
 

  

例会記録  

会員総数  45名  出席会員数 37名 

ゲスト      4名  その他      0名 

ビジター    2名  事務局      2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名  出席率   82.22％ 

 ──────────────── 

8月5日 Make-up後の 

出席率 80.56％ 

 
 【今週のＭＵ状況】 
若林・新保会員（9/4 豊島東ＲＣ）  

浅野・佐藤会員（9/4 東京ＲＣ ＩＭのＰＲ） 

時園・吉田会員（9/4 お茶の水ＲＣ 〃） 

浅野・時園会員（9/5 神田ＲＣ 〃） 

若林・新保・須藤会員 

（9/5 江戸川中央ＲＣ）  

 

 

 

ニコニコボックス  

 鈴木光一様（福島南ＲＣ）：本日はﾒｰｷｬｯﾌﾟ 
に来ました、宜しくお願いします。 

佐久間功様（福島南ＲＣ） 

  ﾒｰｷｬｯﾌﾟさせて頂きます。宜しく。 

佐藤会員：鈴木会長・佐久間パスト会長福島 

からようこそ。バリ・ヌサドゥアＲＣの行本様 

遠くより、歓迎いたします。 

若林会員：バリ・ヌサドゥアＲＣの行本さんようこ 

そ。バリツアー宜しく。福島南より鈴木さ 

ん、佐久間さんようこそ、ありがとうござい 

ます。 

夫人誕生日：若林会員（2 日）崎山会員（23 日） 

結婚記念日：新保会員（15 日）薗会員（29 日） 

  澤本会員（27 日）結婚 38 年、家内に感謝 

誕生日祝い：中谷会員（8 日）佐藤会員（12 日） 

       久保田会員（25 日） 

8/19 の新入会員研修ｾﾐﾅｰ会費の余剰金 

 

 
 

 

 

次回予告  

第9回例会 2019.9.30（＃2250）  

会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  駒井君 

       受付係  秋山君   福田君 

       会費係     杉本君 

司会者  藤田君 

ソングリーダー 崎山君 

卓話 

世界空手連盟事務総長    奈藏 稔久氏 

紹介者 佐藤会員 

 

関東学生空手道選手権大会三位入賞の田野

選手が形を演武してくださる予定です。 

 

 

 

  

会長報告 

1） 今期の社会奉仕活動は、港区の子供食堂へ、食材支援を行っております。 本日は、港区議会議員で、 

子ども食堂の理事である阿部先生にお話をうかがいます。 

2） 福島南 RCより鈴木会長と佐久間前会長がお見えです。 来週 11日には、姉妹クラブ締結 8周年記念例会 

が福島にて開催されます。 

幹事報告 

1） 来週、11日の姉妹クラブ締結記念例会には、理事は16時からの打合せから、参加致しますが、18：00～の 

夜間例会からでもご参加下さい。 

2） 地区RYLA(Rotary Youth Leadership Aword)セミナーに、 

参加希望の方は、事務局までお申し出ください。 

3） 例会終了後に、定例理事会がございます。 

該当の方はお残りください。 

 

  本日の例会プログラム 

第 8回例会 2019.9.9（＃2249） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 新保君   会費係  加賀君 

受付係     時園君  吉田君 

 司会者 藤田君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君 

卓話 「Ｒ財団奨学生として」 

   Ｒ財団奨学生 戸田 祐太氏 

紹介者 佐藤会員 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 7回例会 2019.9.2（＃2248） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 乳井君   会費係  駒井君 

受付係     後藤君  藤谷君 

 司会者 藤田君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君 

卓話 「子供の貧困と子ども食堂の役割」 

   港区議会議員 阿部 浩子氏 

紹介者 佐藤会員 

  

 

 
 

 

 

 

  2019〜20 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Mark ・D・Maloney 



 
 

  
 

  

 

イニシエーションスピーチ 

加賀 聡会員（8/26スピーチ 貞國会員後継者） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様 初めまして。7 月 1 日に麹町ロータリークラブ

に入会させていただきました 加賀 聡と申します。義理

の父である、貞國と二代で伝統あるロータリークラブに身

を置かせていただくということで身に余る光栄です。 

簡単ではございますが、自己紹介をさせていただきま

す。 

生まれは麹町ロータリークラブが設立された1968年(昭

和 43 年)で、偶然にもちょうど同い年の 51 歳ということに

なります。生まれは秋田県ですが、育ちは埼玉県入間市

です。自衛隊の飛行機と狭山茶畑を見ながら育ちまし

た。 

高校は所沢高校を出まして、早稲田大学、大学院を経

て、卒業後、公認会計士の試験に合格し、平成 8 年に当

時の太田昭和監査法人、現在の EY 新日本有限責任監

査法人に入所し、5 年程在籍しました。在職中はいろいろ

な業種の会社の監査を担当し、多くの経験を積むことが

できました。 

退職後は貞國が代表を務めておりました株式会社平

河町総合研究所に入社し、平成 18 年に貞國より代表取

締役を引き継ぎまして、現在に至っております。そのほか

に個人で税理士業務や中小規模の監査法人の代表社員

として監査業務を行っております。 

家族構成は妻と高校 1年生の長女、そして絶賛反抗期

中の中学 2年の次女、そのほかにカメが 1匹います。 

趣味としては、高校まで剣道をやっておりましたが、40

歳から始めた合気道に毎週励んでおります。おかげ様で

初段をいただきまして、なるべく早く二段の審査を受ける

べく稽古に励んでおります。 

 次に私の職域であります監査についてお話します。監

査は英語でいうと AUDIT であり、オーディオ（聴く行為）が

もともとの起源ということです。関係者から広くヒアリング

をしながら判断するという意味もあると思いますが、少々

ロマンチックかもしれませんが、私は決算書の数字たちの

声を聴くという意味もあるのではないかと思います。 

 

 

 

 

それらの声を一つ一つ聞き、会計基準という共通の尺度

に当てはめて、決算書が会社の実態を正確に表している

のかどうかを判断するのが監査です。最新の監査の話題

は、AI（人工知能）を利用した監査です。現在は大手監査

法人を中心に監査ツールとしてのAIの開発に力を入れて

います。将来的には監査ソフトが会社システムの中に常

駐し、誤りや不正を発見する時代が来ると予想されます。

会計監査の精度を最高に引き上げた結果、それは不正

のない、誤りのない真実の決算という目的がより達成され

るかもしれませんが、メールや会社での行動も監視され、

なんとなく人間味のない、また息苦しい環境になってくる

のかもしれません。ただしこれからの若い世代は生まれ

た時からネットや AI当たり前の人たちですから、この流れ

は止まらないものと思いますし、そういったシステムに対

してイニチアチブをとるための開発競争も激しくなることか

らより加速していくものと考えます。 

 最後になりますが、私の聡という名前ついては賢いとい

う意味とともに、よく聴くという意味があるそうです。この聡

という字から公という字を抜くと恥という字になってしまい

ます。つまり自分自身のみに心を傾けて行動すれば恥を

かいてしまうという意味であると私は受け取っています。

その意味で、つねに多くの人に役に立てるよう公に耳を

傾けて仕事をしていくことが、私の責務と思っています。 

まだまだ若輩ではありますが、皆様のご指導、ご鞭撻を

賜れば幸いに存じます。 

これでスピーチを終了とさせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。 

 

 

 

 

クラブだより  No.8  
 

 2 月 12,13日に地区大会が沖縄で開催されます。 

 本会議は 13日、13時からですが、前夜（12日）、 

麹町ナイトを開催する予定です。  

多くの皆様にご参加頂きたいと存じます。 
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