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法人会は良き経営者を目指す者の団体
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会長 署長、明けましておめでとうございます。

署長 明けましておめでとうございます。旧年中

は、納税と税務行政につきまして、ご理解と多大

なご協力を賜りまして、有り難うございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

会長 会長職をお引き受けして、あっと言う間に

１年７ケ月が過ぎたように思います。当局をはじ

め、役員の皆様、事務局、そして多くの会員の皆

様の後ろ楯てがあって、何とか、一応は恙無く過

ごさせていただいたと思います。昨年の総会時に、

会費改定という思い切ったことをやらせていただ

きました。これも私が副会長・総務委員長時代か

らの懸案だったことで、不公平なやり方をなんと

か是正したいと思い、役員の皆様のバックアップ

もあり思い切ってやらせていただきました。

会員の多少の減少はございましたけれども、こ

れは時節柄という風に解釈したいと思います。特

に新しい会員の方々には、不公平感なくやってい

ただけると思っております。逆に会員増強に上手

く繋げたいとも思っております。

署長 法人会をはじめとして、協力団体の皆様に

は、納税意識の高揚や、正しい申告と期限内納税

にご協力いただきまして、本当に有り難いと思っ

ております。法人会は、良き経営者を目指すとい

司会（宮島広報委員長） 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

今年は、新春対談の企画をさせていただきました。私たちの生活に密着した税務行政の動向、法人会

の役割等について、東署長と飯田会長に対談をしていただきます。それぞれのお立場から、忌憚のな

いお話をいただければと思いますので、よろしくお願い致します。
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う目標に向かって、社会貢献を含めたいろいろな

活動を行っていることを、もっと多くの方々に知

ってもらいたいですね。法人会に入ると、税務研

修会とか異業種交流など良いことが沢山あります

から。法人会の方でも、もっとＰＲしていったら

良いと思いますね。会報もＡ４版になって大変読

みやすくなりましたね。

会長 これも、東法連などの会報研修会に参加し

たり、他の法人会の会報を参考にさせていただい

たりして昨年から変えました。良いことはどんど

ん取り入れようというのが私の信条でもあります

ので。

署長 法人会では、研修会も活発に行っているよ

うですが、会員さんの中には立派な方が沢山いら

っしゃいます。役員さんに限らず、いろんな会員

さんの良い経営のノウハウを引っ張り出すという

か、例えば「企業訪問」とかいう形で積極的に教

えて貰うなどして活性化を図っていくのはどうで

しょうか。

会長 本当にその通りですね。私もそのつもりで

はおりますが、法人会というと、どうしても受け

身になってしまいますね。今まで、情報を貰おう

とはするけれど、自分を開けだそうとはしてきて

ませんね。お互いにいろんなことを勉強しあうこ

とが大事ですね。

法人会では、宮島さんたち青年部会が中心とな

って、ホームページを立ち上げました。そのこと

に連動して、昨年、第10支部でも自分たちのホー

ムページを立ち上げました。メールマガジンとい

うことで、タウン誌みたいに、どこのお店が美味

しいとか、商売上手だとか。これからどんどん輪

が広がって行くと思いますし、本当に楽しみです。

どんどんクロスして、掛け算になっていくと思う

んです。

署長 そうですか。法人会がどんどん新しいこと

を始めていって、中野区中の経営者を引っ張って

いって欲しいですね。会員の社長さん方は、それ

ぞれに工夫して頑張っています。最近は、中野区

管内の企業も海外進出が盛んですけれど、そうい

う企業の人から海

外進出、あるいは

海外取引に関する

ノウハウなり情報

を発信して手助け

するというのも良

いのではないでし

ょうか。

会長 ところで先

日、テレビ東京の

取材がありまして、

今月の18日に「ア

ドマチック天国」

という番組で、中

野坂上が放映され

るんです。こんな

ことも中野のＰＲ

になりますよね。

２、３年前には

中野新橋が放映さ

れましたけど、会

社というより地域

に魅力があるから来て下さるんだと思います。

署長 中野坂上の開発はすごいですよね。

会長 中野は、本当に変わらないというのが皆さ

んの印象のようですけど、中野坂上だけは様変わ

りですね。大きな会社も移転してきております。

そのうちの一つ、整理回収機構の中坊さんに講演

をしていただいたこともありました。

司会 ところで、昨年の異動で中野にお見えにな

られて、中野のイメージなどについてお話いただ

きたいのですが。

署長 とにかく若い人が多いなあというイメージ

ですね。それだけでも中野は活気があると思いま

した。先程、会長が言われたように中野坂上の開

発を見ても、汐留や丸の内に負けないくらいのビ

ッグプロジェクトだと思います。

会長 今まで、卑下していたのかと思うくらいに、

若い人が少ないと思っていました。中野は遅れて

いるんじゃないかと思っていましたから意外なイ

メージです。本当に嬉しいお言葉です。

署長 中野駅の乗降客は１日24万人だそうです。

人口が31万人でしょう。16平方キロメートルの中

に31万人が住んでいるんですよ。人口密度は東京

23区で第１位だそうです。このことは商店街もそ

うですが、法人会も非常に恵まれたところにいる

ということですよね。

会長 ありがとうございます。物事、プラス思考

で考えないといけないんですね。中野はちょっと

中に入ると道が狭くて消防車も通れないとか、後

ろばかり見ていましたね。

署長 都心に近くて、住宅地としても交通の便が

良いということで、皆さん住んでいる訳ですが、

更に魅力ある街づくりをするというか、永住して

もらうためにも、法人会に与えられた課題は大き

いと思いますよ。

中野管内の商店街のにぎわいは、他の地域に負

けないほど活気があるように見えます。今後、更

に地域住民と密接になるような経営を目指してい

若さに溢れる活気ある街

飯田会長

東署長
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ただきたいですね。

会長 確かに中野区は標準っていうか、平均点以

上だと思います。そのことに甘えすぎているかも

知れませんね。変化が少ないというひとつの大き

な原因だと思います。

司会 ところで、法人会との繋がりということで、

法人会に対する要望とか期待などをお話いただき

たいのですが。

署長 要望とかは特別ありませんが、やはり法人

会に入って良かったと言える、活発な活動をお願

いしたいと思います。

経営者の方々は、いろいろな情報が欲しいでし

ょうし，異業種交流などによってお互いに情報交

換ができるようになれば良いと思います。例えば、

懇親会などでも「中野の活性化に向けてどうする

か」というようなテーマについて話し合う機会を

設ければ良いのではないでしょうか。

会長 ありがとうございます。すごく心強いお話

をいただきました。

今後は受け身ではなく、能動的に活動を展開し

て参ります。

署長 ホームページでもどんどん企業紹介をして

ＰＲしていけば良いと思いますよ。中野はアパー

トとかマンションを経営する法人も多いですね。

これは、ある意味では良いことなんですよ。ただ、

その建設を中野区内の業者がやっていることが条

件ですけどね。地域住民に密着した法人会活動が

大事かと思います。毎年「中野まつり」に参加し

ていますが、そういう時も、企業の紹介とかＰＲ

活動の面ではもう少し工夫する余地があるかと思

います。

会長 そうですね。今後様々に考え、皆さんのご

意見を聞きながら活動して参ります。確かにＰＲ

不足という面があったと思います。

署長 良き経営者として、まず積極的にＰＲする。

「中野にも、こういう元気な会社があるんですよ」

と。又は「元気になりたいので、皆さん支えてく

ださい」と。そん

なことをあらゆる

機会に繰り返しや

っていけば、皆さ

ん頭に入るんでは

ないでしょうか。

今まで、私どもも

広報と言っていま

したけど、広報・

公聴というように

変わってきたんで

す。情報公開の時代ですからね。納税者の声を良

く聞きなさいと言うことなんです。

会長 今、３つの部会がありますが、今後は流通

部会とか、建築部会とか、それぞれ勉強する機会

を作っていけるよう考えていきたいと思います。

そのことで会員さんがどんどん増えるなら、本当

に嬉しいことですから。

署長 この中野にも立派な会社がたくさんある訳

ですから、そういう経営者の方々に講師として来

ていただいて、参考にしていけば良いんじゃない

ですか。先程の中坊さんのように。他にも沢山い

らっしゃいますよね。

会長 確かに、法人会の立場での話しはお聞きし

ても、経営に関する話しはあまり聞いたことはあ

りませんからね。

司会 最後に、今年の抱負をお聞かせいただきた

いと思いますが。

署長 今、法人会へ加入して良かったという声を

高めるためにも、加入率50パーセントを超えるこ

とが夢ですかね。期待ですね。よろしくお願い致

します。

これから警察学校跡地をどうするのかとか、中

野はまだまだ活気が出てきますよ。今後のビッグ

プロジェクトをにらんで、法人会傘下の地元企業

としてはどのように関わるのでしょうか。法人会

も元気を出してやっていただきたいのです。法人

会として何をすれば良いのか、原点に立って会員

の皆様で方向を見いだしてはいかがでしょうか。

日本経済は長期間低迷しておりまして、金融機

関がどんどん合併し、店舗数を削減しているなか

で、大手証券会社が中野駅前に進出してきたこと

は明るい話題じゃないですか。中野はすごいとい

う証明ですよ。そういうことで法人会に対しての

期待は大きいと思うんですよ。

税務の関係からいうと、昨年11月に、あるべき

税制の構築に向けて政府税制調査会から税制改革

に対する答申が出たんです。当面の課題のひとつ

として、納税環境の整備ということで、電子申

告・納税があります。国税庁が平成15年度からの

導入を目指して検討中です。導入の際には、なる

べく多くの法人会の皆さんに電子申告にご協力を

お願いしたいと思います。法人会がその先端を行

っていただきたいと思っております。アウトライ

ンは国税庁のホームページに載っております。

会長 ありがとうございます。ご協力させていた

だくことは当然として、なんとしても魅力ある会

にして、組織力を高めていきたいと思いますので、

本年もご指導のほど、よろしくお願いいたします。

司会 本日は大変ありがとうございました。

地域に密着した開かれた法人会

宮島広報委員長
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新年あけましておめでとうございます。
中野法人会の役員並びに会員の皆様におかれま
しては、輝かしい新年をお健やかにお迎えのこと
と心よりお慶び申し上げます。
昨年中は、法人会の諸活動やご事業を通じまし
て、都政並びに都の税務行政の運営に多大のご理
解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
お陰様で、私どもの事務運営も順調に進めるこ
とができました。
さて、皆様ご案内のように、景気は依然として
低迷した状況にあり、税務をとり巻く環境も厳し
いものとなっております。先頃発表されました平
成15年度の東京都予算の中でも都税収入の落ち込
みが織り込まれているところでございます。
このような極めて厳しい環境の中、東京都は昨

年11月、今後の都政の中長期的な方向を指し示す
重要施策とその中で15年度予算に具体化する重点
事業を発表し、「住み・働く場としての東京の再生」
「東京の特性を生かした産業力の強化」等の施策を
推進してまいります。
これらの施策を着実に実現するためには、財源
が必要であり、とりわけ、都歳入の根幹を占めて
おります都税収入の確保が不可欠でございます。
私ども中野都税事務所の責任も誠に重く大きなも
のがあると考えております。
本年も心を新たに職員一同、適正かつ公平で効
率的な税務行政の推進に精一杯の努力を重ねて参
る決意でございます。
どうか本年も、昨年にも増して中野法人会の皆
様方のご理解とご協力を賜りますよう、心からお
願い申し上げます。
結びに、中野法人会の皆様方のご事業のますま
すのご発展、そして皆様方のご健勝、ご活躍を心
からご祈念申し上げまして、私の新年の挨拶とさ
せて頂きます。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

中野都税事務所

所長　橋本　 之

会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長

顧問
顧問
顧問

相談役
相談役
相談役

監事
監事

飯田又右衛門
青井　　忠雄
北　　誠之助
宮坂　　信一
江藤　　利雄
鈴木　　芳久
宮島　　茂明

溝口　　秀和
老川　正次郎
西見　　一郎

窪寺　　　登
川口　　　孝
石井　　須美

飯田　　雄一
山本　　嘉一

あぶまた味噌
丸井
三和コネクタ研究所
宮坂醸造
エトー
七星科学研究所
宮島物産

金剛産業
老川工芸所
鷺宮製作所

窪寺工業
カワグチ
三和電気工業

深雪スタジオ
杉浦製作所

常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事

常任理事
常任理事
常任理事

（事務局長）
（局員）

石川　ゆう子
前田　　明博
田中　　将利
折原　　烈男
越後　　康夫
大月　浩司郎
阿部　　昭男
高波　　貞二
高野　　允雄
海老澤　勉
安達　　七郎
秋元　　良宣
麻沼　　雅海

西條　　昭市
木村　栄大郎
大島　　幸子

佐藤　　憲光
三國　勝幸・金井　秀司

石川製作所
旭建設工業
田中金属
折原コーヒー
大重木材
フジヤカメラ店
美奈川建設
高波興業
コーノ
エビサワ
石田プレス工業
秋元式典

アサヌマコーポレーション

新星自動車
木村化学産業
大島
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都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�
東京都中野都税事務所

◎１月は、償却資産の申告月です
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産

（機械や備品などの事業用資産）についても課税の
対象となります。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在に所
有している資産を申告していただくことになりま
す。
申告期限は平成15年１月31日»ですが、期限間
近になりますと窓口が混雑しますので、お早めに
申告してくださるようご協力をお願いします。
申告についてご不明な点がありましたら、お近
くの都税事務所へお問い合わせください。
◎住宅用地の申告のお願い
１月１日現在、住宅の敷地として利用されてい
る土地（住宅用地）については、固定資産税・都
市計画税の税負担が軽減されています。
平成14年中に以下のような変更があった土地を
23区内に所有している方は、各都税事務所へ申告
してください。
A住宅を新築・増築した場合
B住宅を全部又は一部取り壊した場合
C住宅を建て替える場合
D家屋の用途を変更した場合
E土地の用途（利用状況）を変更した場合
F 住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合

提出期限は平成15年１月31日»ですが、なるべ
くお早めにお願いいたします。詳しくは、23区内
の都税事務所までお問い合わせください。
※市町村の土地については、各市役所・町村役
場にお問い合わせください。
◎点字で課税の内容をお知らせします
東京都では、目の不自由な方のために納税通知
書に点字のお知らせを同封するサービスを行って
います。
対象となる税金は「自動車税」「個人事業税」と、
23区内の「固定資産税・都市計画税」です。
お知らせする内容は、「税金の種類」「納税義務
者氏名」「納税通知書番号」「納期限」「税額」「問
い合わせ先」です。また、封筒にも「都税納税通
知書在中」と点字で表示されたシールを貼ります。
このサービスを希望される方は、東京都主税局
相談広報係までお申し出ください。２月末までに
ご連絡をいただければ平成15年度から対応いたし
ます。なお、既にご利用されている方には、再度
ご連絡をいただかなくても引き続き点字のお知ら
せをお送りします。
［問い合わせ先］
主税局総務部総務課相談広報係 TEL03-5388-2924
中野都税事務所 TEL03-3386-1111

去る11月14日、サンプラザ鳳凰の間において、平
成14年度納税表彰式が挙行されました。
法人会の活動を通じて、納税思想の高揚と税務行
政の円滑化に寄与された功績により、東署長より、
署長表彰状、署長感謝状が授与されました。
当会で受彰された方々は次の通りです。
尚、第11支部副支部長の萩尾様は、納税貯蓄組合連
合会より受彰されておりますが、法人会としてもご
紹介をさせていただきます。
受彰の皆様は、新年賀詞交歓会の席上、改めてご
紹介させていただく予定です。

（順不同）
《中野税務署長表彰》
麻沼　雅海殿 （理事・第12支部長）
阿部　昭男殿 （理事・第７支部長）
石井　卓爾殿 （理事・第６支部幹事）

《中野税務署長感謝状》
石井　光雄殿 （理事・第４支部副支部長）
清水　　明殿 （理事・第９中央支部副支部長）
杉山　正道殿 （理事・第２支部副支部長）
萩尾　孝之殿 （理事・第11支部副支部長）

平成14年度  納税表彰者 

署
長
表
彰
受
彰
者

署
長
感
謝
状
受
彰
者
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宝仙学園　三澤　篤子
２日間にかけての今回の講義内容は、経理担

当の職に就き、今年で３年目になる未熟者の私
にとって大変に解り易く、すぐに実務に活かせ
るものでした。
「退職所得に対する源泉徴収」・「年末調整」
については、説例にそって実際に計算したこと
により、具体的に理解できた事が何よりでした。
学園においては、「給料等」の計算業務を委託

しております。そのため、実際の計算式が目に
見えず、職員からの質問に、的確に対応できな
く、頭を抱える事もしばしばでした。これを期
に、自信をもって丁寧に答えられるよう努力し
て行きたいと思っております。
講師の先生には、講座終了後の質問にも、適

切にお答えしていただき有り難うございました。

今回の実務講座に参加して、「税務署」に対し、
近寄り難い印象なども一変する事ができました。
苦手な「税務関係」を正しく覚える為に、こ

れからも講習会等に積極的に参加させて頂き度
いと思います。

【第11回源泉所得税の実務講座】● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

即、実務に活かせる講習会に感謝

東京ウエスタン交通 浅尾　和子
10月22日・23日の２日間開催された「法人税

実務講座」に参加させていただきました。
会社業務では、決算資料を作成し、その後の

申告書の作成は、会計事務所にお願いをしてい
るという企業が多いのではないかと思います。
決算書での、当期利益から税額の計算まで、

テキストと演習問題で確認しながらの講習会で
した。
数字を計上するまでの考え方、根拠、流れな

ど的確にポイントをおさえた解り易い説明で、
今後の業務にも大いに役立てて行けるように思
いました。
税制改正等、通達を読んでいただけでは、考

え違いをしている場合もあり、このような講習
会での説明、確認は必要な事だと思います。

年間を通して、いろいろな講座が開かれてい
るとの事。今後も積極的に参加し、自分自身を
高め、毎日の業務に役立てて行きたいと思いま
す。
２日間、本当に有り難うございました。

【第10回法人税の実務講座】● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

解りやすくポイントをおさえた説明に感動！

熱心な眼差しの皆様…

あ～そうか！とても解りやすい講義で…

掲示板（中野法人会 行事予定表）
月 日 曜 行　　　　　　事 時　　間 備　　　　　　考

理事会
正副会長・総務・事業合同会議
新年賀詞交歓会
広報委員会
新設法人説明会
決算法人説明会
書き方説明会
決算法人説明会
生活習慣病健診
新入会員・特別交流会

3：30～4：15
4：15～4：30
5：00～
4：00～
1：30～4：00
1：30～4：00
1：30～4：00
1：30～4：00

5：00～

木
〃
〃
木
火
水
木
木

木

９
〃
〃
16
21
22
６
20

18・19・22
27

１

２

日本閣１Fファンタジア
〃
〃・交流会5：50～

法人会館
法人会館
法人会館
法人会館
法人会館
中野ゼロ小ホール
サンプラザ11F  弥生
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第20回法人
会全国大会
（富山大会）が、
10月24日、富
山県はオーバ
ードホールで
開催されまし
た。
全国各地よ

り2,000名が参加し、場内は熱気に溢れ盛大な大会
となりました。

まだ、紅葉は早いも
のの、秋を満喫させて
くれる山・海が素晴ら
しい自然のファンタジ
ーを醸し出していて、
私たちを迎えてくれま
した。今回はバスとい
う事もあり、車窓から

の折々の景色はパノラマのようでした。大した渋
滞もなく、バスは一路富山へ無事到着。
さて、大会の第１部記念講演では、マスコミで

も大変に活躍され
ている、猪瀬直樹
氏が「混迷の時代
をどう乗り切るか」
と題してお話をさ
れました。氏は、
現況を踏まえ大変
に含蓄のある例の
調子で講演され、

あっと言う間の１時間10分でした。
オープニングセレモニーでの、在田恭子氏の素
晴らしいメゾソプラノの歌を聴き、第２部へと。
吉野副会長の開会の辞、国歌斉唱、来賓紹介と
続き主催者を代表して、安西会長の挨拶。

稲澤富山県連会長の挨拶と続き、会員増強など
で功労のあった県連へ表彰状の贈呈。
社会貢献活動の事例発表では、地域性を活かし
た見事な活動に大変感心させられました。
針原青年部会連絡協議会会長より力強い大会宣
言が。「われわれ法人会は、……わが国有数の団体
として、その地位を確固たるものとするに至った。
今後も徹底した行財政改革の断行を求めるととも
に、景気浮揚に配慮した税制改正の実現を求める
ものである」と。
明年は東京で開催されますが、近藤副会長が代
表アピールし、興縄副会長の閉会の辞で盛会裡に
終わりました。
さて、研修会を兼ねた今回の大会には、18名が
参加されました。大会の後、千里山荘にて富山情
緒溢れる中での夕食、ホテルへと。
翌日は、世界遺産の白川郷・五箇山の合掌造り
の集落を見学し、その後、こきりこ（筑子）を鑑
賞（？）。それこそ大化改新の頃から田楽として謡
継がれてきた説もあり、感慨深いものでした。
高山にて宿泊し、茶
の湯の森、まつりの森
を見学、さくらの朝番
で有名になった飛騨古
川を見学後、松本を経
て無事大感動の研修会
を終えました。

11月22日、第16回「全国青年の集い」が、静岡
県ツインメッセにて開催されました。中野法人会
からは、木村部会長をはじめ５名が参加しました。
式典前の部会長サミットでは、「原点に返り、考

えよう。企
業と社会と
税の関わり
合い」と題
して、活発
な論議が交
わされまし
た。
又、式典
では、表彰
などもあり、

「法人会会員としての自覚と経営者としての責任、
そして、日々の会社経営に奮起を呼び起こす式典」
になったと思います。
第１講演会では、「強者達をその気にさせる極意、
教えます」と題して、サッカー日本代表チームコ
ーチの山本昌邦氏が講演。又、第２分科会では、
「快進撃の10の法則」と題して、福井県立大学教授
の坂本光司氏が講演されました。
第３分科会では、「芸術、感性、経営、…キーポ
イントは感動」と題して、美術家の柳澤紀子氏が
講演され、懇親会では「五感で感じる静岡らしさ」
と題して、歌手の大橋純子氏が登壇されました。
海の幸・山の幸・里の幸を満喫し『日本のまん
なか、富士の麓で考えよう』のテーマの下、大盛
況に終える事ができました。

第20回法人会全国大会が富山で開催される

《青年部会》第16回法人会「全国青年の集い」が、（静岡）ツインメッセで開催される

メイン会場の前で・ハイポーズ！

茶の湯の森からまつりの森へ

（第21回の開催地・東京）

世界遺産の白川郷・五箇山の合掌造りの集落

（
大
会
会
場
の
オ
ー
バ
ー
ド
・
ホ
ー
ル
）
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【新星自動車 峯岸和子】
10月11日、12日福島
県で管外研修会を行い
ました。
一日目は、福島第一
原子力発電所を見学し
ました。今、話題にな
っているところです。
中に入って行く時に、
それこそ何度もチェッ
クを受け、近未来的な
感じがしました。

そこには、何十社もの会社が入っており、大勢
の人が働いておりました。この福島の発電所から、
私達が住んでいる東京に送電されている事を始め
て知りました。
バスは、太平洋側から磐梯山のある猪苗代へと
向い、湖を見下ろす、ホテル「リステル猪苗代」
へ。福島県出身である私は、今回久し振りに猪苗
代へ行った訳ですが、ホテルが建っているその場
所で、幼き日に遊んでおりました。時の移り変わ

りに感無
量の夜で
した。
さて、
二日目は、
水力発電
所見学で
す。水を
利用して発電しているので、環境にやさしい事、
エネルギーの重要さ、大切さを教えていただきま
した。
紅葉には、まだ少し早い磐梯山の裾野を、会津
若松市へと向かい、若松城を見学後、りんご狩り
へと。
どこまでも高い秋の青空に、真っ赤なりんご…。
のどかな田園風景は、日頃の忙しさを忘れさせて
くれました。
二日間、素晴らしい晴天の下、楽しい研修会と
なり、幹事様はじめ、皆様本当にありがとうござ
いました。

※去る11月８日「第249回研修会」開催。年末調整
について、中　野税務署の平野審理官に講義を
していただきました。

《源泉研究部会 第248回 管外研修会》

◆福島県・第一原子力発電所、
水力発電所見学◆

（秋の鶴ケ城前で）

（水力発電所に改めて感謝して…）

【 珠州屋　水垂雅子】
11月20日、21日、晴天に恵まれ管外研修会が行
なわれました。新宿から、中央高速バスに揺られ
一路山中湖へ。程なく雄大な富士山が姿を見せ、
バスが進むに連れて、裾野からそびえる勇姿に感
動しました。河口湖駅から、ホテルのバスに乗り
換え、一竹美術館へ到着。大島部会長がまとめて
下さった資料には、「辻が花は、室町時代から桃山
時代にかけて流行した文様染であり、赤やその他
の色の木の葉模様や紋様で彩色してある帷地。ま
た、その模様、または絵そのもの」とありました。
こうした背景が分かり、美術館での感動は、より

一層深い
ものとな
りました。
更に、
日本名水
百選の忍
野八海へ
と。清涼
な水を口
に含み澄

んだ空気を胸いっぱいに吸い
込んで「エクシブ山中湖」へ。
夜はイタリア料理に舌づつ
みを打ち、「シャンソンの夕べ」
では、素敵な歌声にすっかり
酔ってしまいました。
皆様、歌手に変身しての二
次会も、とても楽しかったで
す。ホテルから、朝霧にかすむ景色は、まるで墨
絵をみているようでした。また、夜明けとともに、
刻々と変化する富士山の姿は例えようがないくら
いに美しく、日頃の生活を離れ、大いに鋭気を養
わせていただきました。
今回、初めての幹事でしたので、ご迷惑もおか
けしたこともあるかと思いますが、皆様のご協力
で素晴らしい研修会になったと大変感謝致してお
ります。今後も多くの皆様の参加を宜しくお願い
致します。

＊「第82回研修会」を１月24日»に予定致しており
ます。

（お詫び）会報第127号で、東法連・連絡協議会の開
催日が10月２日になっておりました。10
月３日の誤りですのでお詫び申し上げま
す。（広報・編集委員）

《女性部会 第81回 管外研修会》

◆紅葉の山中湖へ、
一竹の魅力に心惹かれて◆

（シャンソンの夕べ）

（紅葉の一竹美術館前で）
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【 上州屋葬祭　谷津泰子】
今年で第２回目
の「合同研修会」
が、サンプラザ
（鳳凰の間）で、10
月25日に、大勢の
方の出席で盛大に
行われました。

総司会の第５支部・越後支部長の開会のことば
に続き、第４支部・折原支部長のあいさつ。
第１部は「グルメの夕べ、ディナータイム」で
す。それぞれのテーブルの方々と、お料理やワイ
ンをいただきながら歓談しました。
第２部の「マジックショウ」は、新保次雄氏の、
大変おもしろい手品を見せていただきました。
又、第３部は「音楽の夕べ」。テノール歌手・近
藤英一氏とピアノ伴奏は三浦高広氏。
懐かしい、『カタリ』『椰子の実』など、ポピュ

ラーな曲を、素晴らしいテノールで歌い上げ、会
場を大いに湧かしました。私は本当に特別な想い
で、堪能させていただきました。ピアノの独奏も
お聞きしたかったなと思います。
次回も又、素晴らしい企画をしていただき、も
っともっと多くの方に出席していただけたらなと
思います。
これを期に横の繋がりをどんどん広げて行きた
いと思います。

《第2回　第4・5・6支部合同研修会》

◆大勢の参加者で、
会場は興奮の坩堝と化し◆

（いつも団結固く、和気藹々の３支部長）

近藤氏のテノールの響きにいつまでも魅了されました。

【 田中鍍金工場　田中秀和】
10月30日、快晴の下、富士カントリー富岡倶楽
部にて、第４支部恒例の親睦ゴルフコンペが開催
されました。
今年で、21回目、気分も一新して、総勢24名が
チャレンジしました。
今回も、幹事役は、深澤氏、白石氏にお願いし
ました。
カンロ前を、バスは定刻６時30分に出発。車中
は和気藹々で、あっという間に目的地である富士
カントリー倶楽部に到着。
どの支部にも負けない、団結力の賜物のですが、
いざプレーが始まると皆さん真剣です。新ペリア
方式で競技し、順位決定方法は、生年月日、ロー
ハンディで行い、次のようになりました。

第１位　矢島　和行氏　　　　　 武蔵屋商店
GROSS 94 HDCP 21.6 NET 72.4

第２位　浜本　義典氏　　　　　四國商事
GROSS 93 HDCP 20.4 NET 72.6

第３位　白石　大司氏　　　　　 白石硝子店
GROSS 93 HDCP 19.2 NET 73.8

又、ブービー賞は、平　英恒氏でした。

今回は、始め
て参加された方
が多く、主催者
側としては本当
に嬉しい悲鳴で
す。
来年は22回。
今から闘志が漲
ります。やはり
何でも続ける事
が大事。
皆さんの意気軒昴のプレーに、朝がいつもより
早かった為、かなり疲れはしましたが、良い汗を
掻いて、明日へのエネルギーに変わった方が多か
ったのではと思います。

《第4支部》

◆新たな気持ちで第21回
親睦ゴルフコンペ開催◆

優勝おめでとうございます。

（総勢24名のプロ？選手の皆様）



無事修善寺に
到着。
バスを降り
ると、まず目
に飛び込んで
きたのは、お
寺の鐘を挟む
形で、左に竹林、右に真っ赤に色づいた紅葉。ん
～、絶景！
宝物館見学の後、いよいよ戸田温泉『海のホテ
ル・いさば』にて、たかあし蟹を筆頭に、新鮮な
魚介類の歓迎を受ける。
お腹を満たした後は、温泉につかり、身も心も
リラックス。これでこそ、研修も身に染むという
もの。
家族へのお土産もしっり買い込み、おまけに、
帰りの車中でのビンゴ大会で、ますますお土産も
増えて、皆さん大満足。又、次回の参加を約束し
あいながら、笑顔で帰路に着きました。
事前より、様々に労をとって下さった、支部
長・副支部長はじめ、幹事の皆様、本当に有り難
うございました。

平成15年１月１日
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【 グレイス　桜井典子】
去る、11月26日、日本閣において、第８支部の
研修会が開催されました。
高波支部長の挨拶のあと、第1部の研修会では、
遠藤第一統括官、野村上席調査官にご出席してい
ただき、年末に向けて｢法人税の申告｣に関する計
算上の諸注意、留意点について、詳細にわたり説
明をしていただきました。
質疑応答でも、活発な意見交換があり、大変に

有意義な研修会
でした。
第２部は会場
を移動し、宮園
オートの川村様
の乾杯のあと、
吉川副支部長、
三輪会計の司会
により、新入会員の方のご紹介並びにご挨拶など
もあり、時節柄、鍋を中心にした懇親会が始まり
ました。
その後、８支部の女性部会の皆様のご協力で、
お待ちかねの大抽籤会とカラオケ大会が行われま
した。
次々とカラオケ名人が出演し、会場は大変に盛
り上がりました。審査員の独断と偏見（？）によ
る審査の結果、数々の豪華賞品を手にして、皆様
大満足でした。
楽しい時間も瞬く間に過ぎ、西武信金・本店長
の木下様の手締めで、名残惜しいほど盛会だった
素敵な研修会は閉会となりました。

《第8支部・研修会》

◆素敵な賞品を手に
盛会裏の研修会◆

（第８支部の女性パワーは全快です）

（法人税の申告日間近か…真剣です）

（紅葉の修善寺にて）

【堀井運送 堀井昭子】
第11支部初の管外研修会が、11月16日大晴天の
下、開催されました。
21名の参加者を乗せ、サロンバスは一路修善寺

へ。車内では、
支部長、副支部
長のご挨拶に続
き、参加者が自
己紹介。さっそ
く車内は、懇親
ムード一色に。
それでも、『研
修旅行』のタイ
トル通り、ビデ
オを見て学びま
した。ビデオの
感想などを口々
に語りながら、
お昼の宴会の予
行演習（？）に
移行し、すっか
り気分も上々と
いう頃、バスは

《第11支部》

◆新鮮な魚介類・温泉
・ショッピング バスの旅◆

（タカアシガニをお腹いっぱい食べて…）



ひとえに、企画・準備・進行の方々のご尽力に
よるものと心から御礼申し上げます。お一人でも、
家族ぐるみでも気軽に楽しめる偉大なスポーツ、
ボウリングで、皆さんも老化にストップをかけま
しょう。
さて、夫婦間に至っては、日常生活の二人三脚
も上手く行く事請け合いです！！

続いて、尺八演奏家３人による『さくらさくら』
他の合奏、次いで虚無僧が伝えて今日に至ったと
いう、本曲の鶴の巣籠もりと鹿の遠音を聞きなが
ら、しばし幽玄の世界に浸りました。
深い余韻を残して演奏が終わり、いよいよ第２
部・『懇親の夕べ』です。溝口顧問の乾杯に唱和
のあと、会食と懇談の時を過ごしました。
一段落し、今度はビンゴゲームの始まりです。
第９中央支部の亀田さんによる軽妙な司会に、大
笑いしながら、リーチ・ビンゴと場内が熱気に包
まれました。全員に景品が行き届き渡ったところ
で、第９中央支部・高野支部長の閉会の辞でお開
きとなりました。
正に値千金の一刻でした。役員の皆様、ありがと
うございました。
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【奥山管材機器 森谷　正】
10月４日、昨年に引き続き、第９中央・本町・10
支部合同による「特別研修とグルメの夕べ」が、
サンプラザにて、約100名の会員の皆様とご来賓を
お迎えして盛大に開催されました。
第９中央支部の井上さんの司会で、第９本町・
海老澤支部長の開会の辞に始まり、藤井副署長、
江藤副会長の挨拶に続いて、第１部・研修会が始
まりました。
税理士の山下先生により『黒字でも倒産するの？』
と題して、キャッシュフロー会計に的を絞った、
大変に有益な講義を聞く事ができました。

《第9中央・本町・10支部合同研修会》

◆3支部合同
特別研修とグルメの夕べ◆

素晴らしい尺八の音色にうっとり…

（私達夫婦で優勝・準優勝でした）

（講師の山下先生）

【 正栄機械製作所　青野良秀　青野みゆき】
毎年恒例となりました「５支部合同親睦ボウリ
ング大会」が、11月21日、サンプラザボウリング
場にて盛大に行なわれました。高野支部長の軽快
な挨拶をスタートに、総勢80名が豪快に、弾ける
ように盛り上がりました。
２ゲームがあっという間に終わってしまう程、
楽しいひと時でした。優勝、準優勝を、夫婦で獲
得しまして、本当に嬉しい限りです。何事も、格
好から入りたがる性格が功を奏したのでしょうか
（？）、マイボウル、マイシューズで投げていたの
は、私達夫婦だけだったとか。
さて、ビールの美味しさもひとしおの表彰式で
は、抜群の豪華賞品の楽しみもあり、終始にぎや
かで、地域密着ならではの繋がりと、親しみやす
さが印象的でした。

《5支部合同ボウリング大会》

◆夫婦で勝ち得た
・大ボウリング大会◆
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「税を知る週間」の記
念行事として、恒例とな
っている「特別講演会」
が、11月18日、中野サン

プラザに、104名の方に参加していただき開催され
ました。
中野法人会の飯田会長の挨拶のあと、プロフィ

ールの紹介。登壇した講師は、いきなりバック転
を。会場があっと言う間もなく明るく元気な第一
声で開始。「こんな渡嘉敷でも、一生懸命やれば世
界チャンピオンになれる、そんな話をしたいと思
います」と前置きし、大要次のようなお話をされ
ました。
沖縄県で生まれ、出稼ぎで兵庫県は宝塚にて育

ちました。当初は、沖縄県出身ということで良く
いじめられている子供がいました。私も沖縄出身、
私が強くなれば、みんなを守ってあげられると思
い、敢えて、どんどん悪さをしました。自分の方
に目を向けさせたんです。その事が幸いして、い
じめもなくなりました。
その後は更に悪さに拍車がかかって行きました。

警察や裁判所から呼び出された事もありました。
こんな私が、努力という事を中学のマラソン大

会で覚えました。中学１年・２年のマラソン大会
ではいつもビリでした。１日に３時間しか寝ない
で遊びまわっていたからです。しかし、最後のマ
ラソン大会くらい、びしっと決めたいと思い、い
つも優勝している友人と1カ月前から練習し、その
大会で区間賞を取りました。
高校には行かずに働こうと思っていましたから、

勉強もあまりしませんでした。ただ、廻りが皆高
校に行くと言うので、私も行こうと決意し、先生
に申し出ました。
兵庫県では無理だと言われ、大阪の高校に行く

事にしました。願書を提出してから、信じられな
い程の問題集、参考書を買ってきて猛勉強しまし
た。その結果、なんとトップクラスで入学出来た
んです。
ある時、親父が「今日、沖縄出身のボクシング

の世界チャンピオン具志堅さんの試合がある。お
前も悪い事ばかりしていないで、具志堅さんの爪

の垢でも煎じて飲め！」と言われました。当時ボ
クシングには興味がありませんでしたが、テレビ
で試合を見る事にしました。もう壮絶な試合で、
具志堅さんは、ダウンしながら、血だらけになり
ながら、顔を腫らしてもどんどん相手に向かって
いきます。この時、私は16年間生きてきて、一番
熱い感動を覚えました。
具志堅さんが私と体重も身長もあまり変わらな

い事を知り、上京してこの人を倒そうという夢が
できました。
高校を止め、半年間で百万円を貯め上京しまし

た。新宿でアルバイトを見つけました。そこから
一番近いジムが、なんと、代々木にあった具志堅
さんが所属していたジムで、私は即入会しました。
入会してからは、とにかく練習をしました。毎

日4時間、朝も15キロ走りました。とにかく強くな
りたかったんです。力が衰えた具志堅さんを倒し
てもしかたないと思い、早く強くなりたかったん
です。
ところが、入会して２年後に同門同志は戦えな

いと知ったんですけどね。
その時、夢は絶たれたと思い、1週間くらい、本

当に悩みました。
具志堅さんはとても私を可愛がってくれました

から具志堅さんが取られたタイトルを、いつか自
分が取り返せば、という夢に切り替えました。
そして、具志堅さんが負けてから、８カ月後、

私は圧倒的な無敗のチャンピオンに挑み、勝ち、
そのベルトを取り返したんです。
具志堅さんという世界一良い見本が、そばにい

たから、世界チャンピオンになれたと思っていま
す。
引退後、３カ月間は荒れましたね。夢がなくな

ってしまいましたから。
それから、かくし芸大会の話が来た時、気晴ら

しにやってみようと思い引き受けたら、これが意
外におもしろくて、よし新しい世界で勝負しよう
と決めました。
すぐに、俳優養成所に行き、発声練習、セリフ、

演技の勉強、アクションの勉強をしました。ジャ
ズダンスにも行きました。芸能関係の勉強を１年
間一生懸命にやり、その後「風雲たけし城」でデ
ビューしたんです。
今は、ボクシングの世界に戻り、選手をとにか

く育てたいという夢を持っています。
三年間、トレーナーの勉強をして、中野区は弥

生町にジムを開きました。
現在、東洋チャンピオン一人、世界ランククラ

スが一人います。
夢を持ったら、取敢えずその世界に入ってみて、

そこでベストを尽くせば、必ず結果が生じる事を
確信して、皆様共々にがんばりましょう。

（
本
当
に
努
力
の
人
な
ん
で
す
ネ
〜
！
）

„ 特 別 講 演 会 „

『当たって砕けろベストを尽くせ』
講師：渡嘉敷勝男氏（元世界フライ級チャンピオン）
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