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埼玉会会員の皆様には、日頃より会務運営にあたり、ご支援、ご協力を賜り誠にあり

がとうございます。

６月の定期総会におきましては、すべての議案が滞りなく承認されましたこと、ありが

とうございました。残念なのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの会員の

皆様に総会会場にお見えいただくことが出来ず、また、その後の懇親会も感染対策の関

係から２年引き続いての開催取り止めとせざるを得なかったことです。来年の定期総会

では、多くの会員の皆様に来場いただき、懇親会を開催できればと期待しております。

昨年度は、コロナ感染対策の関係から、研修会をリモート中心に行うことになり、会

員の皆様には大変ご不便をおかけいたしました。今後のコロナの状況をみながら、DVD

研修会の他、講師による対面研修の機会も増やしていきたいと考えております。また、

会員親睦事業である、親睦旅行、会員忘年会、新年賀詞交歓会等につきましても開催を

することが出来ませんでした。今年度に入りワクチンの接種が進んではいますが、コロ

ナ変異種が発見されるなど、まだまだ収束の兆しは見えていないと思っております。人

が集まり、飲食を伴う事業については、特に感染対策を最優先としたうえで、状況を見

ながら事業の開催を検討していきたいと考えております。

埼玉会では、例年埼玉大学、駿河台大学、獨協大学において公認会計士制度説明会を

実施しています。また、埼玉大学教育学部附属小学校で「ハロー！会計」、研修室を利用

しての「ハロー！会計 サマースクール」を開催しております。昨年度はオンラインによ

る制度説明会を駿河台大学で実施することが出来ましたが、そのほかの説明会等につき

ましては、残念ながら開催を取り止めることとなりました。今年度においては、７月に

オンラインにより小学生を対象とした「ハロー！会計」を開催いたしました。オンライ

ン開催ということで、参加申込者が何名となるかといった不安もありましたが、多くの

申込があり、「ハロー！会計」に対する小学生の関心の高さにうれしく思っています。

今年度に開催を予定しておりました公認会計士フォーラム埼玉大会は、皆様を小江戸

川越にお招きしての開催を予定しておりましたが、コロナにより残念ながら中止という

決定をいたしました。

まだまだコロナ収束の兆しは見えませんが、今事業年度もコロナ禍に対応した会務運

営を進めていきますので、会員の皆様にはご支援のほどよろしくお願いいたします。
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日頃より当協会の会務運営にご理解、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

2020年度は、コロナ禍を契機に我々の業界においても社会の変化を踏まえた対応を加速させま
した。例えば、コロナ禍における監査上の留意事項の発信や、リモートワーク環境下における監
査上の対応についての発信など、監査業務の変革を進めるために多くの取組を実施しました。税
務面でも、公認会計士業界として、未曾有の危機の克服に貢献するためにコロナ禍の影響を踏ま
えた税制に対する意見発信を行いました。
また、コロナ禍においても協会の会務の空白を作らないよう、職員に対するノートパソコンの
貸与を促進し、在宅勤務環境を整備しました。そして、オンライン会議や在宅勤務を円滑に行え
るように通信環境の改善にも努めました。
例えば、委員会活動においては、オンライン会議を活用し、直接集まることができない状況下
においても、大きな支障なく活動を進めることができました。
また、2020年度の研究大会は、本来札幌で開催する予定でしたが、大会開始以来、はじめて
のオンライン開催となりました。札幌に会員の皆様が集って開催できなかったことはとても残念
でなりませんが、オンライン開催によって、参加にあたっての地域的・時間的制約が小さくなり、
例年以上の参加人数となったことは新しい発見でした。
今年３月に集合形式での開催を予定していた第１回JICPAカンファレンスも、「JICPAオンライ
ンカンファレンス」と名前を変えて、オンライン配信とせざるを得ませんでしたが、多忙な中で
時間を割いていただいた登壇者の方々の貴重なご意見を伺う機会を失うことなく実施できました。
何分、初めての試みゆえ、配信に当たって会員の皆様にご不便をかけてしまった点があったこ
とは反省材料ですが、一方で、どこにいても参加できるオンラインイベントの有意性をあらため
て認識することができました。

この他、１年間の会務に関する詳細な報告については、別途動画を作成していますので、ぜひ
ご覧いただけますようお願いいたします。

さて、私が協会会長に就任してから２年が経過いたしました。
就任時に「前進～未来へ」というスローガンを掲げ、公認会計士業界の将来を見据えて会務に
取り組んでまいりました。
公認会計士業界を取り巻く環境や、業界の実態は2000年以後大きな変貌を遂げていることは皆
様ご承知のとおりです。会員数は、2000年時の約13,300人から約32,700人に増え、皆様の活躍
するフィールドも、監査法人、会計事務所、税務事務所から、一般事業会社・公的機関・資産運
用会社・コンサルティング会社等多岐にわたるようになりました。
最近では、社外役員となる会員の人数も急速に増え、企業経営者となる方も珍しくありません。
これらは、会員のみなさまの努力によって、公認会計士が社会からの期待に応えられるプロフェッ
ショナルとして社会に認知されてきた証左です。
一方で、VUCAの時代と呼ばれる通り、社会の変化は激しく、急速で、将来を予測することが
益々難しくなっています。しかし、このような時代だからこそ、10年先を見据えて、公認会計士
業界は変化に適応していかなければなりません。
また、足元では、過去20年における環境変化によって、公認会計士にかかわる制度に、実情に
そぐわない点があることも見えてきました。
私は、残された任期中に、この足元の課題の解決に道筋をつけたいと思います。さらに、10年
先を見据えて、協会が中長期的に取り組まなければならない課題を明確にし、確実に次に引き継
ぐために、藤沼元会長の在任最終年の2007年３月に協会が公表した、ビジョン・ペーパーの内容
について、現在の状況を踏まえて刷新したいと考えています。
このような取組を進めるに当たっては、会員の皆様からのご意見をお聞きし、取組に反映するこ

とが必須です。公認会計士の明るい未来の実現に向け、残りの任期を邁進したいと考えております。
埼玉会の皆様には、ぜひ、引き続き、ご協力とご支援をいただきたく、お願い申し上げます。

最後に、１年以上続くコロナ禍によって、埼玉会の皆様とご家族の皆様も、日々の生活に大き
な影響を受けていらっしゃると拝察いたします。依然として、収束が見通せない苦しい状況が続
いていますが、まずは健康が第一です。くれぐれも健康にご留意いただくようお願いするととも
に、ますますのご健勝とご活躍を祈念申し上げます。
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埼玉会研修委員会主催埼玉会研修委員会主催

「ハイブリッド研修会」「ハイブリッド研修会」
ハイブリッド研修会とは従来の来会型に加えて
リモート参加型をあわせた研修会のことです

　埼玉会では、本部からの研修会ガイドラインに沿っ
て皆様の安全を守るため、密にならない「リモート参
加型」を導入しております。ネット環境のあるPCを
使用できる方はリモートにてご参加ください。

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、今年の総会も昨年に引き続き、委任

状による議決権の行使を積極的に求める等の特別な総会となってしまいました。

このような状況のなか、令和３年６月16日（水）に大宮ソニックシティ国際会議室で、

第６回定期総会を開催しました。午後２時30分の定刻に、司会の青山裕之幹事が開会を

宣し、土屋文実男副会長が開会の辞を述べ、西川正純会長による会長挨拶がありました。

その後、手塚正彦本部会長からの祝辞がビデオ放映され、また、川島弥生子幹事による

祝電披露がありました。次に、佐久間仁志副会長による物故会員を偲んでの黙祷があり、

その後、米寿、喜寿、業務50年及び30年の会員表彰がありました。

以上の後に、松本正一郎議長、髙島誉章副議長によって、議事に入りました。まずは、

工藤道弘副会長による第５年度の会務報告があり、次に、審議事項に進みました。第１

号議案として飯野浩一副会長により第５年度の財務諸表等の説明があり、第２号議案と

して工藤副会長及び長内温子常任幹事により第６年度の事業計画案の説明があり、最後

に第３号議案として飯野副会長により第６年度の予算書案が説明されました。いずれも、

賛成多数で承認可決されました。最後に、小川千恵子副会長の閉会の辞をもって、定期

総会は終了しました。

この結果、第６年度が本格的にスタートしたわけですが、この年度は、西川執行部の

最後の年度です。コロナ禍により活動が制限されている中で、いかに会員のための研修

及び懇親の場を提供するか、そして、地域貢献活動をいかに進めていくか、正に正念場

と感じています。会員のみなさんのご協力をよろしくお願いいたします。� （工藤道弘）

第
６
回
定
期
総
会



05SAITAMA CPA NEWS  Vol.12  2021.8

埼玉会研修委員会主催埼玉会研修委員会主催

「ハイブリッド研修会」「ハイブリッド研修会」
ハイブリッド研修会とは従来の来会型に加えて
リモート参加型をあわせた研修会のことです

　埼玉会では、本部からの研修会ガイドラインに沿っ
て皆様の安全を守るため、密にならない「リモート参
加型」を導入しております。ネット環境のあるPCを
使用できる方はリモートにてご参加ください。

�リモート参加型及び来会型ともに埼玉会ウェブサイトよりお申込みをお願いたします。
�

��インターネット環境が無い等ウェブサイトでのお申込みが難しい方は、電話（080-3572-9686）又はメール（saitama@
sec.jicpa.or.jp）でお申込みください。

��緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症の状況により来会型が中止になる場合がございますので、来会型をお申込
みの際には必ず「中止等緊急時の連絡先」をお教えください。

注 意 事 項

��ソニックシティビルでの感染者の発生状況により、研修会当日に中止決定となる場合も想定されます。ご来会の際には、
念のためメール（saitama@sec.jicpa.or.jp）又は電話（080-3572-9686）にてご確認をしていただきますと幸いです。

��来会型は、会員の皆様の安全を確保するため人数制限をしております。必ずお申込みをしてからの来会をお願いします。
お申込みの無い場合は、入場をお断りすることもございますのでご了承ください。

�安心安全な研修会を開催するための来会型ルール
◦来場時・受講時にマスク着用のご協力をお願いします。

◦発熱・咳・倦怠感・息苦しさのある会員は来場をお控えください。

◦入口で赤外線式体温計による検温をいたします。37.5度以上の方は入場できません。

◦受付にアルコール消毒液を設置しておりますので、手指の消毒をお願いします。

◦状況の変化に応じて中止する可能性がございますので、ご了承ください。

お申込み方法

会員専用ページの「研修情報」をクリックしてください。

集合研修以外のCPE単位取得方法
　「eラーニング」や会計・監査ジャーナル等に掲載されているCPE指定記事などの「自己学習」、及び「著書等執筆」等の

単位取得方法があります。詳細はCPEレターをご覧ください。WEBでもご覧になれます。
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４月１日（木）埼玉弁護士会来会（新役員交替の挨拶）

４月１日（木）第１回厚生委員会（リモート会議）

議題
１�．総会での表彰者候補の選定及び賞状・景品の決定に関

する件

２．2021年度行事の確認に関する件

３．その他

４月５日（月）埼玉県医療整備課挨拶訪問

４月６日（火）�公認会計士フォーラム埼玉大会第６回実
行委員会（研修室・リモート会議）

審議事項
１．テーマに関する件

２．公認会計士フォーラム埼玉大会の開催の可否に関する件

４月８日（木）�第１回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
１．第６回定期総会に関する件

（１）定期総会に関する件

（２）2021年度事業計画案と予算案に関する件

（３）議案書に関する件
報告事項
１．定期総会懇親会中止に関する件

２．その他

４月13日（火）�第１回正副会長常任幹事会�
（研修室・リモート会議）

議題
１．会長からの報告

（１）2021年公認会計士フォーラム埼玉大会中止に関する件

２．委員会報告

（１）総務委員会

　①事業計画案の修正に関する件

　②定期総会

　　（ア）招集通知及び次第等に関する件

　　（イ）議案書に関する件

　　（ウ）当日の会場レイアウト等に関する件

（２）経理委員会

　①予算案の修正に関する件

（３）厚生委員会

　①定期総会表彰者に関する件

　②忘年懇親会に関する件

（４）研修委員会

　①研修会実績及び予定に関する件

（５）推薦委員会

　①推薦の状況に関する件

（６）調査研究委員会

　①専門委員会活動報告に関する件

　②�埼玉会専門委員会・東京会委員会募集案内発送に関す

る件

（７）広報委員会

　①ハロー！会計運営委員会委員の推薦に関する件

　②�2021年７月６日公認会計士の日の統一テーマに関す

る件

４月27日（火）期末監事監査（研修室）

４月28日（水）第１回役員会（研修室・リモート会議）

審議事項
１．2021年公認会計士フォーラム埼玉大会中止に関する件

２．2020年度決算に関する件

３．2021年度予算案（変更）に関する件

４．2021年度事業計画案（変更）に関する件

５．議案書に関する件

６．定期総会に関する件

（１）コロナ禍による開催について

（２）次第について

７．定期総会の表彰者に関する件

８．会費免除等細則の変更に関する件

６月１日（火）�「会計・監査ジャーナル」別冊の地域会特
集号の打ち合わせ（研修室）

2021 年度
中間事業報告及び活動報告（４月～６月）
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６月１日（火）�埼玉県中小企業再生支援協議会との打合
せ会

６月４日（金）�定期総会議長団打ち合わせ�
（研修室・リモート会議）

議題
１．定期総会の議事運営に関する件

２．その他

６月７日（月）�第２回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
１．第６回定期総会に関する件

２．名刺作成に関する件

３．事務局職員の健康診断受診費用に関する件
報告事項
１．第３回役員選挙に関する件

２．その他

６月13日（日）�公認会計士試験合格者インタビュー�
（リモート会議）

６月16日（水）第６回定期総会

６月18日（金）埼玉友好士業協議会当番会の引継ぎ会

６月18日（金）�第１回研修委員会及び研修企画特別委員
会（リモート会議）

議題
１．研修予定に関する件

２．その他

６月22日（火）�「会計・監査ジャーナル」別冊地域会ペー
ジ原稿のインタビュー（研修室）

６月22日（火）�ハロー！会計オンラインについて近畿会
及び兵庫会との事前打ち合わせ�
（リモート会議）

６月23日（水）�第２回中小企業支援対応専門委員会�
（リモート会議）

議題
１．委員交流ツールの検討

２．次年度委員会運営方針（案）の検討

３．近況報告

４．その他

５．次回委員会について

６月24日（木）�埼玉県中小企業再生支援協議会全体会議�
に出席（リモート会議）

６月28日（月）�第１回広報委員会及び�
SAITAMA�CPA�NEWS特別委員会�
（リモート会議）

議題
１．SAITAMA�CPA�NEWS第12号の校正に関する件

２．SAITAMA�CPA�NEWS第13号の企画に関する件

３．その他

以上
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合格おめでとうございます。合格したときの気持ちはどうでしたか？

◦渡辺さん◦合格していないだろうと思っていたので、はじめは実感が湧きませんでした。信じられなくて何回も見直しました。

その後に色々な方から連絡をいただいて少しずつ実感が湧いてきました。

◦黒川さん◦見る前から緊張して心臓の鼓動が凄かったことを覚えています。

コロナ禍での受験は大変だったと思います。如何でしたか？

◦黒川さん◦試験日が延期になったときが一番精神的に辛かったです。スケジュールが変わったことはもちろんですが、私は主に

専門学校の自習室で勉強をしてきました。コロナで自習室も大学図書館も閉鎖になり、自宅で勉強せざるを得なく

なって、追い込み期に環境を変化させる必要が生じました。大変でしたが勉強時間の目標と実績の記録をして、なん

とかモチベーションの維持をしていました。

◦渡辺さん◦私も専門学校の自習室で勉強していたので環境を変えなければならず苦労しました。５月の短答式に向けて勉強して

いたのですが、その１か月前に自習室が閉鎖になって一番の追い込みの時期に受験以外のことに気を取られたことや、

試験日が伸びたことなどから心が折れそうになりました。涙が出てきて勉強が手につかない時期がありました。

公 認 会 計 士 試 験

合格者インタビュー
埼玉大学経済学部の澤井ゼミに所属する２名の学生が、令和２年度公認会計士試
験に合格しました。澤井先生には当会の埼玉大学内における公認会計士制度説明会
の開催にあたってお世話になっております。また、同説明会には合格者２名もご参
加いただいたとのことです。
令和２年度公認会計士試験は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、５月の
短答式試験が８月に、８月の論文式試験が11月に、そして合格発表が令和３年２月
に行われる結果となりました。
このような大変な状況下で見事合格された経済学部４年（受験時３年）の黒川晃
さんと渡辺玲奈さんに今回インタビューをする機会をいただきました。
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公認会計士を目指した理由について教えてください

◦黒川さん◦知り合いに弁理士がおり、士業という働き方に興味がありました。公認会計士についてそこまで詳しくありませんで

したが、経済学部に進学したこともあって進学後に勉強を始めました。当初はあまり深く考えずに着手したのですが、

勉強が進んで徐々に難しさを実感しました。

◦渡辺さん◦大学で行っている専門学校主催の簿記講座に入っていたのですが、その専門学校主催の交流会のようなイベントで会

計士の方と触れ合う機会がありました。女性の会計士の方が楽しそうにイキイキと仕事をしていました。また、女性

でも働きやすいと聞きました。私はずっと働いていたいと思っていますので魅力的な仕事だと思って志望しました。

得意科目や苦手科目はありましたか？

◦渡辺さん◦財務会計や管理会計の計算が得意でした。苦手は監査論でした。具体的に何を覚えたらよいのかイメージがつきにく

く、よく分かりませんでした。

◦黒川さん◦企業法などの暗記系が得意でした。管理会計は制限時間内に解き切らないことが多く苦労しました。

すでに監査法人で非常勤勤務をされているそうですね。実務に出て感じたことは？

◦黒川さん◦Excelを使う仕事が多いのですが、基本的な操作も分からず覚えるのが大変です。

◦渡辺さん◦初めての現場デビューが在宅勤務でのリモート監査でした。チャットで先輩に教えていただくことはできるものの、

対面のようにスムーズにいかず苦労しました。

これから会計士を目指したい方に何かアドバイスはありますか？

◦黒川さん◦監査法人で勤務し始めて感じたことは、勉強だけではなくて趣味などを通じてコミュニケーションスキルや対人スキ

ルを上げておくことが重要だということです。学生のうちに色々なことに興味を持ち経験して、幅広い彩りのある人

生を歩んだ方がプライベートのみならず仕事にも役立つと思います。私自身は受験勉強で忙しくなって大学のサーク

ルに顔をあまり出さなくなってしまったので、勉強以外の活動もしておいた方が良かったと少し後悔しています。

◦渡辺さん◦受験中はつらいこともあるので、勉強方法等について質問できる人をつくると良いと思います。私は知り合いに会計

士合格者がいたので、勉強が手につかなそうになった時などにアドバイスをもらいました。勉強方法の修正ができた

のはもちろんのこと精神的にも支えられました。

合格後にしてみたかったことはありますか？

◦渡辺さん◦私はゲームが好きなので、給料でNintendo�Switchを買いました。今後は旅行に行きたいです。今はコロナ禍で難し

いですが、大学卒業までには行ければと願っています。

◦黒川さん◦私も旅行に行きたいです。大学の友人たちと卒業旅行に行きたいと思っています。あとは新しい趣味を探してみたい

です。職場でゴルフをやっている方が多いので興味があります。
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弊会による公認会計士制度説明会にご出席されたと伺っていますがどうでしたか？

◦黒川さん◦試験制度について詳しくお話しいただいて参考になりました。ただ、参加者のほとんどが試験制度というよりも公認

会計士という職業の仕事内容そのものに興味を持っていると思います。その点もご説明いただけると更に良かったと

思います。

◦渡辺さん◦私もそう思います。私は幸いなことに専門学校主催のイベントで公認会計士の方から仕事内容や達成感についてお話

を聞くことができましたが、そういった機会に恵まれない大学生が多いと思います。

幼いころから振り返ってみて、ご家庭内での教育方針みたいなものは何かありましたか？

◦黒川さん◦親からは進路についてほとんど何も言われませんでした。自分がやりたいことを自由に選択しましたし、それを応援

してくれました。

◦渡辺さん◦私も特に親から強制されたことはありませんでした。約束を守りなさいなど、人として守るべきことについて教育さ

れたくらいです。

今後はどのような仕事をしてみたいですか？

◦渡辺さん◦将来はコンサルティングをやってみたいです。IPO業務にも興味があります。

◦黒川さん◦私はパブリック関係に興味があります。将来携わりたいと思っています。

あらためて合格おめでとうございます。今後のご活躍を期待しています。

� （取材：大塚　健一、本澤佐知子）
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新 春 研 修 会
２月９日（火）に毎年恒例の新春研修会を埼玉会研修室よりリモート（Microsoft Teams）

にて実施しました。

   関東財務局長講話第１部

   社会福祉法人専門委員会主催研修会第２部

    学校法人専門委員会主催研修会第３部

第２部は社会福祉法人専門委員会主催により「社会福祉法人指導

監査の実務とポイントについて」というタイトルで研修を行いまし

た。講師は埼玉県福祉部福祉監査課の特別調査・指導担当主査であ

る金垣健吾様をお招きし、県下の社会福祉法人の指導監査について

１時間にわたり熱弁をいただきました。講義では実際に指導監査で

使用している自主点検シートをご説明いただきました。また、福祉

監査課のホームページの掲載情報についても詳細なご説明をいただ

くなど、今後の我々の業務において大変有益な研修会でした。福祉

監査課の方には昨年に引き続きご講義いただきました。特に今回は

新型コロナウイルス感染症関連の業務で大変ご多忙であったと伺っ

ております。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

第１部は研修委員会主催により、恒例の「関東財務局長講話」を

開催いたしました。例年新春研修会と以下第２部第３部は別の日時

にて開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り同時開催となりました。講師は関東財務局長�古谷雅彦様をお招

きし、近年の経済動向を中心に御講話いただきました。特に新型コ

ロナウイルス感染症による日本経済の動向・影響について、詳細な

データのもと解説をいただきましたことにより、コロナ禍での公認

会計士の日本経済への役割・貢献について、ひとつのヒントになっ

たかと思います。古谷雅彦様におかれましては貴重なお時間をいた

だき、誠に有難うございました。また、リモート研修にもかかわら

ず御参加いただいた会員の皆様、有難うございました。

第３部は学校法人専門委員会主催により、「学校法人会計の留意

点」というテーマで、埼玉県総務部学事課検査指導担当副課長の磯

野隆一様に１時間にわたりご講義いただきました。昨年度からス

タートした幼児教育・保育の無償化の会計処理を中心に、実務上迷

いやすい論点について詳細にご説明いただきました。また、私立学

校法の改正により役員の責任が明確化された点についてもご説明い

ただきました。例年、学校法人委員会主催の定例研修会はご好評い

ただいているのですが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響に

よりリモート研修となり、会員の皆様にはご不便をおかけしてしま

いました。そのような中、講師の磯野様や事務局の皆様をはじめ関

係各位のご協力のもと、大きなトラブルもなく充実した研修会に

なったと思います。この場をお借りして御礼申し上げます。
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事務所所在地はどちらですか？
埼玉県上尾市です。

現在の主な業務内容を教えてください
上尾市で独立開業しており、現在は税務顧問、会計指導、監査補助者などを
中心に行っています。今後はIPO支援、内部統制指導、業務改善といったコン
サルティング業務も広げていきたいと考えています。

これまでの職歴を教えてください
大学卒業後に就職したのですが諸事情によりすぐに退職しました。その後、
４年ほどパチンコ屋や衣料品店、学習塾でアルバイトをしていましたが、そ
の後一念発起して公認会計士試験の受験勉強を開始しました。
短答式試験合格後に大手監査法人に入所して、その後論文式試験に合格しま
した。監査法人には10年半ほど勤務して主に小売業やIT業界など様々な業種
の監査やIPO案件を経験しました。その後、独立開業して現在に至ります。

公認会計士を目指したキッカケは何ですか？
フリーター生活が４年ほど続き、そろそろ足を洗おうと思っていたタイミングで、友人から「一緒に会計士試験を受験し
ないか」と声を掛けられました。そのときは公認会計士って何？という感じだったのですが、動かないより良いかなと。自
分もやってみるかと思い、受験勉強をスタートしました。

受験時代の思い出はありますか？
通っていた専門学校で受験友達ができて良い刺激を受けました。今でも年賀状のやり取りをしている人がいます。不合格
だったときは続けるべきか悩みましたが、仲間の姿に支えられました。

得意科目は何でしたか？
企業法です。専門学校の先生の講義が自分に合っていました。ポイントが明確で理解しやすかったのです。講義の後、自
分で疑問を持ちながら調べて身に付けるなど、積極的に学習できました。

苦手科目は何でしたか？
簿記です。なかなか時間内に解き切ることができず苦労しました。

ご出身は？
埼玉県上尾市です。今まで上尾市内では数回引っ越していますが、上尾市の外に住んだことがありません。上尾市は暮ら
すのに便利でほどよく商業施設があり、バランスがとれていて好きです。また、地元の友達とつながっていられるので居心
地が良いです。
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埼玉県でゆかりのある地や好きな場所などはありますか？
もともとバイクが好きだったので秩父や寄居、長瀞などにツーリングによく行っていました。あとはバーベキューに行っ
たり、家族で牧場に行ったりと、埼玉県西部にはよく訪れています。

趣味はありますか？
５年位前まではバイクが趣味でした。中学生の頃から将来はバイクに乗りたいと思っていました。カワサキのゼファーと
いうバイクが好きで乗っていました。結婚して子供ができたくらいからはバイクに縁遠くなり、今は全く乗っていません。
実家に２台のバイクを所持しているのですが、乗らないのでナンバーは返却しています。

休日はどのように過ごしていますか？
子供と家や公園などで遊んでいます。時間があるときは車で小１時間くらいのところにある色々な公園を訪問しています。

埼玉会の会務への関わりはありますか？
青年部の副部長をしています。専門委員会は公会計専門委員会、学校法人専門委員会、公益法人等専門委員会、社会福祉
法人専門委員会、中小企業支援対応専門委員会に入っています。また、埼玉CPAニュース特別委員会、ハロー！会計・制
度説明会特別委員会に入っています。

埼玉会へのご意見やご要望はありますか？
初めはCPEの単位目当てに埼玉会の研修に参加したのですが、色々お声がけいただいて、懇親会などを通じて交流が広
がったことを嬉しく感じています。これまで監査業務が中心でしたが、監査以外の業務を行っている方々と接点ができ非常
に勉強になります。今後も様々な行事に参加したいと思っています。

最後に今後の目標についてお聞かせください
相手の役に立つアドバイスを一つでも多くしたいと思っています。監査法人勤務時代はクライアントのことを考えつつも、
やはり監査のルールを遵守することをメインに考えざるをえませんでした。しかし、独立後に始めた監査以外の業務では顧
客第一を貫けるので喜びを感じています。今後は業務上のつながりを持つことのできた皆様のお役に立ちたいと考えています。

どうもありがとうございました� （取材・文：大塚　健一）
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ご結婚おめでとうございます��
　富　田　一太郎　様（会員）　
　堀　尾　直　也　様（会員）

謹んでご冥福をお祈りいたします��
　佐　藤　直　司　様　2020年12月20日ご逝去　59歳（会員）
　山　下　　　敏　様　2021年２月18日ご逝去　88歳（山下勝矢会員　ご尊父様）
　奥　山　サ　エ　様　2021年５月２日ご逝去　90歳（奥山弘幸会員　ご母堂様）
　近　澤　　　進　様　2021年６月８日ご逝去　101歳（近澤優司会員　ご尊父様）

会員数（2021年６月30日現在）

種　　別
会　　　　　員 準　　会　　員

合　計
公認会計士 外国公認会計士 監査法人 計 一号準会員 二号準会員 三号準会員 四号準会員 五号準会員 計

埼　　玉 775 0 0 775 4 34 0 117 － 155 930
全　　国 32,465 2 262 32,729 88 534 0 6,706 158 7,486 40,215

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
� ２．二号準会員は、会計士補
� ３．三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
� ４．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者（一号準会員に該当する者を除く。）
� ５．五号準会員は、特定社員（地域会には所属しない。）

事務局だより
新型コロナウイルスの感染騒ぎも早１年半近くを経過し、収束がなかなか見通せない中で、会員の皆様
にとりましても日常の業務や生活においても制約された日々が続いているものと思われます。埼玉会の業
務も少なからず影響を受けており、今年10月に予定していた公認会計士フォーラム埼玉大会も中止とい
たしました。また、会議や研修会もリモートが中心となり、来会での会合が極めて少なくなってしまいま
した。埼玉会でも、入居しているソニックシティビルで感染者が出た場合は、その発生から１週間は来会
の会議や研修会を自粛するというルールを設けて運営をしております。
ワクチン接種を受ける方も日ごとに増えていきますので、今年の後半にはコロナが収まり通常の生活が
戻ることを期待して、会員・役員の皆様が埼玉会に来会され、お会いできることを楽しみにしております。
� 清水　克（事務局長）

総務、研修、調査研究および、役員会や正副会長常任幹事会等の主担当をしています。より良い運営が
できるように頑張ります。� 鈴木　綾香

経理、厚生、業務、広報および、定期総会や新年賀詞交歓会の主担当をしています。より良いサービス
を提供できるように頑張ります。� 市村　恵

会員慶弔見舞 （掲載許可をいただいた方のみ記載しています。）


