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平塚信用金庫
常勤監事　岩 﨑 　 操 様

監査業務で心掛けていること

                                           平塚信用金庫
常勤監事　岩　﨑　　　操　

　
　　●●感覚ですので、理論的でなくて申し訳ないのです

が、おかしいなと言う感覚を持つことだと思いま
す。正しいと言う先入観から入らず、本当かなと
いう気持ちで入っていくことです。監査の勉強を
していると耳にする言葉として「違和感」があり
ます。「違和感」をより得るためにも、「三現主義」、
つまり現場に赴き、現物に触れ、現実を知ること
が大切だと思います。経営の指示したことが本当
に営業の現場で、思い描いたとおりに行われてい
るかをしっかりと見極めることが大切です。それ
には実地調査の時間を出来るだけ作り出し、そし
て現場に足を運ぶべきだと思います。

　　　

　　●●気づきもそこで終わりにすることなく、しっかり
と改善に繋がるようにやり切ることが大切だと考
えます。発見事項が本当に改善されたのか、しっ
かりと根付いたのかまで見届けることです。

　　●●「内部統制」は PDCA サイクルだとも言われて

います。C評価して、A改善に繋げること、それ
には最後までやり切ることだと思います。

　　●●監査は英語でオーディットと言いますが、これ
はオーディエンス、聴くから来ています。耳を傾
けることが監査の第一歩ということです。社員の
声に耳を傾けてみましょう。経営の考えているこ
とが十分に伝わっているか、しっかりと検証しま
しょう。

　　●●取締役との関係も馴れ合いになると言うことでは
なく、考え方を把握していくと言うことだと思い
ます。改善を促すにしても日頃から考え方の共有
が図れていれば容易です。

　　●●最後に、社長との関係です。統制環境とは文化・
風土ということです。そして統制環境に最も大き
な影響を与えるのは経営のトップです。社長がい
かに考え、いかに行動されるかが会社を動かしま
す。会社を作っていきます。監査役はここをしっ
かりと見ていくことが大事だと私は考えます。

　　●●社長とはつかず離れず、適度な距離感を保ちなが
ら、目指すところは会社を良くするという同じ目
的です。「監査役に何ができるか」（千代田邦夫
氏著　中央経済社）のなかで、「社長と監査役は、
役割は違うが、目的（行き先）は同じ船に乗って
いる」と書かれています。英語で言うところの「オ
ン　ザ　セイムボート」と言うことです。会社で
言えば、ボートを漕ぐのが社長、コックス（舵取
り）の役割が監査役です。そして、この本の中で
は、監査役に対して「沈黙は会社への反逆」と書
かれています。本日ご出席の皆様も、従前以上に
ぜひ自社の監査役の声に耳を傾けていただき、質
の高い、日本一の会社を作っていただきたいと思
います。　　　　　　　　　　　　　　　以上　

岩﨑　操様　経歴　―――――――――――――――●
昭和 29 年 4 月　平塚に生まれる。現在 59 歳。

昭和 52 年 4 月　平塚信用金庫に入庫

平成 20 年 4 月　監査部長

平成 22 年 6 月　常勤監事。現在 2期目。

＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

気付き気付き

最後までやり切る最後までやり切る

社員との関係、取締役との関係、そして社長との関係社員との関係、取締役との関係、そして社長との関係

オン　ザ　セイムボードオン　ザ　セイムボード

本　日  7月 25日会員数  62名 対象者  57名 出席者  44(42)名 出席率  73.33％
前々回  7月11日 会員数  62名 対象者  57名 出席者  50(46)名 出席率  81.97％ MUP  2名 計  52名 修正率  85.25％



＜委員会委報告＞
●親睦委員会　高橋賢二委員長
　『第 63 回湘南ひらつか花火大会』見学家族例会開催
のご案内

　日　時：8/23（金）　
　　　　　18：00点鐘（事務連絡後引続き家族会）
　　　　　19：00花火開始～ 20：00
　場　所：サン・ライフ本社ビル５Ｆと７Ｆ
　会　費：会員は全員登録
　　　　　ご家族 2,000 円・小学生以下 1,000 円
　　　　　ご友人 2,500 円
本日申込用紙をお配りしました。お誘い合わせの上皆
様のご参加お待ちしております。

●地区財団委員会　学友部会　杉山善弥会員
　2014 － 15 年度Ｒ財団奨学生募集を開始します。
　（Ａ）第 2780 地区Ｒ財団奨学生（研究の分野・留学

先を問わない）海外の大学または大学院で 1年
間学ぶための
奨学金 27,000 ドル

　（Ｂ）ロータリー奨学生（下記の❶～❻の分野）
海外の大学院または大学院同等以上の研究機関
で学ぶための＜❶平和と紛争防止・解決　❷疾
病予防　❸水と衛生　❹母子の健康　❺基本教
育と識字率向上　❻経済と地域社会の発展＞
奨学金 34,000 ドル

内容をまとめたパンフレットをお配りしました。ご確
認いただきご応募くださいますようお願い致します。

第８グループガバナー補佐　桐本美智子会員ご挨拶

　会長より「我がクラブからガバナー補

佐が選ばれました、ホームクラブとして

皆で応援しましょう。」とお話がありまし

た。この応援し、ご協力いただけるとい

う事は“参加する”ということだと思い

ます。クラブや地区の行事になるべく沢山の方々に積極

的に参加していただきたいと思います。よろしくお願い

します。

　追記　この挨拶は 7/4 の例会時での内容です。
　　　　遅ればせながら、この度の週報に掲載いたします。



＜幹事報告＞
◎米山奨学セミナー&カウンセラー会議開催のご案内
　日　　時：8/31（土）14：00～ 17：00
　場　　所：藤沢産業センター８Ｆ『情報ラウンジ』
           　　　　（藤沢市藤沢 109 － 6 湘南ＮＤビル内）
　講演内容：●「奨学事業の価値は何で決まるか」

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　
元学務・学友担当 栗原世承子氏　

　　　　　　●「米山活動から学んだ物」　
米山奨学生・学友　

　　　　　　●「良いこと・困っていること・今後の姿」
　　　　　　　カウンセラー座談会
　締　　切：8/19（月）まで

＜メークアップ＞　　　　２名
清水雅広・山本　智　会員　

＜本日のスマイル＞　　　15名

＜ゲスト・ビジター＞
　　　　　ゲスト 1名　岩﨑　操様（卓話者）　
　　入会前ゲスト 1名　前田孝平様　
　　　　　　　　　　　　㈱平塚みす平仏具店　取締役

＜卓話・行事予定＞
８月　１日（木）　入会記念卓話　田島裕巳会員
　　　８日（木）　平塚ロータリー文化賞贈呈
　　　　　　　　　　内野慎吾様
　　１５日（木）　休会（定款による）
　　２２日（木）→２３日（金）
　　　　　　　　　　花火大会見学夜間家族会
　　　　　　　　　　　　　　　（サンライフ本社ビル）
　　２９日（木）　入会記念卓話　日坂泰之会員
＜市内例会変更＞　　　　現在ありません。

2014 年 4 月 30 日（2015 年度入学）

2013 年 10 月 31 日（2014 年度入学）

2013 年 11 月末日（2014 年度派遣の予定）

平和と紛争解決の為、将来のリーダーを育成

関連分野に於いてフルタイムで政府・
NGO ・企業等で 3年以上実務経験が必要
英語に堪能である事

対象者

就学期間
短期　3 カ月
長期　15～24 カ月 り差

フェローシップ・プログラム　  を参照

応募要項

選考形式

支給範囲

申請書は英文

世界選抜制
後学友会入会

就学と帰国時の渡航費用 / 学費関連費 /
生活費 ・ 宿泊費 / 保険等

締切日

www.rotary.org/rotarycenters

フェローシップ・プログラムの2種類
短  

期

長        

期

専門能力開発
修了証取得

修士号取得 実践的インターン
シップ提供

チュラロンコーン大学 (タイ)
3 週間前後の
実習体験

3 カ月 程度の

ウプサラ大学 (スウェーデン)

デューク大学 (米国)

ノースカロライナ大学の
チャペルヒル校 (米国)

国際基督教大学 (日本)

ブラッドフォード大学 (イギリス)
クイーンズランド大学 (オーストラリア)

1

1

自己の更なる向上に向け海外ではばたこう  ！

対象者

就学期間

奨学金支給の条件

応募要項

選考形式

支給金額

締切日

ラブ出は最寄りのローりのロータリークラブ
www.rotary.org/ja/global/docs/foundation_scholarships_fact_sheet_ja.pdf

修士課程

留学先の言語に堪能であること
望者は、 留学時大学卒業見込みの方※修士課程希望者は、 留学時大学卒業見込みの方

1～2 年間

(下記の 2 種類     から選択)

教育機関の場所・専攻分野の制約なし
6 つの重点分野★の 1 つ又は複数に該当する事
※ Ａ Ｂ の入学許可とも留学先の大学・大学院からの大学院からの入学 

留学先言語による 小論文 / 推薦状   (教授・上司)
申請書等詳細は第 2780 地区に連※申請書等詳細は第 2780 地区に連

書類審査及び面接
ー のオリエンテーション を受オリ

2 万7000ドル

場合希望する場合、   1 年間の支給金は、する場合、   1 年間
3 万4000ドル

なる/2 と

奨学金の 2 つの種類

分野は問わない

学部学生も可

大学の指定なし

6つの重点分野の1つ以上に該当

大学の指定なし

大学院 (以上)に限定

Ｂ

Ａ

2

Ａ Ｂ

2

外等に留学を希望する方への奨学金支給をから海外等に留学を希望する方への奨学金支給を目

対象者

種類

選考形式

応募要項

派遣期間

締切日

支給範囲

バル補助

ータ

Ｂ

Ａ

海外で職業スキル向上の為実践と奉仕活動に参加 ！

チーム編成は             2種類のプログラム

www.rotary.org/ridocuments/ja_pdf/fv_global_grants_vtt_fact_sheet_ja.pdf

ロータリーが企画したチームに参加
6 つの重点分野★の一つに該当するチームに参加

ともそのチームの中で実践出来る職業に
就いていること

1 週間から1 カ月位

申請書等詳細は第2780 地区ガバナー事務所に連絡

書類審査及び面接

往復渡航費用 / 宿泊費 / 研修関連資料 / 保険等

請書提

★6つの重点分野

* 平和と紛争予防・紛争解決

* 経済と地域社会の発展* 基本的教育と識字率向上
* 母子の健康* 水と衛生
* 疾病予防と治療

お申し込みは最寄りのロータリークラブに  !

募集についての詳しい内容は、
国際ロータリー第2780地区ホームページをご覧ください。

http://www.d2780.rotary.bz
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クラブ会報委員会　　◎青山紀美代　　○山本　智　　木村義広　　水越久晴　　福山　裕　　秋山佳彦


