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１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー 

５． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話 

「新地区補助金報告」 

奉仕プロジェクト室長 桑原 志郎君 

「新会員卓話」 

   島田 直樹君 

   横山 嘉孝君 

１０． 点 鐘 

 

ロータリー情報アワー 
ロータリー情報委員 本田雄一郎君 

本日のロータリー情報アワーは、１０分間頂きまして、こ

のＤＶＤを見て皆さんと今後の活動を考えていきたいと

思います。このＤＶＤは、前年度藤岡北ＲＣさんがＳＤＧ

ｓについて小学生向けに作成したものです。 

「ＳＤＧｓ」→「持続可能な開発目標」とは、世界中でおこ

っている環境問題や紛争、貧困、差別、人権問題と言

った課題を「世界のみんなで 2030 年までに解決してい

こう」という計画目標です。是非、ロータリー活動だけで

なく自社の活動や個人の活動にも役立てて頂ければ幸

いです。 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 ご案内状を送信させていただきましたように、来週１９

日の忘年クリスマス会は、昼間の例会に変更し会員の

みで開催することを５日の理事会にて決定致しました。 

ご承知の通り新型コロナの新規感染者が急増しており

ます。１０日土曜日の上毛新聞によりますと、学級閉鎖 

 

 

は９月１日で３校、１０月３日で１０校、１１月１日で２９校と

増え続け、１２月１日の時点で、県内４０校５１学級で新

型コロナの新規感染者急増に伴い学級閉鎖が行われ

ています。 

 また、県内の新規陽性者は、１０日時点で２７４３名、前

週同曜日比プラス５９１人となっています。病床使用率

は７０．１%の高水準に達しています。群馬県のホームペ

ージ新型コロナ感染症のガイドラインによれば、「大人

数・長時間での会食、飲み会は感染リスクが高まること

から慎重に判断してください」とあります。これは、大人

数・長時間の飲み会は中止にして欲しいと捉える事の

出来る文章です。ある意味行政が判断を民間に委ねて

いると言えます。 

奉仕活動を旨とするロータリークラブが県の要望に反し

飲み会を開催し、万が一にも感染が広がることになれば

医療従事者の方の負担を増すこととなりロータリーの精

神に反することになると思います。 

 会長の私としても、納涼会は第７波の真只中で中止を

しており、忘年クリスマス会はどうしても開催したい気持

ちでおりましたが苦渋の決断により中止といたしましたこ

とを会員の皆様にはご理解をお願い致します。 

 ちなみに、去年本田年度において忘年クリスマス会を

実施した２０２１年１２月２０日の新規陽性者は１１人でし

た。２０２２年１２月１０日現在の２７４３人と２０２１年１２月２

０日を比べると２４９．３倍と驚異的な数字となっています。 

また、本田年度で１月の初例会後しばらく休会にしてい

た第６波の新規感染者のピークは１月２７日の１２１６人

でした。 

 竹内 靖博君 27 回 

 青木 貴子さん 4 回 

 宮嶌万貴美さん 1 回 



 

  

今は社会活動を止めない政府の方針でＷｉｔｈコロナの

時代ですが、新規陽性者が爆発的に増えていることは

確かです。重症化リスクが低いとは言え高齢者の死亡

数は増加しています。また、後遺症の問題も解明されて

いません。出来ることなら感染しないことが何よりです。

注意をしていてもどこで感染するかわからない今、感染

リスクが高まる行動は互いに控えたいと思います。 

 

《報 告》 

・12/8 次年度ガバナー補佐 ZOOM 会議 

 須永次年度ガバナー補佐 

・12/11 第 1回ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・委員長合同会議 

     森君、松島君、須永君、後藤君、飯塚君 

《予 定》 

・12/14 家族会総会 

・12/15 森ｶﾞﾊﾞﾅｰスタッフ忘年会 

・12/17 保坂ガバナーエレクト激励会 

  疋田ＰＧ、森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 

 

幹事報告 

・ガバナー、ガバナーエレクト事務所より年末年始休暇 

のお知らせが届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週１9日は、海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ美喜仁館にて、12時から 

食事、12 時 30 分点鐘となりますので、お間違えのな

いようお気をつけください。 

 次回桐生倶楽部での例会は、１月１６日(月)新年初例

会となります。 

・事務局年末年始休暇は、１２月２８日～１月４日までと

なります。緊急の連絡は、幹事までお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和４年１２月１２日) 

総員６９名：出席４６名 

令和４年１１月１４日例会修正出席率：７５．４％ 

令和４年１１月２８日例会修正出席率：８３．９％ 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君…新地区補助金事業が無事終了しました。

桑原室長はじめ会員の皆様には大変お世話になりまし

た。ありがとうございます／山崎達也君、腰塚富夫君…

島田君、横山君卓話よろしくお願い致します／桑原志

郎君、島田直樹君、横山嘉孝君…卓話をさせて頂きま

す／青木貴子さん、宮嶌万貴美さん…出席 100％表彰。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生市内にある 17カ所の放課後児童クラブに対して各

クラブが希望する本を、2022 年 7 月から 9 月までの期

間実施した。7月上旬～8月中旬にかけて桐生市こそだ

て支援課の協力を得て本のリストを作成し、必要・適正

なる本かチェックをして発注した。入荷後は放課後児童

クラブごとに仕分けを行い、ロータリーシールを貼り各ク

ラブへ納品した。そこの指導者（責任者）から現状や問

題点等を聞かせてもらい、これからの子育て支援の方

向性を探った。新型コロナ感染防止の立場から子供た

ちと一緒に過ごすのは取りやめとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めまして群馬銀行の島田と申します。よろしくお願い

いたします。本日はせっかく卓話の時間をいただきまし

たので、自己紹介、歴史、今年の経済を振返ってといっ

た話をしたいと思います。  

私は昭和４２年２月館林の出身です。血液型はA型、星

座はみずがめ座です。家族は妻と子供２人です。  

父は中学校の英語の教師をしておりましたが、その前の

代までは質屋を営んでおりました。今でも庭には石蔵が

ありますが、価値のあるものは何ひとつありません。  

地元の小中学校を卒業し、高校、大学卒業後平成元年

に群馬銀行に入行しました。平成 23 年羽生支店長とな

り、その後上田支店、上野支店、小山支店、営業統括

部を経て今年の 6月より桐生支店長となりました。 入行

当時は群馬銀行に入れば家から通うことが多いだろうと

思っていましたが、遠隔地勤務が多く銀行員人生の約

半分が単身赴任という状況です。現在は久しぶりに家

から通っておりますが、子供も独立し、新婚以来の妻と

の生活ということで、こちら方はまだぎこちない生活を送

っております。私の趣味は澤田会長と同じで歴史が好き

ですが転勤する土地でいろいろな所を巡りました。  

大阪支店時は各地を巡り近畿以西の県は沖縄まで全

県を巡りました。関西で特におすすめなのはお城であ

れば姫路城と彦根城、施設であれば広島県の旧江田

島海兵学校です。旧江田島海兵学校は現在は海上自

衛隊の学校となっており、資料館では特攻隊員の遺書

や東郷平八郎の遺髪などが展示されています。施設自

体も見ごたえあるうえに戦争を考える良い機会にもなり

ますので、ぜひ一度ご覧になってください。上田支店の

ある長野県上田市には有名な上田城があります。ちな

みに上田城は今は城はなく門などが残るのみとなって

います。上田城は桜の名所でも知られており、春には桜

とお城のコントラストがきれいな場所です。真田昌行幸、

幸村の活躍はここでは省きますが、上田城は真田が徳

川の大軍を 2 度に渡り撃退した難攻不落の城でありま

す。上田市は今でも真田氏を誇りに思っている人が多

い街でありますが、名門上田高校の校歌にこんな歌詞

があります。「我に至剛の誇りあり。いざ百難に試みむ」 

「新会員卓話」 

島田 直樹 君 

 

奉仕プロジェクト 

室長 桑原 志郎 君 

 



 

まさに困難に立ち向かう真田の精神を表したものと感じ

ます。小山支店のある小山市には小山評定の跡があり

ます。徳川家康が上杉景勝征伐に東に向かいますが、

そのとき石田三成が西で挙兵の報が入ります。東に向

かうか西に向かうか軍議を開き、西に向かうことに決め

たのが小山評定といわれています。   

多くは豊臣家譜代の武将で大阪に妻子を残しておりま

すが、徳川支持で固まり、一致団結し戦いに望むことと

なりました。      

そして関ヶ原の合戦で勝利し天下取りにすすむこととな

りました。こうした、真田の不屈の精神や徳川の結束力

などはビジネスの世界でも参考とすることができると思い

ます。桐生は初めての勤務ですが、桐生は歴史と最先

端が混じりある素晴らしい街だと思います。街を歩くと歴

史的な建造物が当たり前のように存在し、優れた食文

化もある。そして美しい山や川もある。まるで京都にいる

ような錯覚を覚えます。一方街の活性化などの問題も抱

えておりますが、会社としてまた個人として問題解決に

お役にたてればと思っております、さて、２０２２年も終わ

りを迎えようとしております。今年はコロナも落ち着き 

平常に戻る年になるかと思っていたところ、２月にロシア

によるウクライナ侵攻が起こりました。これにより混乱を

極めた１年となった印象です。 少し経済で振り返ると日

経平均株価では最高値は１月５日 29,388円、最安値は 

3月 9日 24,681円です。ドル円為替では当行仲値では

円高は 1月 26日 113.84円、円安は 10月 21日 150.26

円です。GDP の７～９月では年率換算マイナス 1.2％と

四半期ぶりにマイナスとなりました。ちなみに日経平均

は 30 年前とあまり変わりませんが、ニューヨークダウは３

０年で約１１倍となっています。日米の格差の拡大を痛

感いたします。もし投資のご興味あれば群馬銀行にぜ

ひご照会ください。 全体では半導体不足や中国ロック

ダウンなどの物流混乱、円安の進行、物価高などが目

立った 1年でした。 そして経済面だけではなく戦後

我々が築いてきた様々な秩序が崩れつつある、そんな

ことを感じた年でした。来たるべき年は平和で経済も活

況と、そんな 1年となることを祈ってやみません。  

以上、貴重なお時間をいただきありがとうございました。

      

 
皆さん、こんにちは。本日は貴重なお時間をいただきま

して誠にありがとうございます。 

今回の卓話では自己紹介と税理士の仕事内容、税理

士になる方法について紹介をさせていただきます。 

私は、桐生中央税理士法人の代表税理士、横山嘉孝と

申します。1974年 4月生まれ、 

趣味はゴルフです。税理士としての業務の大半は税務

申告と税務アドバイスですが、その他に地域貢献活動と

して納税相談や租税教室も行っています。次に、税理

士になる方法についてお話いたします。税理士になる

ためにはいくつかの方法がありますが、そのうち代表的

なものをご紹介します。1 つ目は税理士試験。2 つ目は

税理士試験と大学院の併用。3 つ目は税務署に一定期

間勤務し、署内試験を合格するという方法等があります。 

今回は 1 つ目と２つ目についてもう少し掘り下げてご紹

介します。 

１の“税理士試験”とは、会計学に属する科目である簿

記論と財務諸表論の 2 科目の必修科目に合格し、更に

税法に属する９科目（所得税法・法人税法・相続税法・

消費税又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、

固定資産税）の内 3 科目、合計で 5 科目の試験に合格

して取得する方法です。 

２の“税理士試験と大学の併用”とは、大学院で研究論

文を作成し、国税庁へ提出・審査で認められることによ

り、一定の試験科目の免除が受けられます。 

税法に関する研究論文については、１で挙げた税法に

属する９科目の内、2科目の試験が免除され、会計に関

する研究論文については 1で挙げた会計に属する 2科

目の内、1 科目の試験が免除される方法です。私の場

合は税法に関する研究論文を作成したことにより、税法

2科目が免除され、会計 2科目＋税法 1科目の受験合

格との併用で税理士資格を取得することができました。 

税理士になるまでの道のりは以下の通りで、足掛け 11

年でした。 

26歳：山上会計事務所入社、32歳：関東学園大学院入

学、34 歳：大原簿記学校富士宮カレッジ入学 (静岡県

富士宮市、寮生活)、35 歳：大原簿記学校水道橋本校

入学（東京都豊島区駒込、アパート生活）、36 歳：税理

士試験合格、37歳：税理士登録となります。 

２６歳で会計の道に入り、20 代のうちに税理士になると

意気込んでおりましたが、 

仕事と試験勉強の両立は非常に難しく、あっという間の

１１年でした。特に富士宮での寮生活については、非常

に勉強量も多く大変な点も多かったですが、今振り返る

と充実した日々だったように思います。当時、一緒に勉

強した仲間とは今でも仲良くしており、コロナ前は毎年

のように旅行に行ったりもしておりました。ひとつの目標

に向かって何かを成し遂げる仲間の絆はいつまでも強

いものだと感じております。 

最後となりますが、桐生ロータリー倶楽部に入会させて

頂き大変光栄に思っております。 

今後は税理士として地域に貢献していきたいと考えて

おりますのでご指導の程、宜しくお願い致します。 

また、現在大変ゴルフにはまっており、お誘い頂ければ

できる限り参加したと思っておりますのでお誘い宜しく

お願い致します 

                       

       本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

      やまもと 

 「新会員卓話」 

   横山 嘉孝君 

 


