














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 原田晃博    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：第２・３・４木曜日  

幹事 津多一幸  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆ 平成３１年１月２４日(木)               点鐘：19時 00 分 場所：ふな又 

 

 会長挨拶       第 56 代会長 原田晃博 

皆様こんにちは！インフルエンザが大流行 

しておりますが、皆様も十分に注意して下さ 

い。よく言われていますが「うがい、手洗い」 

に加えて十分な睡眠を取る必要があるそうで 

す。人によっては熱も出ない場合もあるそう 

です。まずは無理しない事が重要です。 

さて、本日の卓話はしんみらい税理士事務所の所長であ

る坂寄栄司様による「税について」です。 

坂寄様は皆様もご存知のように春日部イブニングRCのパス

ト会長です。私自身とは地区の国際奉仕委員会でセブ島に

ご一緒させて戴きました。英会話も堪能な方です。 

また春日部イブニングRCの神谷英樹幹事もお越し戴きまし

た。普段あまり聞きづらい事も話して戴きます。ご期待く

ださい。 

  
 
幹事報告             幹事 津多一幸 

原田晃博年度  第２０回  通算２６８０例会                平成３１年１月１７日 
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「積極的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

 

本日のお客様 

春日部イブニングＲＣ 

パスト会長 

坂寄 栄司 様 
 

・2019年 2月 13日に第３・第４グループ合同 

のＩＭが開催されますので、皆様ご出席を宜 

しくお願いします。 

・第 31回インターアクト協議会及び韓国訪日 

団歓迎会開催の案内が来ております。お申し 

込みは 1月 21日（月）までに幹事または事務局までお願い 

します。 

日時 2019年 2月 10日(日)受付 9：30 10：00～16：00 

会場 埼玉県県民活動総合センター（伊奈町内宿台 6-26） 

登録料 1人 5,000円 

・第 2570 地区世界遺産・無形文化遺産登録推進委員会より

「さきたま古墳群の世界遺産登録運動」についてキャラバン 

のお願いが来ております。 

・1月のロータリーレートは、引き続き 1ドル 112円です。 

・国際ロータリー日本事務局より財団室ニュース 1月号 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま 225号」 

・人形のまち岩槻まちかど雛めぐり実行委員会より第 16 回

まちかど雛めぐり開催の案内が届いております。 

・岩槻ボーイスカウト育成会から会報と入会案内です。 

・さいたま観光国際協会から第 7回さいたマーチ～見沼ツー 

デーウォーク参加者募集の案内、および広報誌「ＩＥＣ 

 

 

職業奉仕委員会 委員長 藤澤洋介 

本日は春日部イブニングロータリークラブ 

パスト会長である坂寄栄司様をお迎えし、 

卓話をお願い致しました。皆様どうぞよろ 

しくお願いします。 

 

ニュース」、平成 30年度会員名簿が届きました。 

・大宮西、大宮北、大宮東、岩槻東より例会案内、そして

週報が大宮西と大宮北東から届いておりますのでご回覧を

お願い致します。以上 

 

卓話者紹介 

春日部イブニングＲＣ 

幹事 

神谷 英樹 様 
 

卓話 

春日部イブニングＲＣパスト会長 坂寄 栄司 様 
 

岩槻ロータリークラブの皆様こんにちは。本日は卓話にお

招き頂きましてありがとうございます。 

私は平成 2年に大学を卒業し、日本ＩＢＭに 4年間勤務し

ました。ちょうどバブルが終わった頃で、僕と同期入社は

1000人程いましたが、次の年の採用は 500人、2年目、3年

目とリストラや 40 代以上の早期退職、関連会社への出向な

どで従業員の数が減っていくにつれて仕事がだんだんとき

つくなってきました。そんな中、会社側からの「いま退職す

れば退職金が大幅に割増される」という話で退職し、500万

円の退職金を活用して税理士試験を目指すことにしました。 

その後、妹の嫁ぎ先のお父さんが税務署を退職したあとに

経営していた春日部の会計事務所に就職することになりま 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 出山知宏  副委員長 藤澤洋介  委員 志水一雄 中村 正 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 11 1 2 50.00％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 22,000 円 

年間累計額 407,000 円 

 

ビジター 

春日部イブニングＲＣパスト会長 坂寄栄司様 

卓話にお招き頂きありがとうございます。本日は宜しくお

願い致します。 
春日部イブニングＲＣ幹事 神谷英樹様 

本日はおじゃまします。 
メンバー（50音順） 

小田光司  木村郁夫  小林 篤  鈴木 隆 

鈴木真樹  関根信行  関根領一  津多一幸 

中村 正  原田晃博  藤澤洋介  三浦宣之 

 🌼ご芳志ありがとうございました🌼 

スマイルＢＯＸより 

 

 

 

した。そこで会計事務所の仕事をしつつ、税理士の試験に向

けて勉強を続け、30歳の時に合格、同時に結婚をしました。 

会計事務所の仕事を続けていくうちに独立を考えるよう

になり、36 歳の時に、勤め先の経営者から事務所を継承し、

（有）ウィル会計を設立しました。その時に事務所やコンピ

ューターなどの設備一式を新しいものにするために金融機

関から 5000 万円を借り入れしたのですが、資金繰りがきつ

く、自分の給料がなかなか取れなかったのでなんとか売り上

げをあげなくてはならないと必死に営業活動をしました。主

に、銀行に行ったり、銀行の担当者と一緒に飲みに行ったり、

出入りしていた保険会社の人や飲みに行った店の店主にお

客さんを紹介してもらったりもしました。 

会計事務所の仕事は、皆さんには比較のしようが無いと思

います。商品であれば、値段や品質を比べてどちらがいいの

か選択できますが、会計事務所を比較するのはなかなか難し

い。結局、最初の入り口はほとんど紹介です。 

そこで、僕が大事にしたことは、とにかく事務所を綺麗に

すること、従業員の身だしなみや接客態度をきちんとし、自

分自身の身なりも整え、お客さんが来たら全員で立って「い

らっしゃいませ」を言うなど、そういったことを徹底してい

たところ金融機関の信頼も得られ、銀行からの紹介でも顧客

を増やすことができ、なんとか売上も安定してくるようにな

りました。 

そうこうしているうちに、春日部イブニングロータリーク

ラブに入っているうちのお客さんから「ロータリークラブに

入らないか？」という誘いがありまして、39歳の時に入会す

ることになりました。そのころ、税理士法人という制度が出

来まして、税理士が２人以上いれば法人に出来るということ

で、パートナーを探し、しんみらい税理士法人を設立しまし

た。ただ、パートナーシップというのは非常に難しく、例え

ば売上はどちらが上げているとか、経費はどちらが使ってい

るとか、報酬をどうやって分配するなどの問題もあり、４年

後パートナーとは別れることになりました。たとえ独立採算

制だとしても共同経営というのは本当に難しく、うまくいか

ない事例も多いので皆さんもご注意下さい。 

2012～13 年にロータリークラブで会長を受けさせて頂き

ました。田口さんを含む、田中徳兵衛ガバナー年度の同期会

長はとても仲が良くて、年に 5、6 回の同期会長会で集まっ

ており、時には泊りで出掛けたりもしています。ロータリー

の横のつながりは本当に良いものだなと思っております。 

うちのお客さんからの仕事の縁で、2012年に初めてフィリ

ピンのセブに行ってから、毎年２回ほどセブに行くようにな

りました。2013～14年にセブの台風被害に対して地区から送

った 300万円の義援金の検証でも行っております。なぜ自分

がフィリピンに轢かれるのかと言うと、フィリピンの人達の

おおらかな国民性にふれるとほっとし、日本にいると感じる

ギスギスしたところがなく、とてものんびり出来るからで

す。また、すごいスピードで国が年々発展していくのを実感

できます。行くたびに街が綺麗になって、建物が近代化し、

サービスの質が向上していくのを感じます。フィリピンの人

口はほぼ日本と同じくらいですが、日本の平均年齢 46歳に 

対し、23歳と大変若い国です。国際奉仕で山の中にある村に

太陽光パネルを設置しに行ったことがありますが、電気もガ

スも水道も通っていないところに住んでいる子供たちがス

マホから多くの情報を得ていることに驚きました。知的好奇

心のある子どもは自発的にいろんな知識を吸収していくの

で、そういう子供たちが成長し大人になり国が発展していく

のだろうと思います。 

昨年 11月に、今後 5年間で 35万人の外国人労働者を受け

入れるという政府の法案が可決しました。もうすでに都内の

コンビニや飲食店では外国人の従業員を沢山見かけます。 

外国人を就業させるために、外国人の文化や考え方を知る事

も必要です。 

〇今後 10年で無くなる仕事 

銀行の融資担当者 スポーツの審判 不動産ブローカー 

レストランの案内係 保険の審査担当者 電話オペレーター 

給与・福利厚生担当者 レジ係 集金人 税務申告書代行者 

簿記・会計・監査の事務員 カメラ・撮影機材の修理工 殺

虫剤の混合・散布の技術者 義歯制作技術者 測量技術者 

地図作成技術者 造園 用地管理の作業員 建設機器のオペ

レーター 訪問販売員 路上新聞売り 露店商人 塗装工 

壁紙張職人 

学歴は通用しない、何かスキルを身につけることが必要な

時代になっているのだと思います。 

 

坂寄栄司様プロフィール 
1967年 東京都足立区出生 

1994年 大学卒業後大手ＩＴ企業 4年間 

勤務後退職し税理士試験を目指す 

1996年 親戚が経営する春日部の会計事務所に転職 

1998年 税理士試験合格・結婚 

2004年 事務所承継 （有）ウィル会計設立 

2006年 ロータリークラブ入会 

2008年 しんみらい税理士法人設立 

2012～2013年 クラブ会長 

2013～2017年 地区国際奉仕部門出向 

2017～2019年度 税理士会春日部支部 総務部長 

 


