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■ 会長挨拶 / 野口アキ子 会長
皆さんこんにちは、今年も速いペースで流行が拡大していますインフルエンザについてお話し
させていだだきます。
厚生労働省は、インフルエンザで受診した全国の患者数を昨年の１２月２３日から一週間の統
計で「１医療機関あたり平均２３名」と発表されています。今期の流行入りが発表されたのは昨
年の１１月中旬頃で２００９年に新型インフルエンザが大流行した年を除いても最も早いそうで
す。これまでの全国の患者総数は約３１５万人と推計されるとのことです。ピークはこれから１
月下旬以降と見込まれ今後も増加する可能性があり注意が必要とのことです。
今年のインフルエンザの特徴は子供の患者が多いこと現在の半数近くが１４歳以下で、９歳以
下が３割を占めているそうです。要因の一つとしてほとんどのウィルス型が２００９年に大流行
した新型ウィルスで１０年前の感染者は免疫がついているのだそうですが、それ以降に生まれた
免疫のない子供の感染が多いと見られています。一般的な風邪は、喉の痛み、鼻水、咳、発熱な
どの症状が中心です。インフルエンザはこうした症状に加え３８度以上の高熱、頭痛、関節痛などが比較的急速にあ
らわれる健常者に比べて、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者が重症化することが多いです。
インフルエンザの主な感染経路は、患者の咳などによる「飛沫感染」と手指を介した「接触感染」等があります。
感染を予防するには予防接種を受けることをお進めします。接種しておけば、感染した場合でも重症化を防ぐ効果が
期待できると思います。ワクチンの抗体ができるまで約２週間位かかるとも言われていますのでできるだけ早い時期
に医療機関を訪れて予防接種を済ませていただきたいです。
「接触感染」を防ぐ基本は外出後の「手洗い・うがい」の
励行が基本となります。状況に応じてどうしても無理な場合はアルコールを使った消毒も効果的です。最近コンパク
トサイズでバックに入るスプレータイプ、ジェルタイプなど様々なものが市販されています是非一つあると便利です
ね・・・
「飛沫感染」を予防するには「マスクの着用」も大切と推奨されています。その他、部屋を適度な「湿度５０％
～６０％」に保つこと温度管理はしても湿度管理を忘れずに並行して行って下さい。冬場は血管も収縮しています十
分な休養や高タンパク質な栄養ある食事に心掛けて頂くことなど家庭や職場でできる対策について改めて確認し感染
を防ぎたいと思います。
■ 四つのテスト / 大野 恵 会員
「言行はこれに照らしてから」
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなの為になるかどうか

■ お客様
なし

■ 幹事報告
・第 3 第 4 グループ合同インターシティ・ミーティング（IM) 開催のご案内
2 月 21 日（金 )14:30 点鐘 ホテルニューオータニ幕張 例会・懇親会それぞれの出欠をお知らせください
・浦安 RC 創立 40 周年記念例会
3 月 1 日（日）17:00 点鐘 ホテルオークラ東京ベイ 登録 15,000 円 野球同好会宛にご案内が届きました
お申込は事務局へ
■ 委員会報告
国際奉仕委員会
・台湾高雄北区 RC 輪番訪問のご案内
3 月 26 日より 3 泊 4 日、高雄北区 RC 訪問の参加者を募集しております。現在 20 名ほどの参加意思を頂いてお
りますが 30 名で訪問したいと思っています。あと 10 名、是非スケジュールの調整をお願いいたします。
・台湾高雄北区 RC との子弟交流（送出し）募集
3 月 31 日より 4 泊 5 日、高雄北区 RC との子弟交流送出しを行います。2 ～ 3 名を計画しています。ご子息、お孫さん、
甥子さん姪御さんなど小学校高学年～大学生が対象になるかと思います。奮ってのご参加をお待ちしています。
・台湾高雄北区 RC、韓国釜山鎮 RC との書画交流事業
1 月 28 日（火）例会終了後、登戸小学校に於いて、書画参観の訪問を予定しています。台湾高雄北区 RC、韓国
釜山鎮 RC との共同事業、小学生による「書画交流」の作品が現在展示されております。次週出欠を確認させて頂
きます。是非、小学生達の書画をご覧に足をお運びください。
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■ 台風災害見舞金の御礼
吉野秀和 会員
私共、不動産の仕事を続けて 41 年、知的障害者の支援を続けて 35 年になります。社会福祉法人「父
の樹会」の代表理事を 31 年務めました。このたびの台風にて千葉市緑区、市所有の土地にある施設「ガー
デンセブン」が大きな被害を受けました。41 名の入所者がおり幸い人命には差し障りはありませんで
した。このたびは貴重なお見舞金を頂きまして、ありがとうございました。

■ 新入会員卓話 高橋健一郎 会員
私の職業は、税理士です。税理士という職業ですが小中学生向けには、「病気になったらお医者さん。
勉強がわからないときは学校の先生。それと同じで、税金について分からなければ税理士に相談してく
ださい。税理士は「税理士法」という法律で決められている職業です。主に商売をしている人や会社が、
税金を計算して納めるお手伝いをしています。税金の計算は、税金の法律に従って計算しますが、この
法律は難しいので専門家である税理士が税金の計算をしたりして、いろいろなお手伝いをしています。
税理士とはそんな職業です。」と説明しています。小中学生向けに「租税教育」の一環で「租税教室」
というかたちで、税理士が講師をするときの挨拶文です。
現在、税理士会では、学生向けに租税教育を行っております。単に「税金を納めましょう」という納税教育ではなく。
「税」を通して社会の仕組みを考え民主主義全般に関する理解を深め、租税の意義・役割・課税の公平・租税法律主義・
民主主義における納税の意義などを理解してもらえるよう行っています。
自分が、税理士になろうと思ったのは、高校生の時、商業高校だったので、簿記という教科があり、又検定試験があっ
たので試験に受かろうと勉強したおかげで、簿記に興味をもったのがきっかけです。私の出身高校は、当クラブが提
唱するインターアクトクラブの千葉商業高等学校です。当時の簿記の先生の教え方がよかったのだと思います。
高校卒業後の進路についても簿記を活かせる職業につこうと大学に進学し、大学では、簿記の理論的な裏付けでも
ある会計学・財務諸表論を学び、その傍ら税理士試験の勉強をしました。その何年後に税理士試験に合格し、現在に
いたります。
税理士になってからは、税理士の使命として、税理士法１条「税理士は、業務に関する専門家として、独立した公
正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税
義務の適正な実現を図ることを使命とする」に従い職務を行っています。
今後の税理士業界は、近い将来、ＲＰＡ（Robotic Process Automation）により、人が行っている定型的な業務を
ソフトウェアのロボットに指示して自動化させる機能が進んでいくと思われます。このことは業務の効率化、人材不
足への対応に役立ちます。
そういう事情もあり、ちまたでは、AI の進化により税理士の仕事がなくなるのではないかとの声もあります。実際
に税理士試験を受験しようとする学生が少なくなってきています。ただ、会計事務所の業務内容は大きくかわるかも
しれませんが、税理士の仕事も技術の革新にあわせて柔軟に変化していかなければならいと思います。また、税はす
べての人や企業に関係します。そのため、ＡＩにより税理士の働き方に変化が生じたとしても、人や企業と深く関わる
税理士は、今後も必要不可欠な存在であり、社会的役割の大きい税務業務を独占できることには変わりなく、クライ
アントから感謝されるやりがいのある仕事であることも変わりありません。
■ 新入会員卓話 横田一樹 会員
皆さんこんにちは。只今ご紹介いただきました、千葉銀行稲毛支店の横田でございます。本日は、新
入会員卓話ということですので、まずは自己紹介をさせていただきながら、最後に少しだけ千葉銀行稲
毛支店についてお話させていただきたいと思いますので、少々お付き合いをよろしくお願いいたします。
1.≪私の出身地は埼玉県川越市です。≫
早いもので、私が千葉西ロータリークラブに入会させていただいてから 9 か月が過ぎました。実は
一度卓話の機会があったのですが、都合が悪く本日になってしまいました。（すみませんでした。）
私の出身地は埼玉県の川越市です。川越といいますと最近観光地として多くのメディアに取り上げられております
ので、ご存じの方も多いと思います。そして、一度は行ったことがあるという会員の方もいらっしゃるのではないか
と思いますが、埼玉県の南西部に位置する人口約 35 万人の埼玉県第 3 位の地方都市です。江戸時代には親藩・譜代
の川越藩の城下町として栄え、小江戸の別名を持っています。私の子供のころには只の古い町的なところとしか認識
していませんでしたが、最近では歴史的に重要な建造物が建ち並び、観光客が国内外を問わず訪れる大変にぎわいの
ある街となっております。特に 10 月に行われる川越祭りは盛大で、川越市内の中心部に車が入れないよう通行止め
にして、市内の町内にある 29 本の山車のうち、毎年 15 本程度が市街地を引き回されるというもので、千葉でいう
佐原の大祭や成田の祇園祭と並ぶお祭りとして有名です。皆様も是非一度お越しいただきたいと思います。
2.≪あの有名な埼玉県立川越高校水泳部に所属していました。≫
そんな川越市に生まれ、小中高と地元の学校に通ったのですが、（ちなみに中学校は女子プロゴルファーの樋口久子
さんと同じ中学です。）高校はウォーターボーイズで有名になった埼玉県立川越高校のまさに水泳部に所属していまし
た。私が在学していた時はシンクロを文化祭の出し物として披露してはいませんでしたが、水泳の練習の合間に遊び
半分でやっていたものを、後輩達が文化祭の出し物として取り上げ、名物企画として発展させていったようです。そ
して 1999 年に久米宏さんのニュースステーションに取り上げられたことによって、2001 年「ウォーターボーイズ」
として映画化され、その後にテレビドラマ化されたことで全国的に脚光を浴びることになったわけです。現在でも文
化祭の出し物として絶大な人気があるようですが、映画が公開された当時は一男子校の文化祭に 3 万人の来場客があっ
たようです。（すごくないですか？）ちなみに私は、1,500ｍ自由形の選手でありました。
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3.≪大学を卒業して千葉に来ることになったわけは、
≫
高校を無事卒業した私は、東洋大学法学部に入学し大学時代を池袋周辺で謳歌し、平成 4 年に株式会社千葉銀行に
入行し同時に埼玉を離れ千葉県に来ることになったのであります。埼玉生まれ埼玉育ちの私がなぜ千葉銀行に就職し
千葉県に来ることになったわけはといいますと、実は銀行一家で生まれ育ったため銀行以外の職業は思いつかず、父
が勤務していた当時の埼玉銀行には親子で務めることができなかったため、やむなく千葉か横浜に行くしかないと考
え、千葉銀行に就職したのでした。今思えば、パイロットやお医者さんにでもなっていたら人生変わっていただろう
なぁってつくづく思います。（なれなかったと思いますが…）
4.≪結果的には千葉に来て 28 年が経ちました。
≫
ということで、千葉銀行に入行してから現在の稲毛支店に勤務するまで、ほとんどを営業店で営業係として過ごし
てきました。私の銀行員人生はいわゆる「どぶ板営業一筋」でありました。今の若い人達に話しても到底理解しても
らえない、昭和レトロな営業スタイルで泥臭くやってきました。
5.≪私の家族は…≫
そんな私横田一樹は、現在検見川浜に妻と娘 3 人で暮らしております。今年の春には長女が就職し、次女が大学生
になり、三女が高校 2 年生になります。私は女子 4 人に囲まれ相当肩身の狭い思いをしております。
6.≪唯一の趣味はＢＢＱ≫
実は私 2017 年に日本バーベキュー協会の初級インストラクターの資格を取得して、おもてなしとしてのＢＢＱを
楽しんでおります。ちなみに、海浜幕張の公園などで楽しめるようなＢＢＱは「野外焼肉」に分類されます。私がやっ
ているＢＢＱは、しっかりと調理された料理を提供するというアメリカンＢＢＱのことであります。機会があれば皆
さんと楽しめたらいいなぁと思います。
7.≪現在の千葉銀行稲毛支店は、
≫
千葉銀行稲毛支店は、昭和 22 年（1947 年）に本店（今の中央支店）の出張所として開業して以来 72 年が経ち、
私が 35 代目の支店長でございます。現在総勢 61 名の職員で営業しております。御多分に漏れず若手行員が多い職
場となっており、日々エキサイティングな経験をさせられる毎日を送っております。
8.≪最後になりますが、
≫
最近読んだ本にあった文章をご紹介して終わりたいと思います。「怒る上司のトリセツ」という本の中に、
「アンガー
マネジメント」について書いてありました。
－ アンガーマネジメントには、「怒りのピークは 6 秒間」という考え方があります。これは、自分の「怒り」が頂
点に達しても、そのピークの 6 秒間さえやり過ごせば、相手を強く怒ったり、強い言葉や態度で誰かとトラブルを起
こしたりすることが回避できるという「怒り」の制御のことです。－
と書いてありました。どうですか？参考になったでしょうか？会員の皆様も、是非、若手と接するときはこの 6 秒間
をためしていただければと思います。
以上、ご清聴ありがとうございました。
サラリーマン川柳歴代 1 位作品
五時過ぎた カモンベイビー USA（うさ）ばらし
スポーツジム 車で行って チャリをこぐ
ゆとりでしょ？ そう言うあなたは バブルでしょ？
退職金 もらった瞬間 妻ドローン
皮下脂肪 資源にできれば ノーベル賞
うちの嫁 後ろ姿は フナッシー
いい夫婦 今じゃどうでも いい夫婦
「宝くじ 当たれば辞める」が 合言葉
久しぶり～ 名が出ないまま じゃあまたね～
仕分け人 妻に比べりゃ まだ甘い
しゅうち心 なくした妻は ポーニョポニョ

「空気読め !!」 それより部下の 気持ち読め !!
脳年齢 年金すでに もらえます
昼食は 妻がセレブで 俺セルフ
オレオレに 亭主と知りつつ 電話切る
「課長いる？」 返ったこたえは 「いりません！」
タバコより 体に悪い 妻のグチ
デジカメの エサはなんだと 孫に聞く
ドットコム どこが混むのと 聞く上司
プロポーズ あの日にかえって ことわりたい
コストダウン さけぶあんたが コスト高

 ニコニコ BOX
・山本…今年も良い年でありますように！
・吉野…父の樹会ガーデンセブンに見舞金を頂きまして、ありがとうございます。
・花嶋…明けましておめでとうございます。
・花光…誕生祝いを頂いて
・川城…麗春好日、今年も宜しくお願い致します。
・遠藤あけみ…1 月 12 日、米山奨学会新年会に出席させて頂きました。
・前田…皆様、風邪など引かないよう、お気をつけください。
・高橋…本日は、卓話をさせて頂きましてありがとうございます。
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2020年1月21日（火）
パスト会長代表卓話
宮川忠士 パスト会長
12:30点鐘
千葉スカイウインドウズ 東天紅
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