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つながりは出会いから 出会いに感謝
今年も月曜日から確定申告が始まりましたが、ネット上には確定申告にまつわる
「青色申告にすると税務署が来る」､「白
都市伝説､というものがたくさん存在します。
色申告なら領収書はなくてもいい」、
「申告していなくても３年間何も言われなかっ
たら大丈夫」､「窓口で申告書を出したら税務署は来ない」
「所得が少なきゃ税務署
は来ない」
。どれもこれもほとんど根拠がないものばかりです。そもそも税務調査と
いうものは忘れたころにやってきます。また適正な申告をしないと加算税など余計
な税金を払うばかりでなく、場合によっては刑事罰も科せられることがあります。
確定申告にかかわらず、どのようなことでも鵜呑みにせず、四つのテストにもあ
るように、
「真実かどうか」慎重に判断することが重要です。申告にまつわる役に立
たない話をさせていただきましたが、役に立つ話を一つさせていただきます。今年
度も当クラブでは、皆様の会費の中から特別寄付をさせていただいております。そ
のため全会員の個人名で寄附金控除の証明書が交付されています。しかしロータリ
ーの会費を会社の経費にされている方は、会費とは別に寄付をして頂いた分のみを
寄付金控除として申告して頂きますよう、ご注意ください。
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1967 年生まれ 52 歳 B 型
静岡県富士市ご出身
富士ゼロックス入社から
愛知県を生活拠点に
2011 年～東京に単身赴任
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富士ゼロックス埼玉株式会社

性格は典型的な B 型で、富士市で生まれ育
ちました。富士山は生活の一部で、どこから
でも見ることができ、お水がとても美味しい
所でした。
1990 年に富士ゼロックス（株）に SE と
して入社しました。場所は愛知県の中央部
で、左は都会の尾張、右はド田舎の三河とい
った自動車産業が盛んなエリアで、トヨタの
お膝元です。そこでトヨタグループを相手に
システム関連の仕事をしていました。
自宅は今でも愛知にあるのですが、2011
年から単身赴任で東京に移り、大手企業担当
として物流業、製造業等のグループ長、部長

代表取締役

を経て、統括長となりました。
2019 年 4 月より、現在の販
売会社に転籍となり、代表取締
役として埼玉・群馬・栃木の３
県 12 拠点を担当しておりま
す。
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ゼロックスは世界初の複写機
Xerox914 を開発しましたが、1970 年の
段階で「電子社会では複写機は必要なく
なるだろう」という考えから、パロアル
ト研究所を設立し、今につながる以下の
ような発明をしました。
・ウインドウシステム ・マウス
・ページ記述言語・LAN・イーサネット

弊社は、1962 年に富士写真フィルム
75%とゼロックス 25%で誕生した合弁会
富士ゼロックス埼玉 7 拠点 408 人 社です。来年 4 月 1 日から、ゼロックス
富士ゼロックス群馬 3 拠点 167 人 とういう名に頼らずに「FUJI FILM」
富士ゼロックス栃木 2 拠点 130 人 に変わります。

再会に感謝！
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会員数

出席者数

出席率

2 月 19 日

第 3164 例会

76（70 名）

38 名

54.29%

例会案内
2020 年 3 月 4 日（水）新会員自己紹介 埼玉りそな銀行
2020 年 3 月 11 日（水）休会（定款第 8 条第 1 節 C）

粟井邦彦会員：パレスホテル大宮

【お客様】
【司会】
・本日はお世話になります。宜しくお願い致します。川口 RC 小倉克徳様
・本日司会をさせて頂きます。栗岡宏治
・栗岡さん司会ありがとうございます。
・川口から来ました。よろしくお願い致します。 川口 RC 芝崎眞理様
・今日はよろしくお願いします。川口 RC 木内賢治様
櫻井義久、岩瀬雄一、三浦守、鈴木寛、土井信也
・本日は川口から伺いました。楽しみたいと思います。川口 RC 朝日恵子様
・栗岡さん司会ご苦労様です。遠藤省吾、関口茂
【新会員】
・本日は宜しく。 川口 RC 北村透様
・栗原正史さん、入会おめでとうございます！
・お客様ようこそ。関口茂、大竹敦、鈴木俊一、齋藤守毅
櫻井義久、岩井良彦、大瀧榮壽、田村眞、
・川口ＲＣの皆様ようこそ大宮 RC へ。
遠藤省吾、岸聡、飯野耕司、進藤博司、
小林憲樹、北村匡央、櫻井義久、中川高志
三浦守、内藤考三
・川口ＲＣの皆様ようこそお越しいただきました。飯野耕司、小坂良二
・栗原さん、よろしくお願いします。関口茂
・川口ロータリークラブの皆様、宮崎さんようこそ！竹内裕司
・川口ＲＣの皆様ようこそ！北村透さま 10 年以上ぶりです。なつかしいです！ ・栗原さん、ようこそ！辻本恵太
兼杉文子 ・栗岡さん頑張ってください。矢崎直良
【クラシックカーラリー】
【卓話】
・3 月 21 日チャリティクラシックカーラリーよろしくお願いします。橋本和久
・新会員の塩川和典です。
・3 月 21 日クラシックカーラリーご協力よろしくお願いいたします。小坂良二
今後ともよろしくお願いします。塩川和典
・クラシックカーラリー楽しみにしております。藤澤正博
・塩川さん自己紹介ありがとうございます。櫻井義久
【その他】
・塩川会員卓話よろしくお願いします。川島利雄
・○○で小林陽太郎名で 9500 シリーズの研修受講証を頂きました。江本尚浩
・塩川会員卓話ありがとうございます。福島謙二
・皆様いろんなウイルスが飛び交っています。気を付けましょう。渋木理俊
・コロナウイルスにお気を付け下さい！例会に影響が出ないといいのですが。花俣秀幸
2 月 19 日合計金額 61,000 円
・宮崎さんグラーツ国立音楽大学合格おめでとうございます。
累計金額 1,495,000 円
3 月から留学がんばって下さい。中川高志
ご協力ありがとうございました！
・宮崎紗織さん、合格おめでとうございます！ホッとしましたね。花俣秀幸

