8％ 

 前々回(第 110 回)修正出席率は 83.8％(33/37) 

 (第 109 回)修正出席率は 81.1％(30/37) 

■ ニコボックス報告 

安井 忠 会長 

一昨日シアトルより無事に帰ってきました。皆様に

お世話になり今日もカラ元気です。 

荒山 久美 直前会長 

来週の月曜日に会社の軽トラックを新調します。通

常シルバーのものでしたがピンクがあると聞き、工

場長に内緒で勝手に変更してしまいました。熱田神

宮でお祓いをしてから私自ら工場へ届けてサプライ

ズにするつもりです。 

竹内 祐子 会員 

９月～１１月 シンガポール、バリ、上海アジアの研

修終わりました。今年も残り少しです。来年の計画

バッチリです。頑張ります。 

菊池 富士子 会員 

本日はホーム例会の参加が出来、とても良い日にな

りました。 

片桐 栄子 会員 

13 日より 3 日間、種子島宇宙センターに行ってきま

す。お天気が心配ですが楽しんできます。 

佐藤 義郎 会員 

59 歳になりました。もうダメですと言いながらまだ

まだこれからだと思っています。 

深見 和久 会員 

先週ホーチミンへ行ってきました。ゴルフの帰りに

ボートが故障し、サイゴン川でしばし漂流し人生に

ついて深く考えることが出来ました。ありがとござ

います。 

■幹事報告 

・WWF ガバナーからのお礼状 

・北 RC の研修会 

 ※出席率、メークアップについて 

■委員会報告 

青少年奉仕： 

竹内祐子会員 

ロータリアクトクラブについて 

活動報告、予算、今後について話し合われた旨、報

告頂きました。 

 

奉仕プロジェクト：米山記念奨学委員会 

荒山久美直前会長 

米山奨学生研修会について 

去る 11 月 8 日（日）に、当クラブでお世話をして

いるベトナム人留学生のフォンさんに付き添い、土

砂降りの雨の中、京都へ行ってきました。金山総合

駅前を朝 8：00 に出発して 18：00 に戻ってくる予

定が、こんな大雨の中でも観光客の数は減らないの
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か、帰路は案の定恐怖の東名阪道渋滞に巻き込まれ、

20：42 に金山へ戻ってきました。・・・疲れました！ 

奨学生、学友、ロータリアン合わせて 101 名の参

加で、東寺と百万遍知恩寺を訪問してまいりました。

名刹中の名刹を訪れ、知恩寺では仏教大学の田中学

長から人生の教訓になるような約 1 時間の講話を頂

戴し、奨学生だけでなく、我々ロータリアンにも勉

強になりました。 

この「遠足」のような研修会にも何となくマンネ

リ感と無駄な動きが見受けられ、もっと工夫を施せ

ば、元々学習能力が高い米山奨学生の更なる日本文

化の吸収に繋がると思いました。次年度も継続して

フォンさんのお世話をさせていただきますので、ア

イリスの女性目線、或いは「お母さん」目線を生か

して次の時代を担っていただく若い世代のために今

後も発言と活動をしてまいります。 

 

■会長挨拶 

本日 11 日はロータリー財団月刊であります。 

ロータリー財団とはロータリアンが人々の健康状

態を改善と教育と貧困を救済する事を通じて世界

理解、親善、平和を達成出来る様にロータリアン

を初めより良い世界を築こうとする共有のビジョ

ンを持った財団支援者の方々からのあくまでも自

発的な寄付のみによって支えられています。 

そしてその寄付金は未来の夢計画として単なる援

助でなく持続性あるものにと考えが見直され 小

さな事業を数多く実施するより大きな事業に力を

入れる事の方が費用的効果が高いと考えられまし

た。 

しからば未来の夢計画とは・・・ 

使命としてロータリアンが人々の健康状態を改善

し教育への支援を高め貧困を救済する事を通じて 

世界理解、親善、平和を達成出来る様にする事。 

そしてその標語は【世界で良い事をしよう ドー

インググット インザ ワールド】となりました。

ロータリー財団は地区補助金、グローバル補助金

パッケージグラントの三種類の補助金を提供しま

す。 

私共アイリスではまだまだ力が足りず勉強不足の

為せめて地区補助金が使える様今年から色々と知

恵を絞ろうと考えています。 

地区補助金はロータリアンが地元や海外で財団の

使命に沿った短期の活動やプロジェクトを実施す

る為に活用出来ます。 

我がアイリスは創立１年目には社会奉仕として鶴

舞図書館へパソコン３台を寄贈そして２年目の昨

年は名古屋大学病院小児病棟へオモチャ、本など

小児ガンの子供達へ寄贈しましたがこの寄贈はあ

くまでも私達アイリスロータリークラブの単独で

ありまして皆様の年会費の中から捻出された物で

有ります。 

このままアイリスとして単独でやるのでは財団よ

り地区補助金を使ってもう少し活発に活動をした

いと思っております。 

まだ我々には北ロータリークラブさんに協力して 

グローバル補助金パッケージグラント等の活用の

仕方がありますがアイリス単独では荷が重くおい

おい力を付けて行ければ良いなと存じております。 

皆様もロータリー財団の六つの重点分野を良く理

解して頂いて私達ロータリアンはこの様に世界に

活躍しているんだの 

認識の元財団への個人的の寄付のお願いが出来れ

ば良いと思っています。 

財団の寄付にはポールハリスフェロー1000 ドル

以上マルチポールハリスフェローは 2000 ドル以

上 ベネファクター恒久基金に 1000 ドル以上 

その他 遺贈友の会会員メジャードナーアーチフ

ランク、ソサエティ ポールハリス ソサエティ
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等我々中弱企業では手の届かない制度であります

がアイリスロータリークラブの会員になられた方

は自分の自覚と社会的の地位を考えて頂いて ポ

ール ハリス フェロー1000 ドル ベネファク

ター1000 ドル位は将来なって頂きたいと お願

いを申し上げます。 

そして一番簡単なのはロータリーカードを持って

頂く事です。 

クレジットカードでありますのでこれを使用しま

すとそのポイントをロータリー財団に寄付出来ま

すのでこれが一番財団の協力に力を出す事が出来

ると思いますので非ロータリーカードを作って下

さい。 

作り方は幹事の方に申し出て頂ければ 簡単に出

来ますので宜しくお願いを申し上げます。 

ロータリー財団月間という事でお金の話しばかり

になりましたがどうか御理解を頂きたいと思いま

す。会長挨拶を終わります。 

 

■卓話 

早川圭一会員 

こんにちは、 

私は今年７月に安井社長からのご紹介でアイリスロ

ータリークラブに入会しました、早川圭一です。 

職業は税理士で、加入職種は会計事務所の計算受託

業のタスクサポートです 

簡単に私の職歴をお話ししますと、大学を卒業して

から現在の税理士法人の前身の井上会計に入社いた

しまして、平成１３年の税理士法が改正になり、税

理士業が法人化出来る事になった時、税理士法人に

変わりました 

大学を卒業してからすぐに今の事務所に入社しまし

たので、今年で３０年経ちます。現在は税理士法人

と計算センターの役員をしております 

もともと、税理士になりたいと言う強い意志があっ

てこの業界に入ったわけではなく、親父が会社の経

理マンだった事もあり、会計事務所で経理事務を一

通り覚えたら、どこかの企業の経理にでも入って経

理マンとして働こうという軽い気持ちで入りました

が、気が付いたら３０年も続けてしまいました 

税理士は平成１７年に登録しました。今の事務所は

名古屋の池下にあり、私は岐阜ですので、電車で通

勤したいました。今の事務所が平成１８年に一宮に

支店を作り、私の自宅が岐阜だった事もあり、今は

一宮事務所の所長として、一宮支店に移り現在に至

ります 

会計事務所の業務はみなさんもご存じだと思います

ので、計算センターの事をお話しします。 

元々は、会計事務所の経理とか、会計事務所のお客

さんの伝票入力業務を請け負う、記帳代行業でスタ

ートした会社ですが、税理士法人化してからは、競

業避止の問題等があり、今は一般企業の経理受託を

メインしております。 

経理受託は会社の経理マンがいないところに経理事

務員を派遣する業務です 

もし、みなさんの会社で経理の事務員が必要でした

ら是非ご依頼下さい 

 変わった仕事としては、現在中国人が２名在職し

ておりまして、中国の企業の監査業務をしておりま

す 

これは、税務監査ではなく、日本の企業の中国の子

会社の経理が適正に行われているかを確認する業務

で、年に２回ほど中国に出張し、現地にて従業員へ

のヒヤリングや、帳簿関係を確認しております 

ああいう国ですので、いろいろと問題があり、役人

への裏金とか、備品を勝手に売却してしまったりと

か日本では考えられられないような事が起こったり

しています 

この仕事は中国企業へのけん制という意味も含め結



 

4 

 

構、喜ばれております 

現在は当会計事務所はＴＫＣという税理士団体に所

属しており、丁度今年の７月から尾張支部の支部長

を仰せつかり、丁度水曜のお昼に支部の打ち合わせ

会があり、毎回遅刻してスミマセン 

次に自己紹介ですが、趣味は特にありませんが、高

校時代陸上部で長距離をやっておりましたので、こ

こ数年前からマラソンを始めました。 

最初は高校時代走っていたという自信がありました

ので、そこそこ走れると思っておりましたが、３０

年以上のブランクがあり、初めは全く走れませんで

した 

今は徐々に距離を伸ばして、近いうちにフルマラソ

ンに挑戦したいと思っております 

ゴルフは数年前から始めましたが、安井会長もご存

じですが、全く上手くならず、センスはありません。

今年の初めから５０肩になり、左腕が上がらない状

態なので、今はゴルフはやっておりませんが、治り

ましたれ又心を入れ替えて練習に励もうと思ってお

ります 

 

ロータリーの事は何もわかりませんが、例会にはな

るべく参加していきたいと思いますので、これから

もよろしくお願いします 

 

以上 


