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第13回 [ 3055 ]回目 例会報告  令和３年 (2021）１１月２５日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔手に手つないで〕 服部裕一            
 
◆四つのテストの唱和 鈴木重忠 職業奉仕委員 

 

◆お客様紹介 ❁2021-22年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 
 
∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 12月 1日 鈴木 牧子 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

今日は雨が降る中、ご参加ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。久し

ぶりに今日は何も報告がありませんので、先日、イベントがあったことをお話ししたい

と思います。私には２４歳２３歳１７歳の３人の息子がおりますが、そのうちの次男は、

地元の福島トヨペットさんでお世話なり、働かせていただいております。先月２３日に

その息子が結婚をしまして、今は結婚式ができないので、家族同士の食事会をしました。

私も初めての経験でしたので、うちの息子がどんな人生を歩んできたかとか、どういう

性格の持ち主かなどのお話をしてきました。息子は３人とも、小さい頃から私の会社を

継ぎたいと言っており、長男も次男も自動車の整備学校を卒業して、今は修行中です。

私は間もなく５１歳になりますが、うちの会社はレッカー作業や保険業、輸送業をやっ

ておりますので、何歳まで現役でやるべきなのかとつくづく思います。と言いますのも、今は保険業界や自動車業

界で後継者がいないとか、その代で廃業することが結構あるのです。結婚した次男は、レッカー車(車を運ぶ車)に

乗れるということで、学生のうちに中型免許を取得しました。ディーラーでも免許の制度がだいぶ変わって、若い

人では免許を持っている人が少なく、重宝されているようです。今年の４月から就職をしたのですが、ちょうど６

カ月間は試用期間で、１０月にようやく正社員になりました。その息子から結婚しますと報告がありまして、来年

には新しい家族も増えると言っており、今度はいきなり私がじいちゃんなのかと、自分のこんな格好もどうかなと

思うのですが、この例会でも、先日の地区大会もそうですが、真っ赤なスーツを着ております。当然、仕事の会議

や訪問先にも、真っ赤な格好で行っておりますので、うちの家族的には違和感はないのですが、先日の家族顔合わ

せ会ではびっくりされていました。「これがありのままの姿です」とお話をしたのですが、特にロータリーの会長

になってから、赤いスーツを新調して、今までいろいろな会合に参加をしても、やっぱり真っ赤なスーツの人は全

くおりません。佐藤喜市郎会員にお話をいただき、私も６月から保護司として勉強させていただいておりますが、

第一回の保護司のイベントにも、この格好で行きましたら、誰にも話しかけられなかったのです。たまたま、千葉

会員がちょうどその会場にいらして、千葉会員に皆さんのことをご紹介していただいたような感じで、いかに独特

な格好なのだなと、改めて反省しております。そんなことで１２月１６日の家族同伴忘年会には、今お話をしたう

ちの息子と嫁と妻の４人で参加をする予定ですので、よろしくお願いいたします。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 小委員長 【合計３７ｓ】 
鈴木 重忠会員 ５ｓ 妻の誕生日にお花をありがとうございます。 
千葉 政行会員 ３ｓ ・齋藤会員スピーチ楽しみにしてます。・前回欠席、指名委員会欠席です。 

あ・丹野さんお孫さんすばらしい走りでした。 
鈴木 牧子会員 ３ｓ 齋藤さん、先日北高での講師ありがとうございました。スピーチ楽しみしています。 
堀切 孝敏会員 ３ｓ 家内に誕生日祝いをいただいて 
安斎 忠作会員 ３ｓ 齋藤会員のスピーチ楽しみにしています。 
斎藤 孝裕会員 ３ｓ 前回欠席おわび 齋藤会員スピーチ楽しみにしております。 
西山 友幸会員 ３ｓ 妻に花束のプレゼントありがとうございました。 
紺野 容樹会員 ３ｓ 齋藤会員のスピーチ楽しみにしてました。 
油井 明則会員 ３ｓ 齋藤健太会員のスピーチ楽しみにしています。 

あ村上 裕司会員 ２ｓ 齋藤会員のスピーチ宜しくお願いします。 
中島 定宏会員 ２ｓ 齋藤健太さんのスピーチ楽しみです。 
菅野 浩司会員 １ｓ 齋藤健太会員の新会員スピーチ楽しみにしております。 
白岩 裕和会員 １ｓ 齋藤さんスピーチ楽しみにしております。 
丹野純子事務局 ２ｓ 11/21ふくしま駅伝で孫が福島市の９区(中学生)で区間賞をとりました。応援ありがとうございました。 

会員総数 41 名  

出席会員 36 名  

欠席会員 19 名 

出席率  78.05% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   志 賀 利 彦 

ガバナー補佐  安 斎 忠 作 

会   長     村 上 裕 司 

幹   事     生田目 正 志 

       

 

 

週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

＜  お願い  ＞ 
来年１月４日に 2021-22 年度の市内ロー

タリークラブ合同新年例会が開催されま
す。時間は午後１時から、今回は会食無しで、
１時間ぐらいになるかと思います。今、出欠
確認をお配りしますので出席できる方は〇
を付けてください。よろしくお願いします。 
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◆新会員スピーチ  齋藤健太 会員 

皆さん、お疲れ様です。改めまして、７月から会員になった齋藤健太と言います。よろ

しくお願いします。今日はスピーチの機会をいただいて、ありがとうございます。今日、

お話しする内容は、まずは私の人となりと、仕事観や人生観についてお話しさせていただ

いて、最後に、今重点的に仕事として取り組んでいる活動について、お話をいたします。 

私は昭和５８年生まれ今３８歳です。生まれは丸森町の出身です。当時は仙台市に自宅

があり、小学校まで過ごしました。中学校になってから、親が塩釜市に自分で店を構える

ということで、大学卒業まで過ごしました。大学は東北学院大学法学部で法律の勉強をし

まして、仙台本社のシステム会社に営業職として就職しました。すぐに青森支店に転勤に

なり、３年ぐらい過ごしました。２０１０年２月に今の職場に転職をしまして、当時は小

島会計事務所と言いましたが、現在はケーエフエスという名で法人化しています。元々の会計事務所は、税理士事

務所の部隊と、コンサル会社と保険代理店など、いろいろグループでやっているのですが、そこのコンサル会社コ

ンサル部門の執行役員として２０１７年頃から務めさせていただいて４年になります。今は野田町にあるマンシ

ョンを買って、妻と６歳の娘と４歳の息子で住んでいます。親の職業は焼き肉屋をやっています。この親の職業

が、私の仕事観や人生観にすごく影響を与えました。私が中学か高校に入るくらいに、狂牛病の問題、BSE 問題

がありました。あの時の焼き肉屋は売り上げが半減どころではなく、本当に生活に困るような状態でした。一生懸

命、地元で商売をしている人たちが生活に困っている、思うようにもう儲かっていないというのが、違和感という

か、なんとかしなくてはいけないと子供心に思いました。それが今の仕事や仕事観につながっているのではないか

と思っています。私の趣味ですが、私は日本酒が大好きで、最近は料理をすることが好きで、基本的に酒のつまみ

になるような物を作って、あとは子供たちが食べられるようにアレンジをしながら作ることが結構多いです。ま

た、note というインターネットのブログを定期的に書くのが趣味で、日常でやっています。 

次に仕事観ですが、天職である会計事務所との出会いということで、今会計業界で働いていますが、頑張ってい

る人たちがちゃんと報われるような、物心共に幸福な人生を送れるお手伝いをしていきたい。そういう人たちを増

やすことによって、地域の経済や社会が絶対に良くなると思っているので、世の中を良くする活動を、この会計と

いう仕事を通してやりたいと思っています。次に、「過去会計」と「未来会計」について、お話しさせていただき

ます。これはうちの会計事務所としてのコンセプトなのですが、従来型の会計事務所は、試算表や決算書、税務調

査、あとは相続関係、資産税とか、いろいろありますが、過去の数値に基づいたコミュニケーションをとります。

当たり前ではありますが、過去に基づいたコミュニケーションを、うちでは「過去会計」と呼んでいます。未来に

対する経営計画を立てて、それをどうやったら達成できるのか、行動計画やアクションプランを立てて、どうやっ

たら、そのアクションプラン、行動計画を達成できるかとか、達成してこういう数字になりましたというようなコ

ミュニケーションを常に取り合ったりしています。それを「未来会計」と呼んでいます。地元企業を活性化し、本

当に豊かにしていくための鍵は、この「未来会計」にあると私は確信しています。もう一つは、会計の話から離れ

て、渋沢栄一の「論語と算盤」についてお話しをしますが、２０２４年の新１万円札は福沢諭吉から渋沢栄一に変

わります。私の仕事観や人生観にすごく影響がある人物で、ずっと前から渋沢栄一の考え方を、自分の仕事観に取

り入れてやってきたつもりです。ここに『正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することはできない』

とあります。これは良い考え方に基づいて、きちんと商売をして利益を出しましょうということです。騙しや誤魔

化しがなく、みんなの利益が増える世の中は、とても良い世の中になると私は思っています。この「論語と算盤」

という考え方を、世の中に知らしめ、普及させたいと思っています。正しく商売をして、みんなで儲けて、良い社

会を作りたいということを、一言で集約しているのが、この「論語と算盤」という考え方で、それを渋沢栄一は説

いています。次に私の会計のコンサルタントとして、取り組んでいることをご紹介させていただきます。ポストコ

ロナ時代の事業再生ですが、当然、業種によってダメージを受けている業界、業種、店舗、会社はたくさんありま

す。今はお金を借りやすいので、それでしのげますが、借りたお金は当然返さなくてはならないので、どうやって

利益を出しながら、かつお金を増やしながら返していけるかを考えないとダメだというところがあります。それを

改善するきっかけは、先ほど「未来会計」の話でもありましたが、まずは事業計画をしっかり立てて、その事業計

画に基づいた経営をしていきましょうとお話をさせていただいています。その中で、ポストコロナ補助金みたいな

ものがあって、補助金をもらいながら事業計画を作る制度があり、事業計画をしっかり運用できるに足るようなア

クションプラン、行動計画を立てた上での計画を作りましょうとお話ししています。そういった形で事業計画を作

る、ブラッシュアップするのに補助金がありますので、いかがでしょうかという話をさせていただいています。 

最後に、後継者不在時代の事業承継ということで、先ほど、村上会長からもありましたが、息子が継ぎたいと言

っている会社はレアケースだと思います。今、６５歳以上の経営者の６割弱は後継者がいないか、決まっていな

い、進んでいないということのようです。今後は、後継者不足が問題で廃業しているケースが増えてくると思いま

す。後継者を見つけること、あとは事業承継の成功ですが、後継者自身がうまく商売をまわしていくことです。経

営者自身の思いを引き継いで、後継者がオリジナルで自分のブラッシュアップした商売を行うとか、引き継いで利

益を出すことが、次の事業承継の成功の鍵だと思います。こういった事業承継の問題も、地域を良くするため、地

域の良い企業を継続させていくような伴奏者として、重点的に取り組んでいます。皆さんと良い世の中、地域経済

を作るために、私も尽力いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。                                                         

◆閉会点鐘  会長 

■2022-23 年度指名委員会開催 11 月 25 日（木）18：30～「遊乃里」 

《内 容》①2022-23 年度役員・理事について 
《出席者》村上裕司、生田目正志、石川邦俊、紺野容樹、斎藤孝裕、安斎忠作、吾妻一夫、畠 隆章、菅野浩司、佐藤喜市郎、佐藤真也、鈴木義明 以上の会員 


