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会員募集中！
詳細は、
中野法人会事務局まで

﹁
よ
き
経
営
者
を
め
ざ
す
も
の
の
団
体
﹂

法
人
会
は

平成14年度 会員増強運動進発式
○

９月12日 ”、日本閣において、平成14年度の会
員増強に向けて、地区長合同会議が開催されまし
た。
飯田会長の挨拶で開会。会長は、確かに厳しい
状況下での会員増強運動ですが、会費改定に伴い、
皆様にはご入会していただき易くしましたので、
全力で取組んでいただきたいと協調されました。
続いて、宮坂組織委員長からは、現状報告と各
支部の目標が発表されました。阿部組織副委員長
が議長席に着任され、議事進行、全体的には、会
費を大きく見直し、従来より安くなった訳ですが、
一部には値上がった法人もあります。こうした方
に対しても、再入会をお願いしたり、この１年間
で、多くの新設・転入法人の方もありますので、
（1）

知恵を絞りながら特に人脈を重視し、全未加入法
人に対し、強気でアタックして行く事で合意しま
した。
最後に、ご来賓の中野税務署・藤井副署長から、
最大限の激励の御言葉を頂戴し、役員一同、闘士
漲るスタートを致しました。
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みんなで築こう豊かな社会

こんにちは 法人会 です

〜かがやく東京〜

税金のことはどうもネ… いろいろやりたいけど、
うちは小さな会社だから… 社長って案外孤独なんだ
なぁ…
そんなお悩みを持つ経営者の皆様のお手伝いをする
「よき経営者をめざすものの団体」
…それが法人会です。
法人会は50年の歴史をもち、現在、東京で22万社、
全国で122万社もの多くの企業が参加しています。
あなたの会社もぜひ 法人会 のお仲間になりませんか。

PR版
入会のご案内 加入の手引き

あなたの企業も是非法人会に
ご加入ください。

税務行政のよきパートナーとして
税理士会もお勧めします。

経営者の皆様は、企業の発展・適正な納税・地
域社会への貢献活動など、さまざまな役割を担っ
ておられますので、ご苦労も多いことと存じます。
そうした皆様を、法人会は側面からお手伝いす
るために、最新の経営情報の提供、わかりやすい
税の解説、異業種の交流、各種福利厚生制度への
加入など、さまざまな活動を行っております。
東京法人会連合会では「みんなで築こう豊かな
社会〜かがやく東京〜法人会」のスローガンのも
と、明るく活力ある社会を築くため、
「税に関する
情報提供と提言活動」
「企業経営支援のためのサー
ビス機能の充実」「連携・協調した社会貢献活動」
等に今後も、より積極的に取り組んで参りたいと
存じます。
この機会に、あなたの企業も是非法人会にご加
入ください。

税理士会は、税理士法により設立された税務に
関する民間唯一の専門家団体であります。
税理士は、納税者を代理し、申告納税制度の理
念にそって、適正な納税義務の実現を図ることを
使命としています。法人会は、納税意識の向上や
税知識の普及に努め、かつ税制改正にも積極的に
取組んでおり、両会は、申告納税制度を支えてい
く車の両輪とも言うべき関係にあります。
私どもの願いは、多くの企業が健全に発展、繁
栄することにありますので、法人会の充実した組
織と最新の経営情報を提供する研修会など大いに
関心のあるところであります。
皆様の企業のさらなる発展のため、私どもが最
も期待する法人会へ是非、ご加入下さるようお勧
めいたします。

社団法人東京法人会連合会会長

安

西

邦

東京税理士会会長

夫

金

子

秀

夫

東京ガス 代表取締役会長

税務・経営研修・無料相談・福利厚生・各種交流会……
あなたの会社の繁栄に法人会の事業をお役立て下さい
研修

保険共済

＊税務署講師による税務研修―決算法人・書き方・消費税・
年末調整説明会など
＊講演会 春 健康セミナー・秋 一流講師による講演会
＊経営、税務、法律のビデオ無料貸出し
＊簿記講習会・パソコン教室

＊経営者大型保障総合保障制度
＊法人会がん保険（LOVE）
＊簡易保険
＊スーパー任意労災ネットワーク
＊特定退職金共済制度

無料相談

その他の福利厚生制度

＊
（東法連）顧問弁護士による無料法律相談
＊税理士支部による無料相談室（中野まつり２日間他）

＊生活習慣病健診（2月＆8月に実施）
＊見学会・親睦ゴルフ大会など

提携宿泊施設（会員のみ特別料金）

異業種交流

＊ラフォーレ倶楽部
＊リゾート型プリンスホテル
＊全日空ホテル
＊JALホテル
＊
（箱根・熱海・鬼怒川）
指定旅館 ＊屋形船
＊中野ゼロメイト

政府や国会に対する税制改正要望
社会貢献活動（毎年、中野まつりに参加）
（2）
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平成15年度税制改正要望全国大会
９月20日 »、有楽町の東京国際フォーラム・Ｃホール
で、全法連主催の『税制改正要望全国大会』が開催され
ました。
全国各地から法人会の代表が集い、熱気溢れる大会と
なりました。
要望大会に先立ち、慶應義塾大学教授・島田晴雄氏が
『日本経済再生の戦略―構造改革と税制―』と題して記
念講演を行いました。
森本副会長の開会の辞に続いて安西会長の挨拶の後、
税制改正について決議され、多田野副会長の閉会の辞で
閉幕。
尚、要望事項は、関係各省庁・政府税制調査会などへ、
実現を強く要望しつつ陳情される事になっております。

大会スローガン

◎ 国・地方を通じ
議員・公務員定数の大胆な削減を！

◎ 事業承継のために
生前贈与制度や事業資産の控除制度の導入を！

◎ 努力する者が報われる税制を目指し
税制の抜本改革の実現を！

◎ 消費税を見直し
将来安心できる社会保障制度の改革を！

◎ 法人税率を引き下げ留保金課税を廃止し
中小企業に活力を！

◎ 市町村合併を推進し
地方行政の効率化・簡素化を！

◎ 所得税の課税最低限を引き下げ
国民が広く・薄く負担を！

◎ 環境問題は地球的課題
税制においても幅広い観点から検討を！

平成14年分

年末調整等説明会のお知らせ

今年も年末調整等説明会を、下記日程により開催いたします。
年末調整事務の注意点等について、税務署及び区役所の担当者より説明いたしますので、ぜひご出席ください。

説明会日程
開 催 月 日
11月19日（火）

11月20日（水）

11月21日（木）

11月22日（金）

時
午後

間

場

所

在

地

１:30
〜３:30

午後

会

１:30

対

象

中野2−9−7

（なかのZERO）

JR中野駅

小ホール

南口下車

（５〜８支部）
中央・本町・南台・弥生町

午後

（９〜12支部）

１:30
〜３:30
１:30

域

上高田・中野・東中野・松が丘
もみじ山文化センター

〜３:30
午後

地

新井・上鷺宮・鷺宮・白鷺
野方5−3−1

野方区民ホール

若宮

（１・４支部）

西武新宿線野方駅

（地下2階）

南口下車

〜３:30

江古田・江原町・沼袋・野方
丸山・大和町

（２・３支部）

（ご注意）a対象地域の会場に出席できない方は、他の会場に出席されても差し支えありません。
a 駐 輪 場（野方区民ホール）・駐車場の設備がありませんので、自転車・車での来場はご遠慮ください。
（お問い合わせ）中野税務署 法人課税第２部門 @（3387）8111 内線321
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【 税 務 署 】
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都 税 だ よ り
◎自動車税滞納者に対する差押予告通知書の送付

東京都中野都税事務所

の固定資産税・都市計画税を減免します。

について

この減免が適用されるのは、東京23区内の小規

自動車税の納税はお済みですか。

模非住宅用地のうち、個人又は中小企業者等が所

東京都主税局では、自動車税の滞納者に対して、

有するものに限られます。
○減免を受けることができる小規模非住宅用地

11月11日•に差押予告通知書を全都税事務所から

とは？

一斉に発送しました。
指定した納付期限までに納付いただけない方に

一画地の面積が400 以下の非住宅用地のうち

は、すでに納付されている方との公平性を確保す

200 までの部分です。ただし、個人又は資本金

るため、勤務先や金融機関等に対して財産調査し、

１億円以下の法人等が所有するものに限られます。

給料・預貯金等の差押えを執行することになります。

○どのくらい減免されますか？

・・・

◎東京23区内の小規模非住宅用地の減免申請はお
早めに

小規模非住宅用地に相当する税額の２割を減免
します。

・・・

○減免を受けるためにはどうしたらいいのです

23区内の小規模非住宅用地に係る14年度の固定
資産税・都市計画税の一部が申請により減免され

か？

ます。７月中旬に要件に該当すると思われる方に

要件に該当すると思われる方に対して、７月中

「減免申請のご案内」をお送りしました。まだ申請

旬に「減免申請のご案内」を送付しています。申

をされていない方は、要件等をご確認のうえ、お

請要件等をご確認の上、土地が所在する区の都税

早めに申請書を提出してください。

事務所に申請書を提出してください。
なお、申請書を紛失された方、ご不明な点があ

東京23区の非住宅用地の過重な負担を緩和する

る方は、都税事務所にお問い合わせください。

とともに、極めて厳しい経済状況下にある中小企

@ 3386−1111

業者等を税制面から支援するため、平成14年度分

掲示板（中野法人会 行事予定表）
月
11

日
18

曜
月

12

22
27
６
19
９

金
水
金
木
木

1

行
事
時
間
備
考
秋の特別講演会
2：00〜3：30 サンプラザ15F 孔雀の間
演題：「当って砕けろ ベストを尽くせ」
講師：元世界フライ級チャンピオン（防衛５回）渡嘉敷 勝男氏
1：30〜
ツインメッセ静岡
全国青年の集い（静岡）
1：30〜4：00 署・別館
新設法人説明会
1：15〜
東京ベイホテル東急
管内役職員合同研修会
1：30〜4：00 署・別館
決算法人説明会
3：30〜
日本閣
理事会
5：00〜
日本閣
新年賀詞交歓会
5：50〜
日本閣
交流会

h 新年賀詞交歓会開催のご案内 h
日

時：平成15年１月９日”

場

所：日本閣（ＪＲ東中野駅）

第１部
会

午後５時

４時半受付

賀詞交歓会

費：８，０００円

第２部
余

５時50分

交流会

興：幸運くじ（商品多数）
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『第 回 会員合同研修会 京王 プラザホテル』
平成14年度の会員合同研修会が、９月５日”京
王プラザホテルで開催されました。講師には、全
法連の会報誌「ほうじん」に連載をされている、
池内正人氏を招聘し、
『小泉改革路線と景気』と題
して講演をしていただきました。
大要を掲載させていただきます。
＊ 日本経済の現状
ひとことでいうと、かなり重症な慢性病です。
しかも衰えつつあります。慢性病で困る事は、手
当ができないという事です。その症状として、一
つはゼロ成長、もう一つは、デフレの症状が出て
いるという事です。なぜこういう症状が出てきて
しまったかというと、いろんな面で改革が遅れた
からです。
古いしきたりや、やり方を続けてきて、それが疲
労となり駄目になってきたという事です。一挙に
直したいというのが小泉改革の基本精神です。
＊ 改革の現状
道路公団については、効率を考えて改革をどう
進めるかが鍵です。又、郵便局については、民営
化は決まりましたが、郵便事業だけにするのか、
郵便貯金と簡易保険の問題、又政府独自の特殊法
人をつくるという案などは、小泉政権にとってか
なりの得点にはなります。
＊ 財政改革について
今年３月末の国債の残高は392兆円です。小泉さ
んの財政改革は、国債をなるべく出さないで、効
率のいい予算に組み替えるという事で取組んでき
ました。公共投資を10％減らし、ＯＤＡを約３兆
３千億円減らしました。減らした分、都市再生な
ど、景気にとってプラスになるものに組み替えた
事は、かなり評価に値しますが、来年は公共事業
を３％カットするというように変わってきました。
どうも力尽きた感じです。
＊ 景気対策
その中で、景気対策をやると言いだしました。
これがものすごく中途半端です。法人税の減税を
中心に１兆円以上やると言っている。ところが、

（熱心に耳を傾ける皆様）

減税した分、国債を
出さざるを得ない。
１兆円やった分は、
増税し返してもらう
という事を、一緒に
やると言っている。
１兆円程度で景気が
上がらないという事
を財務省も分かって
います。しかし、ア
講師の池内正人氏
メリカ経済がおかし
くなってきているので、名ばかりの景気対策をや
るというものです。
＊ 小泉改革の欠陥
財政も再建したい、景気も回復したいという両
にらみ型ですが、実行力がない。もっと思いきっ
た両にらみ型が必要です。６兆円カットした分、
世の中に回るようにすれば景気が良くなります。
例えば、贈与税を廃止し、耐久消費財の減税をや
るとか。耐久消費財が動けば、メーカーが設備投
資して増産するかもしれません。一般メーカーに
ついては、設備投資減税をすべきです。
＊ 今後の景気
短期間は、プラス成長になるかもしれませんが、
これから５年間は、ゼロ成長時代を脱しきれない
と思います。
長期的には2006年頃から人口が減少しますので、
市場は縮小し、競争力が激しくなり、需要不足に
なり、結果不況になる事を覚悟しなければならな
いと思います。ただ、一人当たりの財産は増える
ので、ゼロ成長でも良しと考えなければ駄目です。
＊ 結びに
このような中で、皆さんも自己責任で企業の経
営をしたり、個人としての財産の処理も考えるよ
うにしたらいいと思います。
又、今後、企業家にとっては、サービスに独自
性を出す事が大事だと思います。それが会社の繁
栄に繋がると思います。

（和やかな懇親会のひととき）
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支 部 だ よ り
《第1支部》

◆研修記・「秩父路散策」◆
【 榎本 榎本 一】
９月８日昼11時50分鷺宮駅から小さな旅の始ま
り、乗り換えた「レッドアロー号」車中サンドイ
ッチ弁当で遅めの中食、和む会話に研修の趣。
ハァーハァーエー鳥も渡るかあの山越えて
雲のさわ立つアレサ奥秩父
秋蚕しまふて麦まき終て
秩父夜祭りアレサ待つばかり
秩父音頭を口遊み駅を出るや、屋台囃子の音が旅
人の心を弾ませる。
知知夫国総鎮守秩父神社は、家康が再建した権
現造りで、左甚五郎「つなぎの龍」など彫刻も極
彩色で復元され優美である。境内の銀杏や柿が青
く実を結び、秋の色づきを待ち侘びていた。
向いの「まつり会館」に足を運び、日本三大曳
山祭の勇壮さを想い越こす。屋台囃子のたたき拍
子で屋台を操り、回り舞台仕掛けの屋台芝居「曳
き踊り」は、歌舞伎浄瑠璃が毎年演題を変えて舞
われ、組立式屋台笠鉾の御神幸は華麗の粋を尽す。
しばし歩き武州秩父路の酒蔵で、杜氏の秘技が
籠もる利き酒を口に含んでややの疲れが癒される。

迎えのバスで、日本最古「和同開珎」の和銅遺
跡発掘地黒谷の里宿「和銅鉱泉旅館」へ身を休め
る。せせらぎの音が微かにひびき、清流の小岩に
夕餌の小魚をじっと待つ白鷺・鴨や家鴨の姿が、
里の静けさを映し出している。・・・・・研修の
実多き哉。

（秩父はホントに良いところですよ〜）

《第2支部》

◆日本の古典芸能、落語に浸る◆
【 サンエイ 橋本茂男】
猛暑の８月が過ぎた９月６日、第二支部では、
会員相互の親睦、従業員家族の慰安を兼ねて、
「研
修会、落語の夕べ」を開催致しました。
当日は、午後からの雷雨に見舞れ参加者の出足
が大変心配されましたが、会員の皆様の熱心な御
協力により80数名の参加をいただきました。
会場は、支部長、副支部長の親しい御友人であ
られる禅定院御住職のご好意により、ホールをお
借りして立派な特設寄席が、出来上りました。
午後６時半、まず研修会として前田支部長によ
る、日頃の税務対策、又新規会員増強活動のお願

（前田支部長の挨拶）

（心打たれました。津軽三味線に。）
（7）

い等々を、少々短か目に切
り上げて戴いて……。
いよいよ出噺しと共に前
座から始まって眞打まで、
出演者４名が５席それぞれ
得意の話芸を披露。会場は
割れんばかりの爆笑に次ぐ
爆笑、特に女性会員の甲高 （イヨー！！しん五師匠）
い笑い声で一層盛り上りました。全員が日頃の疲
れも忘れて大変楽しい雰囲気に包まれました。最
後の取りは、古今亭しん五さん（落語協会理事）
の登場。さすがの名演技に拍手、拍手の連続。久
しぶりに日本の伝統芸、江戸情緒を堪能致しまし
た。
雨もすっか
り止み、心地
良い秋風と共
に家路につき
ました。

（会場は笑顔が絶えません。
）
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《第3支部》

◆大晴天の下、三崎へ!!
まぐろと城ヶ島バスの旅◆
【幹事：宮島 武司・加藤 弘海・吉野 将直】
戦後最大級といわれた、台風到来の翌日の10月
２日、雲ひとつない台風一過。むしろ夏に逆戻り
かなと思うような大晴天に恵まれ、バスはひたす
ら三崎港を目指し、予定通り出発しました。
参加者は39名。第１回目から参加されている方
も大勢おられます。参加された皆様が、いかに日
頃の行いが良い事か。
（!!）
車中、田中支部長より挨拶。支部長は、税に対
して、取られるという感覚ではなく、会費のよう
に、国に対して納めるんだという考えでいきまし
ょうと。毎回含蓄のあるお話をされますが、今回
も、なるほどと唸ってしま
いました。又、法人会に入
会し、こうした異業種交流
も大きな利点ですと強調。
その後、全法連が作成し
たビデオ「経営理念を考え
る」という研修をしながら、
バスはスムーズに進み、予
定前には「くりはま・花の
国」に到着し、コスモス園
（情緒あふれる灯台前で） を見学しました。昨日来の

雨で、残念なが
ら、あの可憐な
花は、そのほと
んどが首を擡げ
ていました。
さあいよいよ
三崎での昼食で
す。口の中でと
ろけるようなま （くりはまのコスモス畑で）
ぐろに、皆さん
舌づつみをうっておられました。
そのあと「うなり」でショッピング。新鮮な海
の幸が盛り沢山です。多くの方が、箱に入れても
らう程の大きな買物をされていました。
三崎を後にし、バスは一路城ヶ島へ。ここも昨
日の台風の影響を受けてか、あの有名な唄には、
ほど遠い状態でした。満潮と高波が一緒になって
押し寄せたそうで、必死で復旧作業を行っていま
した。
帰りの車中は、大カラオケ大会。次々に飛び出
す名調子の唄の数々。みなさん全員が、歌手にな
ってもおかしくないくらいです。月謝もだいぶ支
払っているんでしょうけど（？）
さあ来年はどこにしようなどと考えているうち
に、無事予定通り到着。今後も多くの方の参加を
どうぞ宜しくお願い致します。

《第7支部》

◆懇親会「講演会＆グルメ
ディナー」
気分は仏人（？）◆

ション代表。
米国に留学され、服装や色が
他人に与える影響を学ばれ、ト
レーナーとして必要な心理学、
【 美和工務店 三橋 満】
身体学、自己表現の知識を備え、
恒例の「パソコン講習会」が第10回を数えるに
上場企業から依頼されて、セミ
至り、今回の支部研修会は、９月19日、日本閣に
ナーなども８年以上に亘ってご
て開催。標記のようなご案内をしたところ、76名
活躍されておられます。今回の （講師の稲垣さま）
の方にご参加いただくという大盛況の研修会にな
講演内容も、日々忙しく過ごす
りました。
私たちに、ホットひと息つかせてくれるような、
第１部は、流浪巧みな語り口の、講演会のクイ
そして、もう一度自分自身を省みさせてくれるよ
ーン稲垣節子氏の講演です。テーマは「キラッと
うな心暖かい内容でした。
光る自分発見」という事で、約50分程お話してい
さあ第２部は、待ちに待った、レストラン ア
ただきました。
ンジェリクでのディナー。南仏プロヴァンスの街
若干、講師を紹介させていただきますが、慶應
並みを模したガーデンの一角にあり、ライトアッ
大学文学部哲学科を卒業後、ソニーエレクトロニ
プされた庭園、反対側の窓からは、新宿のきらめ
ク ス 、テンプスタッフ教育事業部長などを歴任
く夜景が一望できるレストランで、旬の食材を贅
されております。現在、リカレント エデュケー
沢に使ったプロヴァンス料理をいただきながら、
気分は仏人。思わず鼻歌で、シャンソンでも口ず
さみたくなりました。おりしも法人会では、会員
増強運動がスタートをしたばかり。今夜ばかりは、
本当に法人会員で良かったなと痛感し、その思い
を、まだ入会していただいてない法人の方に、そ
のまま話していこうと自己納得し、大満足で帰路
（阿部支部長の挨拶） （なるほどね。熱心に聞き入る皆様） に着きました。
（8）
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《第9中央・第9本町・第10支部》

◆3支部合同

パソコン教室◆

【 エスピーブレイン 山田祐司】
このところ合同企画で盛り上がっている３支部
ですが、今度は３支部独自にパソコン教室を開催
してしまいました。今回は、これまでまったくパ
ソコンを使ったことが無い人向けの「入門コース
全４回」とキーボード入力ができる人向けの「初
級コース全２回」の二コースを用意しました。講
師は、支部内のホームページ製作会社デジコムさ
んにお願いし、会場とコンピュータは、やはり支
部内の当社の備品と会議室を使用しました。各コ
ース定員15名に対してインストラクターが４〜５

（パソコンってやってみると、なかなか…だね。
）

名付くと
受講者の柴春美さん
いう丁寧
初心者のペースに合わ
な指導に、
せて分かり易く丁寧に教
受講者の
えていただけました。あ
りがとうございました。
皆さんも
機会があればまたよろし
満足いた
くお願いします。
だけた様
子でさっ
そく自分専用のパソコンを購入するという方もず
いぶんいらっしゃったようです。
スイッチを入れるだけで使えるテレビやラジオ
に比べて、パソコンの操作はやたら複雑です。と
いうより何でもできるからこそ、目的を持って覚
えないとすべてに中途半端になってしまう機械で
す。 今回は、文章入力からＥメールとインター
ネットのさわりまでのコースでしたが、その気に
なれば新聞一紙の購読料程度で、自分専用の情報
を自在に収集できるインターネットの便利さを少
しは感じていただけたのではないかと思います。
支部では今後も、引き続いてパソコン教室の継
続を企画しています。また10月よりメールマガジ
ンの発行も始めました。時代の流れに遅れたくな
いという積極的な皆さん、次回はぜひ挑戦してみ
てください。

★「９中央・９本町、10・11・12支部合同親睦ボーリング大会のお知らせ ★
日
時
集合場所
場
所

11月21日（木曜日）
午後６時15分集合（スタート６時30分）
サンプラザボーリング場 Ｂ１

参加費用

￥２，５００
（ゲーム代・u代・軽食代込み）
競技方法 １人２ゲーム（女性ハンデ有り）

《第12支部》

◆恒例の夏季研修会でビンゴ〜！◆
【 橋場グランド社 榎本昌弘】
今年の夏は酷暑に次ぐ酷暑、当日も残暑がこと
の他厳しかった中、毎年恒例の中野法人会12支部
の夏期研修会が開催されました。
毎回、どの様なゲストがいらっしゃるか楽しみ
にしていますが、今回は、
「世界の民謡」というこ
とで普段なかなか拝聴出来ない格調の高い演奏会
でした。最初は、ザワザワしていた会場もみなさ
ん段々と歌に引き込まれ、特に沖縄を題材にし、
平和を願って歌った「さとうきび畑」は目をつぶ
って感動しながら聞き惚れている方がいらっしゃ
いました。私も大変感動致しました。その余韻に

（麻沼支部長の挨拶）

（うっとりするような歌声で…）
（9）

ひたっていると、これも12支部恒例のビンゴゲー
ム・カラオケ大会に突入です。
「全員に賞品があり
ますよ」と言われてもイライラのしどうし、よう
やく「ビンゴ!!」と大声で叫んで賞品を貰ってホッ
トした気分にひたっている間もなく、待ちに待っ
たカラオケ大会。
「さあ、何を歌おうかな」と思っ
ていると、
「審査員をやっていただけませんか」の
一言、顔で笑って心で泣いて、
「ハイ喜んでお引き
受けします」ああ残念、歌いたかったな…。
楽しい時間は早く過ぎるもので、フィナーレの
時間になってしまいました。その日のゲストの歌
手も参加し、輪になって歌の大合唱。夜の更ける
のも忘れ楽しい時をすごした一日でした。
12支部幹部の方々のご苦労に感謝する次第です。

（素敵な世界の民謡の数々に…）
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部 会 だ よ り
◆源泉研究部会◆

「第246回研修会」「第247回研修会」
部会では、６月７日»と９月13日»の２回にわ
たり、人事管理をテーマに「労働条件の改善」と
「就業規則」について研修会をおこないました。
今回のテーマは源泉研究とは直接的には関係が
ないものなのですが、ここ数年続く景気の低迷で、
労働者に対する労働条件が厳しくなっている傾向
にあると感じられることから、賃金を支払う前段
階である、採用時から人事労務管理に至るまでの
流れを、法律的解釈を理解しつつ初歩から確認し
ていく事にしました。
講師には新宿労働基準監督署の竹下第三方面監
督官にお越しいただき、労働基準法の留意点を中
心に、採用時の労働条件の明示方法や時間管理、
賃金管理について説明していただきました。最近
では労使間トラブルも増加傾向にあり、相談件数
も年間約20万件に達するそうです。相談者も、労
使双方から約半数づついるという事なので、どち

らにとっても厳しい世情を反映しての事だと感じ
ました。バブル期以降、日本型の人事管理制度と
欧米型の制度が急速に混在し始め、更に企業の合
併や倒産、リストラ問題なども発生し、トラブル
を増幅させているものと思われます。
問題が起こりそうになったら、
「まず労働基準監
督署に相談をする」という事を日頃から心掛けて
おくことがトラブル防止につながるということで
した。
部会では、これからも広い観点から研修会を進
めていきたいと思います。
（部会員 記）

講師の竹下氏

西條部会長の挨拶

◆青年部会◆
９月18日”法人会館において、
「第116回研修会」
が開催されました。中野税務署の遠藤第一統括
官・野村上席・丸屋審理官のご出席していただき、
部会員の自己紹介を中心に行われました。業界の
現状（動向）・税に対しての日頃の考えや署に対
する要望など、多いに意見交流の場となりました。
＊10月３日”恒例の『第11回チャリティーゴルフ
大会』が、太平洋クラブ＆アソシエイツ 江南
コースで開催。中野から13名が参加。木村部会
長のご友人・大野弘嗣氏が第９位に。

＊第27回『中野まつり』に応援参加。
２月19日に、
『巡回評議会』
（中野が担当）を開催
予定です。多くの参加者をお待ちしております。

（えー私の会社は…）

◆女性部会◆
10月２日、明治記念館にて東法連・連絡協議会
を開催、席上、大島部会長が、初代協議会会長に
就任！！
＊東法連で始めて連絡協議会が発足されました。
当日は、国税局からもご来賓が、又各単位会の
会長が出席される中、賑々しく開催されました。
発会式の前には、エッセイストでフリーアナウ
ンサーの豊原ミツ子氏の講演。祝賀会では、発
足した喜びに溢れる大盛況裡の会となりました。
＊９月11日„役員会開催。中野税務署の東署長様、
藤井副署長様、遠藤第一統括官様と、役員の自
（10）

己紹介を中心に開催させていただきました。
＊第27回『中野まつり』に応援参加。
11月20・21日に管外研修会（山中湖）を予定して
おります。

（東署長を囲んで…）

平成14年11月１日

野まつりに参
中
回
加！！
7
第2
「区政70年 希望の未来！ ともに
つくる人間のまち」をテーマに、今年
も10月５・６日の２日間に亘り『第27
回 中野まつり』が開催されました。
中野法人会も、恒例の中野税務署前
にテントを設営し、事業委員・女性部
会・青年部会の方々の応援で、テント
張りに始まり、掲示板の設置、パンフ
レットや税金クイズの景品の袋詰めな
ど、役員全員で準備しスタートしまし
た。
両日とも、晴天に恵まれ、部会員の
爽やかな呼びかけで、テント前は税金
クイズのチャレンジャーでいっぱい。
風船目当ての小さいお子様達。景品
目当ての大人達。山のような景品も、
瞬く間に完配しました。
隣のテントでは「税の無料相談コー
ナー」
。東京税理士会・中野支部の先生
が、難しい税の相談を、納得いくまで
説明・相談にのっておられました。
地域に密着した、こうした法人会活
動を通して、心の触れ合いを持ち、税
の啓発に繋がるよう、そしてひとりひ
とりに身近なものとしてご理解してい
ただく大切な機会だと痛感しました。
今回もわずか２日間でしたが、税知
識のPRとして大成功に終える事ができ
たと思っております。
ご参加、ご協力いただいた多くの皆
様、大変にご苦労様でした。
（中野まつり 広報委員記）

（第123号掲載・河口湖大石からの富士山）

締b
めb
切b
りb
せb
まb
るb
！

中野法人会では、今回『第１回フォトコンテスト』
を開
催致します。テーマは自由です。
（但し、会報表紙に採用
させて戴く事が条件になりますので、季節感や中野区内
の地域性が溢れる作品なら、尚結構です。
）又、会報の発
行は奇数月の１日付です。優秀作品には賞金があります。
詳しくは中野法人会事務局まで。
みなさまの力作・傑作をお待ち申し上げております。
◆締切日：平成14年11月末日
◆発 表：会報第128号
平成15年１月９日の「新年賀詞交歓会」に
て表彰。
（11）
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中野法人会 支 部 訪 問

第3回
中野駅北口エリア

昭和４年新築された中野駅

第６支部は中野駅を中心に線路の北側に沿っ
て発展しております。駅との関わりと交通に因
んで鉄道にみる中野の歴史に触れてみましょう。
村の名を中野と言うなり、もと武蔵野の中央
に位したる故に名付けたものの如し。
昔一面の雑木林と僅かな畑といった広漠たる武
蔵野の原野に一筋の鉄道が敷設されたのが明治
２２年（１８８９）のことです。甲武鉄道と呼ばれ
たこの時、新宿八王子間に開通した。そしてその
年の４月１１日に中野停車場が現在より西側に 「鉄道にみる中野の歴史」より
開設された。
しかし発展し始めるには少し間がありそれは中野の商業地が江戸時代以来、
青梅街道を中心として３００年の歴史を誇っていた事と人々が鉄道に対する
誤解から敷設に反対した２つの事情からであった。その後駅前発展の契機と
なったのは明治３０年（１８９７）に駅北側一帯に陸軍鉄道大隊が本部を設け
たことにより、駅周辺が発展しはじめ、郵便局・金融機関・商店街など景観
が形勢された。北口方面は中野駅の変遷と共に関わり合いをもちながら商業
の中核として繁栄した。

Nakano st.
（現会員数：261法人）
昨年から同じ北口
エリアの第４支部（折原
支部長）、第５支部
（越後支部長）と合同
で税務研修会・合同懇
親会などの支部活動を
行っています。
昨年１２月にはサンプラザで１００人ほどの会員が
参加し、第１回の合同懇親会を開催しました。おいしい
ディナーをいただきながら、天徳院ご住職の大藪先生の
おもしろくてためになる講話。佐々木襄さんの素晴らし
いロシア民謡を満喫し、参加されたみなさんに喜んでい
ただきました。今年も１０月に「マジックショー＆超す
てきなテノールの歌声の夕べ」と題して、第２回目の
合同懇親会を開催。会員数が減少するなか、単一支部だ
けの活動のみならず近隣支部との活動も友好に
進めてゆきたいと考えております。

６
支
部
役
員
紹
介

（株）日栄東海

（12）

TEL:03-3387-2819／FAX:03-3387-2781
カメラ機材販売
＜経営理念＞
・お客様から支持され信頼される企業である
・会社の方針のもとに意欲を持ち努力し続ける
従業員を大切にし支援する
・取引先とは真摯な関係を維持し共存共栄をはかる
・企業の健全な成長を通じて社会に貢献する

