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第21回(通算1309回)11月29日(木)｢奉仕の理想」

第22回(通算1310回)12月6日(木)｢君が代･奉仕の理想」

2012～2013

クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１１例会記録(プログラム)
【第２１回 １１月２９日(木)】
入会卓話入会卓話

◆｢自己紹介と実績紹介」 佐藤哲夫 会員

10月 3日福島県原町市(現南相馬市)生まれです｡
名前の｢哲｣は父が憧れていた川上哲治から頂き､人名読

みで｢あき｣と読ませたものです｡これまで初めから
｢あきお｣と読まれたことはなく､名前を覚えてもらう
きっかけにもなっています。

1964年は東京ｵﾘﾝﾋ ﾟｯｸのほかに､かっぱえびせんや､
ｼｬｰﾌﾟがﾚｼﾞの大きさくらいの電卓を発売したり､世田谷
で竜巻が発生し､450棟以上が被害にあいました。ｽﾎﾟｰﾂ
では阪神は優勝し､大鵬が4場所優勝した年でした。

中学・高校とﾊﾞﾄﾞ ﾐﾝﾄﾝに熱中して高校3年では県大会
で団体で2位となり東北大会に出ましたが､1回戦で敗退
しました｡その後神奈川大学工学部建築学科に進学し
1988年に卒業しました｡建築学科を選んだのは何か形に

なるものを作りたかったからです。
趣味はｼﾞｮｷﾞ ﾝｸﾞやｽｷｰなど体を動かすことで､好きな

作家は司馬遼太郎や池澤夏樹です｡
最後に設計した建物の写真をご紹介しました。

◆｢公認会計士について｣ 月岡涼吾 会員

会計士の独占的業務は監査です｡監査には様々な種類

があります｡主なものは金融商品取引法に基づく監査で
すが､その他に会社法に基づく監査､学校法人監査等が
あります｡会計士の業務には他に税務業務もあります｡

税理士会に入会することにより税務業務も行えます
が､税理士会との業際問題が以前からあります｡特に近
年､試験制度が改正され､会計士の人数が爆発的に増加
しているため､税理士会の反発が強くなっています｡

平成14年に金融庁が合格者数を従来の約700人から
3000人程度に増加することを打ち出し､実際に平成18､
19､20年度と合格者数が300 0人以上となりましたが､
半数近くが就職出来ませんでした｡そこで合格者を徐々

に減らし､直近の合格者は1347人と激減しています。

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆11月29日(木)(順不同､敬称略)

小川湧三様(川崎鷺沼RC)お世話になります｡
茅根正之 佐藤会員､月岡会員､卓話よろしく｡

歓迎 伊藤壽一会員､今日からよろしく｡
細谷和彦 伊藤さん入会おめでとうございます｡これか

らもよろしく｡
三家 護 いよいよ師走｡忘年会､大掃除等忙しくなり

ます｡
福住亮雄 暫く出席出来ず申し訳ありませんでした｡

今日は我庭になった柿をお召し上がり下さい｡
◆12月6日(木)

茅根正之 今日は年次総会です｡皆さんご協力よろしく
三家 護 12/11～20 年末交通事故防止運動が始まり

ます｡交通安全を宜しくお願いします｡

お客様
＊11月29日(木) 小川湧三様(川崎鷺沼RDC)

入会式(12月6日)

訃報

＊歓迎の言葉 茅根 正之 会長
世界123万人のﾛｰﾀ ﾘｱﾝが伊藤壽一会員の仲間入りを拍

手を持って歓迎しております｡ﾛｰ ﾀﾘｰの使命は奉仕であ

り､奉仕を通して生まれた気持ち､それは友情であり助
け合う気持ちです｡ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘ ｽがｸﾗ ﾌﾞを作り上げた時の原

点です｡ﾛｰﾀﾘｰを理解し人生において行動範囲が広がれ
ば幸いだと思います｡仲間をたくさん作って下さい｡

そして一日も早くﾛｰﾀﾘｰを自分の物にして下さい。

川崎高津ﾛｰﾀﾘｰ ｸﾗﾌﾞ全会員を代表して歓迎の言葉としま
す。 いとう ひさかず

＊新会員挨拶 伊藤 壽一 会員

伊藤壽一でございます｡高津区子母口に在住で職種は
有限会社藤寿で不動産管理業を営んでいます｡妹の主人

の志村正夫会員より推薦を頂き､本日の入会とさせてい

ただきました｡承認頂きまして誠に有難うございます｡
出不精で何も分かりませんが､どうぞよろしくお願い

致します。

いとうひさかず

伊藤 壽一会員[不動産管理] 紹介者：志村 正夫会員

当ｸﾗﾌﾞ元会員であり､毎年当ｸﾗﾌﾞの早朝供養例会で
お世話になっている｢大蓮寺｣の住職である

大橋定康様が､11月19日にご逝去されました｡

(享年84歳)
心よりご冥福をお祈り申し上げます｡

入会式 伊藤 壽一会員



出席報告

例会日 会員数
　出席

義務者
出席数 欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

11月29日 28 26 14 12 54% 7 2 81%

12月6日 28 26 21 5 81% 7 3 85%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

11/29 8 8,000 160,000 300,000 53%

12/6 14 14,000 174,000 300,000 58%

11/29 9 9,000 168,000 500,000 34%

12/6 15 15,000 183,000 500,000 37%

11/29 10 14,000 244,000 800,000 31%

12/6 14 14,000 258,000 800,000 32%

11/29 10 11,000 207,000 600,000 35%

12/6 14 14,000 221,000 600,000 37%
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クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 福嶋 徹 石川演慶

【第２２回 １２月６日(木)】
｢年次総会」

議長はｸﾗﾌﾞ細則第１条第１節C項により現職会長であ
る茅根正之会員となりました｡出席数21名､委任状4名

(大橋会員､古屋会員､青木会員､田名網会員)でｸﾗﾌﾞ細則

第4条第３節による会員総会の３分の１以上の定足数を
達成しましたので総会が成立致しました。

・A議題として先ずｸﾗﾌﾞ会則の変更

ｸﾗﾌﾞ細則第１条第１節 理事の変更
従来｢前々年度会長｣を理事としておりましたが､ﾊﾟｽﾄ

会長が再度会長となる状況を踏まえ｢前年度会長｣を理
事とする。

ｸﾗﾌﾞ細則(補） 会員の家族を会員に勧誘し易くする為

「正会員の子供,孫などの直系の会員に関しては年会
費を2分の１とする。但し親が退会した場合は、通常会

費とする」

上記に関し採決を取ったところ賛成多数にとなり可決
されました。

・B.201 3-14年度役員・理事選出

選出に関してはｸﾗﾌﾞ細則大条１節C項により本年度指
名委員会を設置し､三富委員長､杉崎､石川､福住､田中各

ﾊﾟｽﾄ会長､細谷現幹事､茅根現会長の7名で協議し､次次

年度のｸﾗﾌﾞ会長として福嶋会員を推薦する事となりま
した｡三富委員長曰く未経験の会員にお願いしたい所で

はありますが､会員数が少ない状況では各種状況を鑑み

ﾊﾟｽﾄ会長である福嶋会員にお願いする事となった由。
これにより早速､次年度役員理事候補に対し選挙が行

われ､投票用紙を回収し菊池会員､田中会員の立会いの

基開票を行い100％の賛同を得て下記役員・理事が承認
されました。

≪ ≪ 20132013 --1414年度年度 役員･理事役員･理事 ≫≫
会 長 鈴木 良一

副 会 長 杉崎 晴男

会長ｴﾚｸﾄ 福嶋 徹
幹 事 田中 薫

会場監督 森 正一
会 計 細谷 和彦

前年度会長理事 茅根 正之

職業奉仕担当理事 飯尾 光正
社会奉仕担当理事 相馬 元

国際奉仕担当理事 本藤 光隆

新世代育成担当理事 石川 演慶

佐藤哲夫会員 入会卓話

月岡涼吾会員 入会卓話

2013-14年度 役員･理事

2013-14年度 鈴木良一会長ご挨拶


