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2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

員の皆さま、こんにちは。
 本日はパレスホテル様のご都合で
通常の会場ではなく、このメインダイ

ニングで例会を行うことになりました。今週の
月曜日にリニューアルされた会場ですのでこれ
もまた一興とお感じ頂ければ幸いです。
　先日神奈川県の大和市の税理士会の研修
講師に呼んで頂いた時のことです。
　講義が始まると受講者の中になにやら見覚
えのある顔がありました。すぐに30年前の記
憶が甦りました。私の大原簿記学校時代の生
徒さんです。
　大原簿記学校での講師生活は3年間と比
較的短い時間でしたが、水道橋本校で毎年
150人以上の生徒と、税理士試験合格を目指
して1年間毎週7時間位一緒の濃密な時を過
ごしましたので、当時の生徒さんのことは今で
も深く心に残っています。
　講義が終わった後、招待された懇親会の席
では、80歳となった彼との邂逅でした。お聞
きになってあれっと思った方もいらっしゃると
思いますが、現在80歳の彼は、30年前当時
23歳の私の授業を現在の私の年齢とほぼ同
じ年齢で受講されていたことになります。（イ
メージとすると私が生徒で、私の娘が先生と
いう感じですね。）

　生徒さんは現役大学生から主婦の方まで
様々な方がいらっしゃいましたが、彼はその中
でも高齢の方でしたし、何よりユニークでし
た。苦しい生活の中で、あるいは忙しい仕事
の合間に、または大学とのWスクールで必死
に勉強している受講生が多い中、彼は複数の
ロレックスの時計を腕にはめて授業を受け、
休みの日にはご自分の軽井沢の別荘で勉強を
されたり、他の生徒の話によると、多くの株式
を持ち、その配当で悠々自適の生活をされて
いるとの話もありました。勿論勉強に取り組
む姿勢は真剣そのもので、本気で合格率10％
未満の相続税の試験合格を目指されているの
はわかりましたが、そのような話を聞くにつ
け、何で今更税理士の試験をしているのだろ
うと思っていました。その後5科目合格され税
理士になられ年賀状でのやり取りだけとなっ
ていましたが、そのような事情もあり、私に
とっては不思議な生徒さんの一人でした。
　先日の懇親会の席で他の税理士の方から
お聞きしたのですが、当時彼は勤めていた会
社の株式公開に携わり、成功され若くして一
度いわゆるハッピーリタイアメントをされたそ
うです。しかしすぐにご子息が東京大学の医
学部に進まれたことに触発され、再度ご自分
も自分自身の能力で勝負できる国家資格への

会 挑戦を決意されたそうです。
　税理士、弁護士、司法書士等いわゆる士業
はサムライ（士）業といわれています。私もそう
でしたが、厳しい経済環境の中で、将来への不
安を感じながら国家試験合格を目指し必死に
勉強するのは大変なものがありますし、その苦
しい環境を乗り超えるからこそサムライ（士）に
なれるという一面もあろうかと思います。
　しかしながら、社会的にも経済的にも成功
し、幸せな家族もあり、自分が望みさえすれば
楽で快適な時間を持つことができるにもかか
わらず、それらに背を向け、自分の能力を信
じ、老眼や聴力、反射神経や記憶力等の衰え
がある中、自分の子供と同じ年齢の生徒の中
に入って、電卓を叩き計算し、法律を暗記し理
論を書くという勝負を何年にも渡って続けるこ
とは今の自分を考えると、とてもできるもので
はないと思います。
　最近とみに進んだ老眼や聴力、記憶力に衰
えを感じ始めていた自分に改めて何か勇気を
もらい心に喝を入れてもらったような感慨深
い再会でした。

「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

「AI（人口知能）」

齋藤 とも子 様株式会社JTB関東法人営業埼玉支店
法人事業第4チーム グループリーダー 和嶋 敦史 様名鉄観光サービス株式会社

さいたま支店 支店長代理

卓  話

　2018年のロータリー国際大会は、カナダ・トロントにて
開催されます。
　2018年6月22日(金)～6月28日(木)で、企画をさせてい
ただきましたので、多くの会員の皆様にご参加いただけま
すように、お願い致します。

　カナダの魅力について、ご紹介させていただきます。
　まず、国際大会が開催されます、「トロント」です。
　トロントはカナダ最大の都市です。隣接するオンタリオ湖の影響もあり、カナダの他
都市より比較的日本に近い気候の変化と言えます。トロントには日本のような梅雨がな
く、5月にから6月にかけて夏の気候へと移り変わります。6月末頃は、最高気温23度、
最低気温14度と、過ごしやすくベストシーズンになります。また、ショッピングモール、レ
ストラン、映画館などは至る所にあり、音楽ライブコンサートや世界的なイベントなどが
頻繁に行われます。
　次に観光で訪れる予定の「バンフ」です。
　バンフは周りを3,000ｍ級の山々に囲まれた標高1,400ｍに位置する街です。夏で
も平均気温は20度前後と過ごしやすい都市です。メインの観光は、「コロンビア大氷
原」です。冴えわたる青空の下、色や輝きを変える湖群や、空気の澄み切ったコロンビ
ア大氷原など、絵画のように美しい風景が続くカナディアンロッキー。片道約200㎞
の道沿いには果てしなく続くカナディアンロッ
キーの山並みと エメラルド色をした沢山の湖、
そして今にも大きな音をたてて崩れてきそうな
氷の塊をご覧頂けます。
　カナダの世界遺産と言えば、カナディアンロッ
キーが有名ですが、他にもたくさんの世界遺産
があり、魅力が多いカナダです。美味しい食事
とワインもお楽しみいただけます。
　ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしており
ます。

　12月のクリスマス夫人同伴例会についてご説明申し上
げます。
　今年はご夕食をジョエルロブション、ご宿泊がザ・ペニ
ンシュラ東京でのご案内となります。
　ジョエルロブションですが良くご存知かと思いますが、3
年で3ツ星を獲得した天才ロブションといわれておりまして、

36歳で独立。パリ16区のローシャン通りにジャマンというお店を開店しております。
　開店翌年にはミシュラン1ツ星。またその翌年には2ツ星、3年目には３ツ星を史上
最短記録で獲得いたしました。
　受賞の際も自分が3ツ星に値しているのではなくそれを証明する権利を獲得した
だけのこと。今後自分の料理で3ツ星がいかに凄いものかを証明したいとコメントし
ています。
　2008年アジアで最初の「ミシュランガイド東京」が発刊され、その際も3ツ星を獲
得し、その後10年連続で評価をいただいております。
　ミシュランでは不変のポリシーのもと専門調査員が一般のお客さまと同じサービ
スを受け評価をしています。当然賄賂等も絶対に受取らず調査員は一切の身分を明
かすことなく調査をしていることで高い信頼を気付いています。
　ザ・ペニンシュラ東京は皇居外苑と日比谷公園に面し銀座まで徒歩圏内と最高の
ロケーションに位置しています。
　東京の外資系ラグジュアリホテルの中で唯一、一棟立てのホテルになります開業10周
年を向かえ栄えある2つの賞も受賞しております。
　ご利用いただく客室はアースカラーを基調とす
るゆったりとした空間、その他明るく開放的なロ
ビーでは人気のアフタヌーンティなども提供して
おります。
　滞在中はフィットネスセンターやスイミング
プールは無料でご利用いただけます
 最上階には非常にモダンなバーがございます、大
切な方と上質なひと時をお過ごしいただけると思
います。

2018年 国際ロータリー年次大会 クリスマス婦人同伴例会

8月23日（水）
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8月23日の合計金額 49,000円
（8月23日までの累計金額547,000円）

ご協力ありがとうございました。

昨年度、ユネスコ世界寺子屋運動
書き損じハガキ回収キャンペーンに
ご協力ありがとうございます。
〈本多　隆（さいたまユネスコ協会）〉
JTB齋藤さん、名鉄観光和嶋さん、
ピンチヒッターご苦労様です。
〈江本尚浩〉
お客様ようこそ。
〈遠藤省吾・大瀧榮壽〉
JTB齋藤さん、久しぶりです。
〈関口　茂〉
長谷川さん、善行地さん、ありがとう
ございました。
〈岩瀬雄一〉
齋藤様、和嶋様、卓話ありがとう御座
居ます。
〈飯野耕司〉
JTB齋藤さん、旅行案内ありがとうご
ざいます。
〈徳山義行〉
長谷川さん、善行地さん、卓話ありが
とうございます。
〈櫻井義久〉
長谷川さん（齋藤）、善行地さん（和
嶋）さん、卓話ありがとうございます。
〈進藤博司〉
卓話ありがとうございました。
〈小林憲樹〉
善行地様、長谷川様、卓話ありがとう
ございます。
〈山本和保〉

花咲徳栄応援ツアー参加のため、出
席できず、申し訳ございません。本日
はよろしくお願い致します。
〈JTB 齋藤とも子様（長谷川様）〉
小坂会員、司会お疲れ様です。
〈戸井田修〉
善行地さん、長谷川さん、卓話お疲れ
様です。
〈小川武士〉
齋藤様、和嶋様、卓話ありがとうござ
います。
〈森　正志〉
和嶋様、齋藤様、卓話ありがとうござ
います。
〈齋藤守毅〉
遠藤さん、中川さん、在会記念おめで
とうございます。
〈江本尚浩〉
遠藤会員　在会20年、中川会員　在
会15年、森会員　在会５年、おめでと
うございます。
〈小川和信〉
遠藤さん　在会20年、中川さん　在
会15年、森さん　在会5年、おめでと
うございます。
〈浅野　仁〉
中川さん、遠藤さん、森さん、在会記
念おめでとうございます。
〈永嶋良一〉
在会記念ありがとうございました。
〈遠藤省吾〉

遠藤さん、中川さん、おめでとうござ
います。
〈平田　繁〉
小坂さん、司会ありがとうございます。
〈江本尚浩・櫻井義久・高山利弘・小林
康一〉
小坂さん、名司会ありがとうございま
す。
〈福島謙二〉
司会ありがとうございます。
〈内藤考三〉
会員増強委員会 竹内さん、ありがと
うございました。
〈三浦　守〉
昨日の会員増強委員会の炉辺会合、
おつかれ様でした。
〈齋藤守毅〉
説明会、御世話になります。
〈岩井良彦〉
8月20日、大宮と大宮東ローターアク
トクラブの合同例会に参加してきま
した。皆様ご支援よろしく。
〈岩﨑　彰〉

小坂会員、先日は御配慮いただき、あ
りがとうございました。
〈兼杉涼二〉
今年の東北奉仕、10/22です。東北
支援で奉仕の感動を共有しよう！！
〈橋本和久〉
暑中お見舞申し上げます。
〈鈴木俊一〉
明日から人間ドック学会です。早退さ
せて頂きます。
〈中川高志〉
花咲徳栄高校、埼玉県民悲願の全国
制覇、期待しています。
〈小坂良二〉
これからも宜しくお願いします。
〈森　俊宏〉
誕生日プレゼントいただきました。あ
りがとうございます。カンレキを迎え
ました。
〈栗岡宏治〉
改めてよろしくお願い致します。２回
目の出席です。
〈矢崎直良〉
      

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

71.83%
修正出席率

43名（60.56%）
出席者数（出席率）

6名
メークアップ

73名（71名）
会員数（出席者算定者数）

第3056例会
例　会

第3058例会
例　会

8月2日
前々回

8月23日
当　日 次回例会案内

理事会、セレモニー
【卓　話】大宮シティロータリークラブ
 　　　　　　　　恵川　一成 様

2017年9月6日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

お客様ご紹介

感謝状の贈呈［永嶋会員・江本会員］

左から…株式会社ＪＴＢ関東 齋藤とも子様／徳山義行会員／
さいたまユネスコ協会 本多隆会員／名鉄観光サービス株式会社 和嶋敦史様

お客様ご紹介

エレクトーン演奏［田中睦美さん］幹事報告［齋藤幹事］

表彰状とピンの贈呈［三浦会員］お客様の紹介［櫻井会員］

感謝状贈呈［さいたまユネスコ協会会長 本多隆会員・橋本パスト会長］

在会記念祝［森会員・遠藤会員・中川会員］

委員会報告［山本会員］ 委員会報告［辻本会員］
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