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人類はひ と つ
世界IFに友情の橋をかけ
1982－83年度R I会腱向罐
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第35回例会昭和58年4月19日（火）雨
へ

トロントIKi際人公ツアー参加の方もいよい

よ出発の唯伽とうらやましき限りです．又5

ﾉ1121 1の家族公も20数譜となりました。

これ又ll,Iく御礼IIIし上げます。 ｜~i§友の|#1li
館は研究jﾘ1の雑な所で京都御'ﾘ↑|司様l'l'々~兄学

の出来ないﾉﾘ了と剛いております。

所恢171はII'll<Iの銅器が主でその供様形億企

て雁l i鳶級のものと聞いており，非術に興味深

いものです。
又夕食はｲl満な招棉楼ときまり, III1々の料

蠅ですがあの辺りはハ:の街道筋で殿様とかお

火尽加雌んだ鮒|楼であったと|Ⅱlいておりま

す。そ･うした'~ﾔの''lEやかさを背蛾に鉄進の洲
通したiﾘl治20年域までばどんなにか賑ったで

あろうと想像しながら夕食をするのも乙なも

のです。

未だ余硲もある様です。衿様の参加を希望

致し/fl lのあいさつと致します。

“公認会計士について”

aJi 宮尾紘司 ．ｲﾄ会典宮尾紘司

◇“奉仕の理想”

◇出席報告
会員47名 IIIIIIi'i 33名

llli,'iY率70.21%

◇前回 4月121 1 （催11:川職率) 100%

makeup

1Ii川閥･(4/15港),"l l ii(4/'16<]: l l i), 陥水ハ・

（4/15港)， ル||場ハ.(4/144(1.M),黒野XI･(4/7IMi

"), 1 I -ﾄ渦･ (4/11' | 1), ↑油!]: .g.(4/13,ﾄⅡ合),

ルハ:原,ハ(4/13満.|上)，鈴木(雛)荊・(4/1]空港)，

練'」,ｲ.｛(4/13名_|上)，祁築71.(4/18空港）

◇ビジター紹介4術

◇ニコボックス

lili場閥． ("!',.ki'lJMI笈Ⅲli会鯨竣［式が搬入

に『j･憩われました，又英岡小動物獣|笈学会か

らi1劇軸,}I』<Iしました),Wd"(*I I卓識させ

て頂きます)，水ﾘ1:(氏)渦･(II1ヶ丘スポーツP

&Sの1瞳I式, <|{/|<にスケート場llll場の鵬び

にあたり)， ′h:ll;!ハ･(ホームクラブ1111!!!沙汰し

ました，又蝋|荷のスイミングスクール鬼I戊し

ました),佐11]:ハ･(FM愛知｢話しの匹場｣l11ili.

無 j#終了しました),深兄ｲl.("il農務jﾘi披蛎パ

ーティに多数おいでいただきありがとうござ

いました)，菊池ハ･(夫人誕LIﾐ祝),芥1 I ,H･(I"

'ifM),杉l l lｲﾄ(i,'iIW!氾念祝),小林7i.(粘蛎‘記

念祝）

◇松居幹事報告

1． 次週例会終j~ift, IM11:会をfj･いますので

ノザイド度・次ｲ|波の皿11:役"の方々はお残り

｜､､さい弓

2． 本I=L職場例会のご案|ﾉ1をお渡ししてい

ますので御返'I＃を必ず連絡下さい。

◇バナー披露

東京iﾉWRC(','''I:IWI･)

◇水野(民)会長挨拶

節35回の(ﾀ'1公がlll来ますことをお礼l 1lしI

げます案

一

「公1恕灸!;'． ｜は何

をする職災ですか‐

税蝿｜ ~･とどう途うん

ですか。 」という質

問をよく受けます．

我々公,惚灸‘;|･ ' ~~にと

ってば/ド‘|*なことで

すが．それ,I'IWI公的
灘
］

認識の灘い|. l: ､I;なのかもしれません。

公認会!;|･ |;の雄勝は，朧在。税勝・経営助

言(MAS)が3本の柱とさオL. その内監盃

のみが公‘認会計Iの独III業務となっていま

す。 「公!;|あるところに監在あり。公;;|･は監
森によって終紬する。」といわれています。

「|'luj;ll川は;ll剛にあらず」の！；雌が/j｛すよ

うに，いくら｝'#良な絲営省がこの11ｲ･務i淵表は

砿しいと_上張しても．公TEなjlい):した粥三者

－1－



の監査を受けて初めて信軸されるのです。従

って，公認会計士の独]上性の保持は，職業の

存立を左右するほど印要なのです。株式会；|：

を三権分立に例えれば，経営者は内閣に相当

する執行機関であり，株主総会は祠会にi1当

する立法機関であり，監査役，公認会計士，

会計監査人の監査制度は司法機関であると考

えられます。株主総会が空洞化されつつある

今日， なお更監査制度の充実が必要と思われ

ます。

さて，公認会計士の若手の中でも最近サラ

リーマン化の傾|可が出ています。独立しても

なかなか顧問先がみつからず，生活苦を恐れ

て独立できないのが現状です。 もっと沢IIIの

優秀な若手が独立し，経営者の良き助言者と

して活躍して欲しいと思っています。その為

にも纈営者である皆さんの|-分な御理解を願

ってやみません。

◇ロータリーの知識ひとくち

“日本のロータリーの創生期”

水野(民)会長

三井銀行の米l l l梅古は19181F,米国にてロ

ータリーの話しを聞き感銘， 1920年の8月に

18名を集め, 9ﾉ]発起人公, 10月201 1に来京

の銀行クラブで24名が集り，創立総会が行わ

れた。

しかしながら'l1会も月1山lあるかないかの

状態で存続も危うい状態だったが， 1923年の

｜矧束人炭災がロータリー熱を高める形となっ

た。 というのもRIの当時の会長ガイ・ガン

ディガーはじめ各国のロータリークラブより

兄撫い電攝と表硝金が剛られ， Ⅱ本のRtnを

大いに感激させたからである。 1922年には大

阪にもRCが設立され， この東京・大阪を親

クラブとして24年に§|I戸・名'' '.E, 25年に京

都， 26年に描浜等次々に設立され51年には64

RC, 2,394名を数えるようになった｡ この

間ポールハリスの米| | , IH帝|刊ホテル玄関の

柚樹， ロータリーソングI 1本版の作詞作IMI,

2600年i;[l念の国際大会の,満しがあるが， いず

れ紹介していきたい。

◇職場訪問 （親||囎猫鋤・職業奉仕委員会）

Nq3谷口暢宏君 ちくさ正文館

「主人に好みがあり，好みの伽域の本だけ

が侭いてあるような小さな店，思えば， そう

いう水腫の店頭で，私は/ii泥のかなりの時間

を過ごした」 、名,!『膿の知性を代表して60

イ'&、川本三郎氏は文芸ｲﾄ秋に加滕1[j一氏の文

章をもってちくさ正文帥の紹介にあててい

る。ちくさ正文節はIIH和36i l4,鉄筋4階建の

ビルを新築， ちくさIE文鮒として独立した。
代表者である谷LI暢宏氏は早稲山を卒業のあ

と制|'出三省堂で修業， その真血目で誠実な勤

務のf,'iみ束ねが/↑日のちくさ正文館発展の源

沢となっている。正文館先代，谷口正太郎氏

を知るものとして，昭和50年に正文館より発

行された、谷'二I正太郎の春秋、がある。大正

7年から戦前，戦後を通じ名古屋の出版業界

をリードしていった~1『実の氾録が物語られて

いる、正太郎氏の13カ条の処世訓は!'場宏氏に

受け継がれ，昭和42年名古屋大学前， 44年名

城大学前， 52年塩釜， そして52年には国鉄千

柾駅前にターミナル店を設置した。ちくさ正

文館の特色はその格凋の高さにある。暢宏氏

の鑑識眼に負うものであろう。囲碁一辺倒の

趣味にゴルフが加わり人間的魅力の増幅をllH

く。社員の結束と社業にかける情熱は熱く，

蔭の力， 明るく知|'11な令夫人が又いい。

Na4水野賀続乳． 水野建設株式会社

水野建設株式会社の禽'｣業は明治40年にさか

のぼる。昭和40年本社ビル完成, 3代目水野

賀続氏は昭和48年社艮に就任，信条として，

常に社員との共存であり，職場に生きがいの

もてる会社，社員と共に生きる会社を目脂

す。建築は一般すべてに及び，建設省，文部

省．運輸宵をはじ必‘自公庁が多い。心に残る
ものとして, JIIlli動物閏正門， それに象舎が

ある。特に象舎はコンクリートの凹凸を周囲

の緑と象の暦としての環境づくりに対する配

應から苦心の作といわれている。一方公共施

設部門については人井プール（屋上）があ

る。都I|j計画の粋として大井町に名占屋' I｣.が

建設した名古屋' |1.M,}人会館があり， その膣上

が11〕営大井フ．－ルである。愛宕神社，永弘院

木蛍と神社仏閣にも及ぶ。愛知県の朝宮公剛

のプールの施工に対する専門家の評価はきわ

めて高い。愛知県建設協会をはじめ12の協

会， 研究会に加入，技術liリ上への努力を怠

らない。大阪支店をはじめ三屯，盟旧に営業

所をもち社員250名，哲夫にその業績をｲ' '1ば

していく。歌を心でllu,, T･種ロータリーク

ラブ第1回牌推大会侭勝者でもある。不況だ
から「まあ， まあ」といいつつ．胸! ' '秘めた

るIVI I |への飛躍を感じさせる。

（文責・背iji)

◇例会変更のお知らせ

名II『屋束RC5/161 1 (j])皮問例会の為,/k,IF

八勝館にて6:00pm

より

◇次回例会（4月261=1)

卓話繕産業排気物について”

会員笹野義春ガ|・

卓話鋒ある若者の1'〃ﾄ”

会員菅原宣彦 JI

◇次々回例会

（5月3H)は法定休I |のため例会はござい

ません。

へ

へ

一？－
写


