
第 2854回例会

≪司 会≫ 川崎 依子君

≪合 唱≫ 「我等の生業」

≪BGM≫  オペラ座の怪人

≪ゲス ト≫ 国際ロータリー第 2620地 区第 4分区

ガバナー補佐 坂本 泰俊 様

結婚記念 日

5月 22日 り|1口 尚宜 君

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。

今 日は国際 ロータ リー第

2620地 区第 四分 区のガバ

ナー補佐 ;坂本泰俊様 を今

年度最後の四回 日の公式訪

問 としてお迎 えしてお りま

す。後ほ どご挨拶を頂 きま

す。坂本ガバナー補佐 どうぞ よろ しくお願い します。

さて以前 よ りお伝 えしてお り、繰 り返 しにな りますが

次年度 ;杉 田年度 よ り分区の編成が大き く変わ ります。

そ ういった意味では坂本ガバナー補佐 は現分 区での最

後のガバナー補佐 となるわけです。第 2620地 区は変わ

らず 山梨県 と静岡県であ りますが、分区については山梨

は三つのグループに、静岡は五つのグループに再編 をさ

れます。当クラブは第ニグループにな りますが、これま

での第四分区 9ク ラブか ら、第五分区に属 していま した

静岡 RC、 静岡西 RC、 静岡北 RCの 3ク ラブを加 え

静岡市内の 12ク ラブで分区 ;第ニグループを構成す る

ことにな ります。分区の会員数 も約 350名 か ら約 150名

増加 し 500余名の会員数 とな ります。次年度の分区での

合同での具体的な活動について ;例会や ゴル フコンペな

どの活動についてはお聞き してお りませんが、所帯が大

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

なし

≪会長挨拶要旨≫

平成 30年 5月 17日 天候 晴

き くな ると何 をす るにも大変 になることは間違いな さ

そ うです。又、ガバナー補佐については設立の古い順 に

輩出す ることで決定 してお ります。 次年度は静岡RC
の浅原氏に決定 してお り、翌年度は清水 RC翌 々年には

当クラブよ り選出す ることが決定 されてお ります。

準備が必要か と思います。今年度、国際 ロータ リーの

イアン・ライズ リー会長のテーマはいみ じくも「ロータ

リー :変化をもた らすJですが、第 2620地 区に とつても

分区に とつても、当クラブにとって も、次年度 こそが大

き く変化す る年 にな ります。今年度変化のなかった分

できる限 りの協力を してゆきたい と考えてお ります。

≪ガバナー補佐公式訪問≫

国際 ロータ リー第 2620地 区第 4分区

ガバナー補佐 坂本 泰俊 様

皆様、一年間お世話にな

りま した。分区制度の中で

最後のガバナー補佐 として

大過な く努 めることが出来

ま した ことは、ひ とえに皆

様のご理解 とご協力 とさら

にロー タ リアンとしての友

情の賜 と感謝申し上げます。

振 り返 りますと2016年 10月 1日 に次期ガバナー補佐

の初顔合わせがホテルアソシアで行われ、松村ガバナー

エ レク トから、ガバナー方針 と地区日標の説明がなされ

分区内事業 とガバナー公式訪問と補佐訪間の調整に入

りました。5回 にわたる会長幹事会でご意見を賜 り次期

ガバナー補佐の選任 と輪番について話 し合われました。

その結果 9月 19日 開催の第 4回会長幹事会において

補佐の輪番はクラブ設立順 とすることが満場一致で決

定されました。この時点で私の役割は終わつたと安堵 し

ました。次年度より静岡市全 12ク ラブが第 3グループ

としてスター トします。次年度も星野ガバナーを中心に、

第 3グループの浅原ガバナー補佐を盛 り上げて頂きよ

リー層好意 と友情を深め共にロータ リーライフを楽 し

みましょう。

本当にありがとうございました。
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≪会員卓話≫

酒井 博康 君

4月 に新入会いた しま

した監査法人 トーマツの

酒井でございます。

本 日はお時間を頂戴い

た しましてあ りが とうご

ざいます。

新入会の会員卓話 とい

うことでお時間を頂戴い

た してお りますので、自

己紹介 と私の所属 してお ります監査法人 トーマツにつ

いてお話 しをさせていただければと思います。

出身は千葉県の市川市です。静岡へは単身で来てお り

ますので、家族は今 も市川に住んでお ります。家族は

嫁のほか二人の娘がお りまして、中学 2年生と小学 6年

生です。

小学校から大学まで野球部に所属 してお り、大学時代

には阪神に行つた藪選手からヒッ トを打つたとい うの

が私の自慢です。私の大学は首都大学 リーグとい うリー

グに所属 していたのですが、藪選手は同じリーグの東京

経済大学という大学にいまして、私も彼も 1年生から試

合に出ていましたので、春秋、春秋 と相当対戦していま

して、私の勝手な印象では 2割 5分は売つているのでは

ないかと思つています。

大学では 4年間野球をやっていまして 4年 の時は主

将を務めていました。

大学 4年生のときに、就職活動をしていた時に、ヒョ

ンなことがきっかけで、公認会計士とい う職業を知 りま

した。その時は、まだ簿記 とい うものも知 らなかつたの

ですが、試 しに受けた日商簿記検定の 2級に 2週間程度

の勉強で合格 したので、これは合っていると思い、公認

会計士を目指すことにしました。その後、大学を出てか

ら2年半アルバイ トをしながら専門学校に通い 1994年

に公認会計士試験に合格することができました。ただ

この頃はバブル崩壊直後の就職氷河期で、公認会計士試

験に合格 しても就職がかな り厳 しい時期だったのです

が、面接で藪からヒットを打つたことがありますといっ

たらトーマツに入れてもらいましたc

トーマツに入つてからも野球部に所属 してお り、現在

はプレーはしていませんが、監督をしています。 トーマ

ツの野球部は 70名程度が所属 してお り、最大 4チーム

編成 して大会に臨むこともあります。

東京の丸の内近辺の会社が 60数社参加する丸の内大

会とい う野球大会があるのですが、その大会で 2度優勝

した実績もあります。

直近でもお手元の資料の最終ページにある写真がそ

うなのですが、今年の 3月 に参加 した公認会計士協会の

野球大会で優勝 しました。

この胴上げされているのが私なのですが、この体の伸

びからかな り優勝経験豊富な監督であるとい うことが

お分か りかと思います。

トーマツに入所以来 21年間東京事務所で上場企業の

監査などに従事 してお りましたが、おととしの 7月 に ト

ーマツ静岡事務所に転勤 してまい りました。

静岡では地方創生担当として、地域経済の発展のため

がんばっています。

ここでせっかくの機会ですがから、簡単に トーマツに

ついてご説明させていただきたいと思います。

お手元の資INl‐ を一つおめくり下さい。

ここにありますデロイ トトーマツグループは、監査法

人 トーマツを中心 とした総合アカウンティングファー

ムとなっていまして、監査法人のほかコンサルティング

を行 うデロイ トトーマツコンサルティング、M&Aな どを

専門とするデロイ トトーマツファイナンシャルア ドバ

イザリー、税理士法人、弁護士法人などからなり総勢 1

万 1千人以上の専門家を抱えています。中でも私の所属

する監査法人 トーマツはここには 6千 4百名 と記載が

ありますが、このうち4千 5百名が公認会計士とい う組

織です。

このようなデロイ トトーマツグループの中にあ りま

して、 トーマツ静岡事務所は公認会計士約 80名 、税理

士約 30名 が所属 しています。この規模は、東京、大阪

福岡、名古屋に次ぐ規模 となつてお り、27年前の事務所

開設当時から地方創生、ベンチャー企業育成に力を入れ

てきた事務所です。

本 日は野球のことばか りお話 しいたしましたが、静岡

に来てからはゴルフも練習中です し、お酒も大好きです

ので、是非、仲良くし′ていただければと思います。あり

がとうございま した。

≪スマイル報告》

り||「1尚宜 君   結婚記念 日のお花あ りがとうござ

います。今年で結婚 14年 にな ります。

諸先輩に 20年、30年 と続 く秘訣を教

えていただけたらと思います。

大角 晋朗 君 国内最大級 の観光キャンペー ンに

19年ぶ りに静岡県が選ばれ、このキ

ャンペー ンにキ リンビール も微力な

が ら協賛 させていただいてお ります

皆様 も是非 この機会 に新幹線・鉄

道 ・フェ リーで旅行 に出かけてみて

はいかがで しょうか。

今 日はスマイルが 2件 とい うこと

で したのでスマイル します。

鈴木 洋一 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

50(48) 8

50(48) 8

4/26 50(48) 5 89 58%

(会報作成 鍋田 知佐人 )


