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○

司会
（堀井広報委員）
： 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致しま
す。今年も新春対談ということで企画をさせていただきました。宮田署長と飯田会長には、それぞれ
のお立場から忌憚のないお話しをいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。

○

中野はバランスのとれた活気溢れる街

署長

会長

署長、明けましておめでとうございます。

う印象を受けますね。商店街も活気があっていい

昨年中は大変にお世話になりました。本年もど

ですね。それでいて、一歩路地を奥に入ると落ち

街を歩いて見ますと、若い人が多い街とい

うぞよろしくお願いいたします。

着いた住宅街が多く、バランスがとれた街という

署長

印象ですね。

明けましておめでとうございます。中野法

人会の皆様方には、税務行政全般にわたり、ご理

会長

解とご協力を頂きまして、誠にありがとうござい

りに流れてしまって、中野は若者が少ないんじゃ

ます。本年もよろしくお願いいたします。

ないかと思っていたのですが、外からお出でにな

堀井

った方にそう言っていただくと、私も意を強くし

はじめに、昨年の異動で中野にお見えにな

私たちから見ると、若い人は隣の新宿あた

られた宮田署長に、中野の印象についてお伺いし

たというか、大変心強いです。

たいのですが、

署長

バランスという事でお話すると、中野署の
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特徴として、税収を見ますと、非常に偏りのない

勧奨を頑張り

バランスのとれた税収の構造をしております。都

ましょう」と

区内に48署ありますが、その中でもバランスのと

簡単に言いま

れた署であるということがいえると思いますね。

すが、じゃあ

会長

確かにおっしゃる通りですね。私は中野で

具体的にどう

生まれて育ちましたが、中野はみんな平均点以上

したら良いの

じゃないかと思っております。飛びぬけたものは

かというと、

ないけれど、都心への交通の便も良く、住むにし

いろいろなご

ても仕事をするにしても平均点以上かと思ってい

苦労があると

ます。

思いますね。
会長

そうで

宮田署長

法人会は経営者の皆様の為の良き団体

すね。毎年、会員増強月間には、支部ごとに獲得

堀井

目標を設定して取り組んでおりますが、役員だけ

ところで会長、会長に就任されて２期目の

本年の抱負をお伺いしたいのですが。

が頑張っても目標をクリアーすることは不可能で

会長

会長となって２期目といっても、まだまだ

す。やはり、会員の皆さん一人一人のお力が必要

新米という感じがしております。ただ、１期目に

ですよね。そこで、会員以外の方に法人会の活動

は、皆さんにご協力いただき、長年の課題であっ

をPRするのは当然ながら、現在の会員の皆さんに

た会費の改定を行うことが出来ました。世間の情

も法人会の現状をお知らせして、役員だけでなく、

勢もあり、会員数の減少という多少の痛みも伴い

会員の方々も新規会員の獲得に動いていただきた

ましたが、やっと組織の強化拡大のスタートライ

いというPRをしていく必要があるのではないでし

ンに立てたかなと思っております。これからは、

ょうか。それと現在は、主に支部単位で加入勧奨

役員の皆様共々頑張って、何とか組織率を上げて

運動をしていただいているのですが、最近は若い

いきたいと思います。そのためには法人会に魅力

経営者も増えているようですから、青年部会や女

がないといけません。事業研修にしても、皆さん

性部会の皆さんにも、部会員の持っている柔軟な

がやって良かった、参加して良かったと言われる

思考と行動力発揮していただいて、支部の加入勧

ような事業をしていかなければと思っております。

奨とは違う角度から新しい仲間の獲得に取り組ん

抱負といえば、この事に尽きると思います。
堀井

でいただければと期待しております。
署長

ありがとうございます。会員拡大に尽きる

具体的な方法については、役員の皆さんを

という事ですね。

中心に機会あるごとに議論を積み重ねるなど、役

署長

昨年の定時総会の資料を拝見しますと、長

員も一般会員も共通の認識を持って、法人会全体

引く不況や会費改定の影響もあるんでしょうか、

として一丸となって取り組む、この姿勢は大切で

確かに退会者数は増えていますね。でも、年間の

すよね。

新規加入者数は、前年実績を大きく上回ってます
よね。

権利と義務・積極的に法人会活動に参加を

会長

会長

そうですね。一歩下がっても二歩前進する

よく法人会に入るとどんなメリットがある

とでも言いますか、役員をはじめ会員の皆さんが

かという話になります。各種研修会や異業種交流

一生懸命頑張って下さった結果だと思っておりま

などいろいろありますが、会員になっただけでそ

す。大変有り

のメリットを実感できるのかというと少し違うと

難いことに、

思います。私は、権利には義務が伴うものだとい

昨年あたりか

つも思っています。権利ばかり主張して、義務を

ら支部活動も

果たさなければいけないと思うんです。法人会の

非常に盛んに

メリットも、研修会や行事に積極的に参加するな

なってきてお

ど、メリットを自分から求めようとすれば、それ

ります。これ

なりのメリットが得られると思うんです。

も要因の一つ

署長

かと思います

ろんな会合に出席することで、自分の今まで知ら

ね。

なかった世界が見えてくるわけですからね。そう

飯田会長

署長

「加入

まさにおっしゃる通りですね。やはり、い

いうことを踏まえていろんな人の考え方、会の活
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平成16年１月１日
動が分かることによって広がっていくのではない

いと思います。

かという感じがします。
会長

お百姓さんよりも上手い野菜作り（？）

先程、法人会に魅力がなければいけないと

申したのですが、支部研修を開催する場合に、会

堀井

員に周知して参加してもらうのは当然ですが、例

を変えまして、趣味や最近興味のあることなどに

えば、その地区の掲示板に案内を貼らせていただ

ついてお伺いしたいのですが、いかがでしょう？

いて、会員でなくても参加でき、そして参加して

署長

良かった、法人会に加入したいと思われるような

最寄の駅前には田んぼがございます。駅のホーム

やり方もあるんじゃないかと思っています。実際、

にいながら稲の生育状況が手にとるように分かる

年２回行っている生活習慣病健診については、一

という、非常に環境の良い所に住んでいるんです。

般の病院で受診するより随分割安で受けられると

ですから、何か体を動かすことはできないかと

言うことで好評なんですが、会員以外の方でも受

思いまして、日曜菜園をやっております。近所に

診できることにしております。この生活習慣病健

約60坪ほどの土地を借りて季節の野菜を育ててお

診をきっかけにして法人会に入会していただいた

ります。この間も、たまたま通りかかった農家の

方もいらっしゃいます。言葉だけではなく、法人

方が、私の野菜を見て、あまりにも実りが良いっ

会のメリットを実感していただいた良い例ではな

て言うのですか、褒めていただいたものですから

いでしょうか。

天にも昇るような嬉しさで、土曜日、日曜日には

署長

ありがとうございました。ここで少し話題

私は、千葉県の佐倉に住んでおりまして、

法人会では年間100回を超える研修会を開

畑に通っています。茄子、胡瓜、トマト、ピーマ

催しているそうですが、その中でもパソコン講習

ン、ニガウリやじゃがいもなど、最盛期にはとて

会は人気のある講習会で、法人会の会員の方が講

も自宅だけでは食べきれませんので、近所に配っ

師をなさっていると伺っております。確かに税務

てますよ。

関係の研修も大切ですが、会員さんが自分の得意

堀井

お一人でなさっているのですか。

分野を活かして講師を務める研修会や講演会など

署長

はい、私は作る人で、女房が収穫する人と、

も、会員企業のPRの場にもなりますし、会員以外

分業でやっております。

の方も参加しやすいのではないでしょうか。

堀井

いいご趣味ですよね。

会長

会長

今、署長のお話を聞いて、羨ましいと同時

それと、地域を大事にするというのは、こ

ういう会に入っているからだと思うんです。地域

に懐かしくなりました。実は、私は31年前、29歳

の人といろんなお付き合いをしていると、例えば

の時に大病をしまして、半年ほど入院しました。

買い物するにしても、どうせ買うなら中野で、近

退院後もしばらく静養しておりまして、その当

所で、という事に自然になってくるものではない

時には、少し庭もありましたので、茄子やピーマ

でしょうか。

ンなどを作ってましたよ。これは、歳をとってか

堀井

らだと自慢できるんですけれど、そのころは自慢

私は、生まれてずっと中野に住んでおりま

すけど、地域という考え方は子供のころはありま

できないんですよね。

せんでしたね。法人会に入り、その他の団体にお

盆栽とまではいきませんでしたが、花作りもし

世話になるようになってはじめて地域性を非常に

ましたよ。ところが、自慢できるような歳になっ

意識するようになってきたというのが実情です。

たと思ったら、なんと庭がなくなってたんですね。

ですから、一人でも多くの方に法人会のいろん

これは、税制の問題も絡んでいるのですが。

な会合に参加していただいて、盛り上げていきた

週一回…三つの決め事を実践！
堀井

会長は現在、何かなさっている事はござい

ますか。
会長

私は今、週に１回何とかしようという事が

３つあるんですよ。一つは週１回酒をやめること。
それと、プールに行くこと。これは昔水泳をや
ってましたのでね。もう一つは、これが一番贅沢
な遊びなんですけど、週１回ゴルフすることです。
これを目標にしています。１番簡単なのはお酒
ですね。月曜日はお酒を飲まない日と決めていま
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す。でも、お酒を飲まない時は、夜は何もやるこ
とがないんですね。ついでに月曜日はあまり面白
いテレビ番組もない。そこで、DVDレコーダーっ
ていうので撮っておいて、映画鑑賞しています。

ニーズに合った新しい制度の活用を
堀井

お二方とも、健康的な生活をなさっていて

凄いですね。
ところで、もうすぐ確定申告の季節ですね。
署長

はい、今年も贈与税は２月２日から、所得

税は２月16日からです。今年も申告書の自書作成

でも、機械ではできない仕事もあると思うんです

と早期提出にご協力のほど、よろしくお願いしま

が。

す。

署長

会長

会長のおっしゃる通り、税務署の窓口とい

うものが従来とは大きく変化してくるのかなと言

今は、自宅のパソコンで確定申告書が作成

できるんですよね。昨年、倅がやってたんですよ。

う感触は持っております。受付、相談事務の多く

カラープリンターを使うと、もらってきた申告書

を機械がとって代わるとしたら、残るは、広報、

と同じような感じで出てくるんですね。ほんとに

指導と調査ということになる訳です。税務行政の

便利ですね。

柱である課税の公平は調査によって保たれるとい

署長

うことが言えると思います。

そうですね。今年で３年目になるんですが、

国税庁のホームページを開いて、そこに申告書の
様式の画面を出して、数字を入力することによっ

法人会は人と人との大きな輪

て自動的に申告書ができる時代になってきていま

会長

す。それから今年から電子申告制度も始まります。

は、やって頂かなければならないことですよね。

こちらは東京国税局管内では今年の６月からに

正直者が損をするようでは困ります。それと同時

確かにそうでしょうね。公平と言う意味で

なりますが、インターネットを利用して所得税、

に指導も是非お願いします。

法人税、消費税の申告と全税目の納税、主な申請、

署長

届出ができるようになります。10年前では考えら

税務署の仕事と法人会の事業目的が一致している

れなかったことが、今や現実となっている訳です

わけですから、法人会で税務研修会等を開催する

ね。今年は、サラリーマンの方が、日曜日に確定

際には税務署の担当官を講師として派遣して、大

申告の相談をしたいという需要があるということ

いに活用していただければと思っております。会

で、確定申告期間中の２月22日と29日の両日は税

員に対する研修はもちろん、地域の人に対する研

務署が開きます。しかし、今やパソコンの普及台

修という形でも積極的にやっていただければ、署

数は７千万台といわれております。当日は相当の

としても積極的に講師を派遣したいと考えており

混雑も予想されます。わざわざ税務署にお出でに

ます。

ならなくても確定申告書は作成できることを多く

会長

の納税者の皆さんに知っていただき、また、ご利

税務研修会等に署の方に来て頂いているという事

用していただけるようPRしていきたいですね。

を会員以外の方にもアピールしていきたいですね。

会長

堀井広報委員

今後、

そうですね。税知識の普及ということでは、

以前からやっていることではありますが、

法人会に入る事で、もっと税務署が身近に感じ

電子申告や

られるようになることをですね。これからも、皆

パソコンに

さんの意見をお聞きしながら、いろいろ試行錯誤

よる申告書

を繰り返しながら、新たな課題に挑戦して参りた

の作成が浸

いと思っておりますので、更なるご指導をよろし

透していく

くお願いいたします。

と、税務署

署長

へ出かける

着した魅力ある法人会となるよう期待しておりま

ことも少な

す。

くなるんで

堀井

しょうかね。

した。
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長時間にわたり、大変ありがとうございま
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新年あけましておめでとうございます。
社団法人中野法人会の役員並びに会員の皆様に
おかれましては、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、我が国経済は、企業収益の改善傾向など、
景気回復の動きも見られますが、今後の先行きは
極めて不透明であります。今後の都税収入の伸び
も多く期待することは難しく、都財政を取り巻く
情勢には依然として厳しいものがあります。こう
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した状況の中、東京都では、昨年10月「第二次財
政再建推進プラン」を策定致しました。
東京に活力を呼び戻すため、財源不足を解消し、
強固な財政基盤を確立することを目的とするもの
でございます。
プランの中で、主税局にとりましては、個人都民
税を始め税全体の徴収率の向上が大きな課題とさ
れております。わたくし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、社団法人中野法人会の皆様方のご事業
の益々のご発展、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。

平成15年度 納税表彰者
去る11月４日、東京プリンスホ
テルにおいて、納税表彰式が挙行
され、当法人会副会長・江藤利雄
殿が、東京国税局長表彰を授与さ
れました。本当におめでとうござ
います。
又、11月10日、サンプラザにおいて、平成15年
度の納税表彰式が挙行されました。
法人会の活動を通じ、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、宮田署長よ
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は次の通りです。
尚、第３支部副支部長の松本様は、東京小売酒販
組合野方支部長として受彰されておりますが、法

署長表彰受彰者

人会としてもご紹介をさせていただきます。又、
新年賀詞交歓会の席上、改めてご紹介をさせてい
ただく予定です。
（順不同）
《中野税務署長表彰》
榎本
一殿 （理事・第１支部長）
松本 英夫殿 （理事・第３支部副支部長）
三輪喜久子殿 （理事・第８支部副支部長）
《中野税務署長感謝状》
秋元 良宣殿 （理事・第11支部長）
青柳
保殿 （理事・第１支部副支部長）
田中 秀和殿 （理事・第４支部副支部長）

署長感謝状受彰者
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平成16年１月１日

都 税 だ よ り

東京都中野都税事務所

◎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（電話03−5388−2924）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16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。

◎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16年２月２日bですが、期間間
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、市役所、町村役場へお問い合わ
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15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をしてくだ
さい。
q住宅を新築・増築した場合
w住宅を全部又は一部取り壊した場合
e住宅を建て替えた場合
r家屋の用途を変更した場合
t土地の用途（利用状況）を変更した場合
y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16年２月２日b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。

◎「にせ都税事務所職員」にご注意を！
最近、都税事務所職員の名前をかたり、電話で
法人のFAX番号や、個人の家族構成・金融機関の
口座番号等を聞きだそうとする「にせ電話」が多
発しているほか、税金の集金を装い、直接都民宅
を訪問する事例が発生しています。
東京都の税務職員は、電話や訪問時に必ず、所
属・氏名を明示しています。不審と思われる場合
は、応対する前に、都税事務所にご確認ください。
中野都税事務所 TEL 3386−1111
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税を知る週間

特 別 講 演 会„

『巨大都市江戸に学ぶ』
講師：竹内誠氏（江戸東京博物館館長）
毎年恒例の 税を知
る週間 の一環である
『秋の特別講演会』が、
11月17日サンプラザで開催されました。
今回は、講師に、江戸東京博物館館長・竹内
誠氏を招聘し「巨大都市江戸に学ぶ」と題して
講演をしていただきました。本年は、おりしも、
江戸開府四百年、その意義・江戸の平和が、何
故二百年以上も続いたかなどをお話していただ
きました。その要旨を掲載させていただきます。
まず、テーマの巨大都市江戸という事につい
てですが、江戸という町は、家康が本格的な都
市づくりを始めてから、1世紀後に百万都市にな
ります。京都や大阪は40万〜50万。ロンドン、
パリも60万〜70万でしたから、世界で一番大き
な都市が江戸であり、あえて巨大都市と言わせ
ていただきました。

江戸は圧制社会ではなく平和社会である
（シュリーマンの日本見聞記から）
１．この国には、平和、行き渡った満足感、
豊かさ、完璧な秩序、そして世界のどの
国にも増して、良く耕された土地が見ら
れる。
２．日本人の住宅は、おしなべて清潔さのお
手本になるだろう。
３．もし文明という言葉が物質文明を指すな
ら、日本人は、きわめて文明化されてい
ると答えられるだろう。――その教育は、
男も女もみな仮名と漢字で読み書きできる。
以上は、幕末の日本を見聞した外国人の記録
です。今まで私たちが考えていた江戸時代像と
ずいぶん違いますね。２世紀半近くも平和を維
持した時代だったという事は、すばらしい事で
す。ですから文化も経済も大いに発達したので
す。そして、江戸の人々の知的レベルは、かな

江戸時代にタイムスリップしたかのよう…
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り高かったようです。
今と比べて良い点があったら、現代風に解釈
して、江戸のエネルギーをもらおう、知恵や夢
をいただこうと思いますし、それが、江戸開府
四百年の意義なのです。
江戸の町は、70％が武家屋敷、15％が寺社地、
残りの15％に町人が住んでいました。又、銭
貨・銀貨・金貨の三貨が通用していました。大
工さんが一日働いて五百文です。この五百文で、
最低限、１ケ月分ですが、家賃が払えたわけで
すから、安かったですね。
江戸時代の人たちは、他人を前提として暮ら
していました。人様を気にするという事は、人
様への思いやりとか気遣い、気配りが自ずと培
われます。江戸には、両側町というのがたくさ
んありまして、道をはさんで同じ町内です。そ
のため道路が町内の広場になったり、子供の遊
び場になったり、涼みながら情報交換の場にも
なっていたようです。
又、江戸時代の人たちは、良く貧乏だといい
ますが、先程の大工さんをみてもお分かりのよ
うに、一日働いて五百文、まして月に二十日間
働いて、一年で考えると、銀で言えば一貫百文
位の数字になりますし、住居費が８％で物すご
く安いですから、交際費として、人との付き合
いにも、ちゃんとお金を使っていたことが伺わ
れます。
今、江戸時代の雰囲気を味わおうと思ったら、
小金井の江戸東京たてもの園に行ってみて下さ
い。
「千と千尋の神隠し」の監督、宮崎駿さんは、
そこでこの映画の構想ができたと言われており
ます。宮崎さんは、
『戦後の日本は、歴史意識を
なくし、常に、とりあえず、でやってきました。
そして最も適応力のない、生命力のない人間、
好奇心がなく他人に無関心な人間を作り出しま
した。――他人を前提にして暮らすことや、つ
つましさ、かつてはこういう生き方があったと、
江戸東京たてもの園に行くと、我に返ることが
できるんです。
』と言っておられます。
和歌山の侍が、江戸に来て、江戸の事を書い
た「江戸自慢」という随筆がありまして、当時
の人々の生き方を顕著に読み取る事ができます。
私は、江戸に住んでいた人たちの心、あるい
は知恵を、もう一度思い出してみていただいて、
皆様のこれからの生きる道に何か学んでもらえ
ればと思います。
と結ばれ、講演会は盛会裡に終了しました。

平成16年１月１日

【第12回源泉所得税の実務講座】ポイントを押さえた講義に感謝
1イスクラ・ファイナンス 山内 衛
率直なところ、小生自身、源泉所得税というものに
は関心が薄かった上に、経理実務面でも会計士事務所
に依頼するところが大半でした。
勉強しなくては、と常々思っていた矢先の企画だっ
たので、今回10月６日、７日にかけて行われた講義に
参加させていただき、学習期間は短かったものの大い
に得るところがありました。
講義は、所得税法の簡単なガイダンスから、源泉徴
収制度における様々な所得に対する源泉徴収の方法と
意義、昨今外国人労働者の増加に関連した居住者・非
居住者・法人の区分やそれらが受ける所得の範囲、所
得税の納付、非課税とされる給与、控除の種類や手続
き、計算方法などなど、限られた時間内ですがこれだ
けは最低限必要と思われる内容を、例題をつかい計算
を交えながら丁寧に教えていただきました。
普段あまり意識しなかったいろいろな税法の解釈や
処理に、今回あらためて教えられることがいくつもあ
り、知識として覚えておくだけでもずいぶんと役にた

【第11回法人税の実務講座
1鷺宮製作所

須賀

つと思います。
講師の方には簡にして要をえた
講義をしていただき、わかりや
すい内容でまことにありがたい
ものでした。
絶えず新しい知識を得ること
は大切だと思います。こういう
機会あるごとに是非とも参加さ
せていただきたいと思います。

講師の平野審理官

本当に解り易い講義でした

なるほど実務講座！
規泰

法人税についての講座としては、私自身にとって、
初めてでほとんど予備知識もなく、また「難解」と
いうイメージを持っていました。
しかし、2日間にわたり受講してみて、そのイメー
ジは払拭されました。参考書を読むだけでなく、講
座の受講を併用することが有用である事を実感しま
した。
講座の内容は、例題の数字を基に税務申告書を作
成していくというもので、その過程で基本となる考
え方や誤り易い箇所を解説していただきながら数字
を記入していくというものでした。
また、今年度の税制改正に関しての解説などもあ
り、日常業務の上での情報収集の場としてもとても
意義のあるものでした。
今回、この講座に参加させていただき、多くの知
識習得と実務経験を重ね、日々「よい仕事」が出来

るよう心がけたいと改めて感
じることが出来ました。次回
も受講したいと思います。
講師の先生、法人会事務局
の方々には、本当に有り難う
ございました。
講師の丸屋審理官

即、実践に使えます

掲示板（中野法人会 行事予定表）
月
１

２

日
８
〃
〃
〃
16
21
22
５
８・９
17・18・19・21
18
26

曜
木
〃
〃
〃
金
水
木
木
日・月
水
木

行
事
理事会
正副会長・総務・事業合同会議
新年賀詞交歓会
懇親パーティー
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
青年部会第126回管外研修会
生活習慣病健診
決算法人説明会
新入会員・特別交流会
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時
間
3：30〜4：15
4：15〜4：30
5：00〜5：50
5：50〜7：20
4：00〜
1：30〜3：30
1：30〜3：30
1：30〜4：00

1：30〜3：30
5：30〜

備
考
日本閣１Fファンタジア
〃
〃
〃
サンプラザ20F
法人会館
法人会館
法人会館
箱根・南風荘
中野ゼロ小ホール
法人会館
サンプラザ11F 弥生の間
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支 部 だ よ り
《 第1支部 》

◆秋の箱根路、ベゴニアに感嘆◆
【大和産業1 青柳 保】
11月９日a午後１時 鷺宮駅集合、衆院選投票
日と重なり、心配していたが参加者全員集合。小
田急ロマンスカーでの箱根路へとスタート。会員
同志、会話も弾み、車窓から眺める都会の変化に
びっくりしながら楽しい雰囲気になった頃、突如、
幹事から車中税務勉強の時間になった旨、宣言。
早速、クイズに挑戦、あなたはどのくらい知って
ますか？…に始まり
「消費税が変わります」
「少子、
高齢化に対応した税制改革」等、税知識向上の旅
は続く。いつしか最終駅、湯本に到着。ベゴニア

園（駅から５分）へと向かう。
ベゴニアは花の女王といわれ、直径20bを超え
る大輪の花を咲かせるこの花は、人の心を和らげ
る色彩豊かな色をつくり出すと聞く。見学者は異
口同音に「すばらしい」
「奇麗だ」と驚嘆、さすが
「地上の最も美しい花」ベゴニアと感じ入った次第
です。
駅に着いた頃から降り始めた秋雨は、夕暮れの
肌寒さを覚えたが、ベゴニア園見学のあとは寒さ
を置き忘れた爽快な気分に変わっていたのがなん
とも言えない心地よさであった。
疲れを感じさせない実多い秋の税務研修旅行会
であった。

ベゴニアって種類が多いんだね〜

イヨー！北の勇姿

《 第2支部 》

◆日本の伝統芸、落語に感嘆◆
【1サンエイ 橋本 茂男】
秋も一段と深まり、木々が美しく色づいた11月
６日、第２支部では、会員相互の親睦、従業員家
族の慰安を兼ねて、昨年大好評だった「落語の夕
べ」を開催しました。
会場は、昨年同様、沼袋の禅定院ホールをお借
りし、立派な特設会場ができました。
先ず、会場に上がる前に、お寺の庭を散策し、
紅葉を楽しみ、東屋でお弁当…秋を満喫いたしま
した。
いよいよ６時半開場、杉山支部長からは、会員
の皆様へ日頃のお礼の言葉が…。

挨拶する杉山支部長

よく笑わせてくれました。お二人さん

出囃子とともに前座か
ら真打まで、漫才・落語
と得意の話芸を披露。会
場は、割れんばかりの爆
笑に次ぐ爆笑。
さてトリは、古今亭し
ん五さん（落語協会理事）
の登場…さすがの名調子
に拍手の連続。参加者70
名全員が、久しぶりに日
本の伝統芸、江戸情緒を
堪能しました。
さすがぁ しん五師匠
図らずも今年、江戸開
府400年の年に相応しい行事になりました。

アゴが外れるかと思いましたよ
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平成16年１月１日

支 部 だ よ り
《第4支部》

◆第22回親睦ゴルフを開催
支部長が優勝！！◆
【3きくや洋品店 石井 光雄】
11月６日、前日の雨もすっかり上がり、第４支部
恒例の第22回・親睦ゴルフコンペが、富士カント
リー富岡倶楽部にて開催されました。総勢22名が、
熱戦を展開しました。
６時10分、ampm前を出発、かなり早朝のスタ
ートですが、車中は和気藹々、日頃から仲の良い
仲間同士、話し声が耐えません。あっという間に
目的地に到着。今回も新ペリア方式で熱戦、又、

今年も素晴らしい仲間が勢揃い

順位は、生年月日、ローハンディで、結果は次の
ようになりました。
¡第一位 鳥居憲夫氏 大成食品1
GROSS 85 HDCP 13.2 NET 71.8
¡第二位 大塚強夫氏 1興和
GROSS 91 HDCP 16.8 NET 74.2
¡第三位 西島武彦氏 1西島畜産
GROSS 97 HDCP 22.8 NET 74.2
¡ブービー賞 島根重子氏 2千草園
¡支部長賞 松澤好男氏 2足立屋洋品店
他 各賞多…。
来年こそは、と闘志満々で帰路に着きました。

熱戦のあとのビールはウマイ！

《第7支部》

◆芸術の秋＆食欲の秋を満喫◆
【1建築設計エスカルゴ 鈴木 照男】
今回は、秋にふさわしく文化的色彩があり格調
の高い、芸術とグルメを満喫しようという企画で
す。新宿の夜景が一望できる会場で、美しい若い
女性演奏家２人によるミニコンサートとグルメデ
ィナーが、10月９日日本閣にて開催されました。
ハープ奏者の片岡詩乃氏とヴァイオリン奏者の阿
部奈穂子氏によるミニコンサートとグルメディナ

二人の息もピッタリ

ーに総勢75名が参加しました。
オープニングとして２曲演奏後、阿部支部長の
挨拶そして石井副支部長の乾杯でグルメディナー
が始まりました。お腹を一杯にしたところで、コ
ンサートの再開です。ハープの独奏曲そしてヴァ
イオリンとの協奏曲と演奏は続きます。美しい音
色に心が洗れる気分です。曲の合間にお二人によ
る語りもあってとても親しみがもてました。参加
者の皆が、とても格調高くそれでいてゆったりと
楽しめたと、感想を述べられていました。

素敵な音楽・料理、幸せで言う事ありません
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支 部 だ よ り
《第8支部》

◆恒例の税務研修会＆
支部交流会◆
【三輪商工1 三輪喜久子】
前日の雨が嘘の様に晴れ、美しい紅葉がライト
アップされた11月26日、恒例の支部研修会が、日
本閣で開催されました。中野税務署より、町田第
一統括官、野村審理上席調査官をお迎えし、
『中
小企業税制を利用したい時』のテーマで「事業承
継の円滑化のための措置」
「情報通信機器等投資
促進税制」
「中小企業技術基盤強化税制」などに
ついて研修をしていただきました。
今回は、37名が参加され熱心に研修。質疑応答

なるほど、なるほどね〜〜

に至っては、予
定を大幅に上回
るほどの充実し
た研修会でした。
ここで署の方
が退席され、第
２部の交流会は、
高波前支部長の
乾杯でスタート
講師の野村上席
挨拶する町田１統
いたしました。
お待ちかねの抽籤会は、女性部会が担当し、老
舗「とらや」の羊羹やボジョレヌーボーなどに人
気が集中しました。
酔うほどに、カラオケタイムでは、玄人裸足の
方が続々登場され、ダンスに興じるカップルもお
り素晴らしい一時でした。
毎年、景品をご提供していただいている宮園オ
ート様には、大変感謝いたしております。来年は
どんな景品かしら…と、世話役の一人として、思
わず頭の中が巡ります。柳会計監査の中締で、後
ろ髪を引かれる思いで閉会となりました。
歴代支部長のお人柄か、暖かいホットする第８
支部。この良き伝統をいつまでもと思いながら帰
路に着きました。

《第11支部》

◆紅葉の水上温泉で心身共に
リフレッシュ！◆
【堀井運送1 堀井昭子】
11月16日、第11支部『一泊研修会』が開催され
ました。あいにくの雨天にも関わらず、参加者の
笑顔と共に、バスは新潟へ。車中、
『コンプライア
ンス経営』についてのビデオを鑑賞し、税金クイ
ズで学ぶうち、清津峡に到着。名物へぎそばを堪
能した後、日本三大渓谷の一つに数えられる渓谷
へ。ここでは、往復1500メートルにわたるトンネ
ルが掘られ、三ケ所の見晴らし所から、美しくそ
びえたつ岩壁と渓谷を見学することができました。

ダンディな支部の壮年の皆さん

夜は水上で温かい温泉に迎えられ、リラックスし
たところで、賑やかな大宴会。翌日は、舞茸セン
ター・卯三郎こけしの製作を見学した後、水沢観
音に詣で、名物水沢うどんに舌鼓を打ちました。
第11支部では、昨年に引き続き第二回目の研修
旅行でしたが、研修に加え支部の皆さんと友好を
深める又とない機会を持つことが出来ました。こ
のように楽しく為になる法人会に参会してくださ
る方が増えるよう、来年以降も誘い合わせて参加
したいと思います。企画・運営の労をおとり下さ
った皆様、本当に有難うございました。

水上はホントに良かったですよ〜
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平成16年１月１日

支 部 だ よ り
《第9中央・第9本町・第10支部》

◆秋の税務研修会と
懇親の夕べ◆
【1エスピーブレイン 山田祐司】
10月22日、中野サンプラザにて「秋の税務研修
会」および「懇親の夕べ」が開催されました。何
かと行事の多い時期ですので、昨年は２日に分け
て行っていた２つの事業を１日にまとめて開催し
てみようということになりました。その甲斐があ
ったのか、参加者も112名を数え、密度の濃い会合
となりました。
来年度より免税点や表示方法が大きく変わる
「消費税」についての研修は、法人課税第一部門の

講師の早川上席

早川主担上席に講師をお願いし、予定時間いっぱ
い、質疑にもお答えいただきました。ここで署の
方が退席され、懇親の夕べでは、食事に先立ち三
遊亭若圓歌師匠による漫談？お題は「商は笑あり
て勝なり。
」ともすれば暗くなりがちな時節だから
こそ、笑顔を忘れずに前向きに働くことこそが、
商売を成功に導く近道である。きっとそんな話な
んだと思うのですが、とにかく面白くて30分間笑
いっぱなし、近頃こんなに笑った覚えがなく、日
頃の憂さが一挙に解消して、明日からまた明るく
頑張ろうと、本当にそんな気持ちになれるお話で
した。その他にも料理もビンゴの景品も非常に盛
り沢山。幹事の皆さん、本当にご苦労様でした。

三遊亭若圓歌師匠 サイコウでした

《5支部合同ボウリング大会》

◆サンプラザボウルで
心地良い汗を流して…◆
【2デジコム 坂崎隆義】
老若男女、誰でもそれぞれの楽しみ方が見つか
る晩秋のメインイベント『５支部合同ボウリング
大会』が今年も開催されました。９中央、９本町、
10、11、12の合同企画も３回目を数え、顔なじみ
のチーム同士が歓談するなごやかな雰囲気で試合
開始。
豪快にピンを弾くボール、見事な変化球、よた
よたとピンをなめる老練な球さばきと、いつまで
も見飽きないゲームが続き、中野サンプラザのレ
ーンは熱気に包まれました。
これが楽しみでやめられない、と汗をかいたあ
との乾杯で始まる交流会、あちこちで歓声があが
る表彰式。参加者全員、笑顔のうちにも次回の雪
辱、さらなる精進を胸に散会しました。
今年度の戦績は以下の通り。
【団体戦】
優 勝：９中央支部
２ 位：11支部
３ 位：９本町支部

【ハイゲーム】
（スコア）
男 性：190
（11支部・羽山邦彦）
女 性：193
（９中央・清水敬子）
【男女総合】
（ハンデ込み）
総合優勝：11支部（羽山邦彦）
２
位：９中央（諸角健一）
３
位：９中央（清水敬子） 優勝した羽山さん
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部 会 だ よ り
《源泉研究部会 第256回 管外研修会》

◆南伊豆へ◆
【株式会社 丸井 羽生典弘】
10月17日、18日に伊豆において管外研修会が行わ
れました。大型バスでの移動は快適そのもので、
１日目は土肥金山を訪れました。以前訪れたこと
があるものの、江戸時代の金山採掘の模様を再確
認し、
「金」がいかに稀少であるかを改めて知りま
した。
見学後は西伊豆から今回の宿泊地である南伊豆
へと向かいました。夕陽に輝く西伊豆の風景には
少し早い時間ではありましたが、車窓からの堂ケ
島をはじめとする景色には何度見ても感動させら
れ、心洗われる思いでした。

今年も年末調整の時期ですね

心暖まるホテルでした

さて、今回はホテル山海に宿泊しました。御主
人のお心遣いもあり海の幸満載の料理でした。
２日目は小坂農園へみかん狩りに行きました。
そこには、まだ少し早い青いみかんや橙色に熟し
てきたみかんが目の前に広がっており、もぎたて
を口に入れた時の酸っぱさには、これこそが本来
のみかんの味なのだと思いました。
管外研修会には今回初めて参加させていただき
ましたが、楽しい２日間となりました。幹事の皆
様をはじめ大変ありがとうございました。
＊ 去る、11月13日「第257回研修会」を法人会館
にて開催いたしました。平成15年度の年末調整
について、中野税務署・平野審理官に講義をし
ていただきました。
（記 事務局）

《青年部会 第124回 研修会》

◆ボウリング大会◆
【1エコー 安田一也】
中野サンプラザボーリング場に於いて「青年部
会 親睦ボーリング大会」が10月20日に開催され
ました。
最近、都合が付かず久し振りに参加いたしまし
た。にもかかわらず、皆さんが親切にして下さり、
なんと（偶然にも）優勝してしまいました。本人
が一番驚いています。申し分け有りません。私を
含め日頃ボーリングをしている方は少ないのでは
ないでしょうか？ １ゲーム目は久し振りだった
ので慎重に投げていたら高スコアを出してしまい、
慣れてきた２ゲーム目は力みすぎてスコアを減し
てしまいました。２ゲーム合計スコアだったので

優勝した安田さん
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優勝出来てしまったのだと思っています。
ボーリング大会終了後の親睦会も和やかな雰囲
気の中で行なわれ、お陰様でおいしいビールを飲
むことが出来ました。
幹事の皆様お疲れ様でした。また次回を楽しみ
にしております。
＊ 去る、11月21日「第17回法人会全国青年の集
い（鹿児島大会）が、鹿児島県の城山観光ホテ
ルで開催されました。中野法人会から、横山部
会長を始め５名が参加されました。
「若き経営者たちよ、立ち上がれ！今こそ決
断の時、熱き想いで自己変革を」とのテーマの
下、部会長会議では、熱いディスカッションが
展開され、それぞれの分科会に分かれ、西川り
ゅうじん氏、村上
力氏、宮崎緑氏、
村田兆治氏の講演
会に参加されまし
た。It's a passion !
…鹿児島大会は盛
会裡に終了しまし
た。
（記 事務局） 鹿児島大会は燃えましたよー

平成16年１月１日

部 会 だ よ り
《女性部会》

◆圧巻の「大英博物館至宝展」
に参加して◆
【当番幹事 1結城堂室内装飾工房 小島 慶子】
小春日和の11月21日、東京都美術館に於いて、
「大英博物館至宝展」を鑑賞いたしました。
混雑を予想し、集合時間を10時という朝早い時
間にも拘わらず、20名の参加をいただきました。
案の定、平日にも拘わらず、10時前に、学生の
団体が、200名以上も入場するなど、大変な入場
者でした。

格調高い内容の見学会でした

全員が一緒に行動する
わけには行かず、自由見
学・自由解散とさせてい
ただき、私は、説明付き
のイヤホーンを借り、順
番に従って鑑賞をいたし
ました。
270点近い作品。見る
物の全てが大変に素晴ら
しく、日本に居ながらにして、これだけの作品を
鑑賞する事ができ、参加して本当に良かったと思
います。
古代オリエント・ヨーロッパ・アフリカ・アメ
リカ・オセアニア・サウジアラビアと、出展され
た彫刻、芸術品に、良くぞ長い年月保存されたな
あと、只々驚くばかりでした。
「百聞は一見にしかず」…皆様も機会があれば
こうした催しに是非参加していただきたいと思い
ます。

◆活発な支部活動◆ 《第9中央支部・第9本町支部》
第９中央支部の現在の会員数は、195社で、第９
本町支部の会員数は、180社です。今までの活動と
しては、第９本町支部が平成10年に、東京湾アク
アラインを見学・その後東京プリンスホテルにお
いて豪華ディナーを始め、平成11年には、第９中
央・本町支部合同で、横浜ランドマークタワーを
見学後、中華街で食べきれないほどの豪華食事会、
平成12年には、ディナー付き東京湾クルージング
の豪華客船「ヴァンディアン号」で、最高級の食
事会などを開催して参りました。

東京湾アクアラインを見学

本年もどうぞ
宜しくお願い致します。

平成13年からは、更に第10支部が加わり、
「税
務研修会＆グルメの夕べ」や、バスで三崎港へ行
ったり、福島の原子力発電所など、一泊研修会も
開催しております。
※ 今年度よりゴルフコンペも開催しております。
パソコン講習会、英会話教室など、会員の皆様に
喜んでいただける事業並びに研修会などを、これ
からもどんどん企画して参りたいと思っておりま
すので、多くの皆様に参加いただけます様宜しく
お願い致します。

横浜・ランドマークタワー

事務局スタッフ
事務局長 佐藤憲光
職
員 三國勝幸
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最高のディナー付ヴァンディアン号で

尚、金井秀司は、12月15日で退職致しました。
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