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第３回フォト・コンテスト 入賞（嵐の去った日）（沼袋から見た富士残照）
（株）オーク・エステート    厚 澤   弘 陳  氏 
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

会長：明けましておめでとうございます。
昨年は本当にお世話になりました。ご指導ご鞭

撻、大変ありがとうございました。

署長：明けましておめでとうございます。
昨年中は法人会の皆様方には、私ども税務行政

につきまして、深いご理解とご協力を賜り厚く御

礼を申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い

します。

司会：まず、昨年の異動で中野に赴任され、着任
後に感じられた事等を、お話頂ければと思います。

署長：私は、過去に北海道に勤務した事があり、
そこの人口密度は、１平方キロ当たり約17人とい

う地域でした。これに対して中野は、１平方キロ

当たり約１万９千人であり、その中で若い方がと

ても多く、非常に活気のある街だと感じました。

また、中野の街の印象としては商店街が、それぞ

れの所で発達しており、住宅地、特にアパートや

マンションが多く、そこに住まわれている方々が、

中野の商店街等で買い物して頂いて、さらに活気

が出ればと思っております。

また、若い起業家の方の割合も高いので、法人

会でも是非若い人を対象にした、いろいろな事業

をやっていただければと感じております。

会長：確かに中野は、若い人が多いです。
新会社法もできますので、ますます若い方が会

社を興すには、都合の良い場所になると思ってお

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

します。今回も新春対談ということで企画をさせて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。

ります。若い人に、どのようにして、法人会を理

解し入会して頂くかが大きな課題です。更に、所

帯を持ったり、状況が変わっても、中野に住み続

けてもらえるか…。今、区の方でも活性化を含め

ていろんな事業に取組んでおりますが、規制もか

なり掛かってますので、もう少し規制を緩めなが

ら、自由に活動ができるようにして頂きたいと思

っています。

署長：中野駅周辺のまちづくり計画がスタートし、
これから大きく変わっていきますがその中で中野

区全体が活性化されていけばいいですね。

木村：ありがとうございます。それでは次に新年
の抱負をお伺いしたいと思います。まず、会長か

らお願い致します。

会長：昨年は、法人会の55周年、社団化30周年と
いう大きな節目を迎えました。前田中会長が、活

力ある法人会にしようという事でスタートをして、

突然お亡くなりになり、そのあとを受ける形です

ので、田中会長の遺志の中で、法人会の活性化と

組織の強化に大いに取組みたいと思っています。

昨年９月に行なわれた、署長の講演会の中で、

署長が学ばれた人生にとって大切な「アイウエオ」

のお話が凄く印象に残っており、このことは法人

会にもぴったり当てはまると思っております。

まず「案」ですが、これは戦略というか、組織

を強化し、魅力ある法人会にする為の戦略と戦術。

役員さんを含め皆さんから知恵をお借りして、何

とかその辺の新しい方向を見つけていかなければ

若者が多い活気溢れる街・中野

住み続けられる街・中野に…

法人会の活性化と組織の強化を
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いけない。「員」は、人の事ですね。これは、役員

だけが頑張ったところで、会がどうなるものでは

ないと思いますので、支部の方々を含めて、皆様

が、法人会は魅力があるな、おもしろいよ、入る

と良いよというような事を、肌で感じるようにし

なければならない。そのために、我々も考えて動

かないと駄目だと思っております。「運」これは、

本当に大事です。景気が悪くなって、企業が上手

くいかなくなると、こういう会を切ってしまう。

逆に、活性化して景気が良くなると、試しに入っ

てみて様子を見ようかという事にもなりますので、

景気上の運も重要だと思います。「縁」は、皆様が

それぞれの地域で繋がっておりますので、地域ご

との繋がりというのは、やっぱり必要だと思いま

す。商店街連合会とか工産会、商工会議所などい

ろんな会がありますけれども、そういった和を一

緒に繋げながら進めて行くという事が非常に大事

だと思います。「恩」は、会員の皆様が法人会に良

かったと思われるよう、またそういう形ができる

ように、進めていきたいと思っております。

活動面においては、会員増強ですね。お陰様で

支部単位の活動が大変活発に行なわれています。

苦労は多いと思いますが、今年も更に進めて頂き

たいと思いますし、青年部会・女性部会・源泉研

究部会には特に力を注いでいきたいと思います。

木村：ありがとうございました。署長、いかがで
しょうか。

署長：我々の究極の目的であります「適正公平な

課税の実現」と、「期限内収納の確保」のため、常

に問題意識をもって税務の仕事に取り組みたいと

考えています。また、最近では、事務処理の透明

性や統一性が求められていますので、その事をし

っかり認識しながら、仕事を進めていきたいと思

います。

また、今年は所得税法や消費税法の改正後初め

ての確定申告を迎えますが、納税者の視点に立っ

た申告相談体制の整備をしなければならないと考

えております。

その他には、国税電子申告・納税システムの普

及の推進のため、その利便性をアピールしていき

たいと考えております。

いずれにしましても、私共だけでできる問題で

はなく、法人会をはじめ関係民間団体の皆様とも

綿密な連絡を取りながら、その実現に一歩でも近

づくという努力をしたいと考えておりますので、

従来にも増した力強いご支援とご協力をよろしく

お願い致します。

ところで、先程会員増強の話がありましたが、

活動にあたっては、少し発想を変えてやってみる

事も大事ではないかと思います。具体的には、他

の地域の法人会と交流を図ることも中野法人会を

活性化するひとつの方法ではないでしょうか。な

にか所縁のある法人会となると、例えば長野県に

ある「信濃中野法人会」があります。昭和19年に

中野税務署は誕生しましたが、その時既に長野県

中野市に「中野税務署」という名称の税務署があ

りました。そちらの税務署は中野区に税務署がで

きるにあたり「信濃中野税務署」に改称された経

緯があります。実は、信濃中野税務署の署長とは

交流がありますので、法人会でも同じ「中野」同

士で交流されてはいかがでしょうか。

また、法人会へのバックアップとして支部の研

修会を今後も行いますが、法人税に限らず、相続

税の問題や、財産継承の問題等の研修を希望され

る支部もあるかと思います。その際には遠慮なく

おっしゃっていただければ、講師としてその担当

者を派遣致しますので、是非積極的に声をかけて

いただきたいと思います。

会長：ありがとうございます。
納税意識の高揚は、法人会の主たる命題ですが、

税を取られるという意識ではなく、税は、払うも

のだという意識に皆さんが変わられると、もう少

しやりやすくなるのではないかと思っております。

国の使い方には、いろいろと問題もありますが、

適正公平な課税・確実な収納
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税というのは国民の義務だと

思っております。

署長：そうですね。税金は経
費だという考えで、払った残

りが自分の所得であると考え

て頂きたいと思います。実は

国税庁長官も就任時の挨拶で、

正しく申告した人が損をしな

いような執行をしたいと話しております。我々も

そのような執行体制を作っていかなくてはいけな

いと思っておりますし、目に見える形での納税者

利便の向上を目指し努力していきたいと考えてお

ります。

木村：ありがとうございました。最後に、日頃気
をつけていらっしゃる健康法とか趣味などをお聞

かせ頂ければと思います。

署長：趣味は、ゴルフです。なかなか本番には行
けないのですが、練習は殆ど毎週行っています。

スクールに入り、日曜日の夜８時半から10時20分

まで練習し汗を流しています。また、冒頭でも申

し上げましたように北海道で勤務していた時には、

海が非常に豊かなこともあり、署のレクリエーシ

ョン等で釣りにも出掛けました。私は漁師の倅な

ものですから、魚をさばくのは得意なんですよ。

釣ってきた魚をお刺身にしたりして、皆で楽しみ

ました。そのほか読書も趣味のひとつで、池波正

太郎の鬼平犯科帳の大ファンです。現在は、通勤

に１時間45分かかりますので、ボケッとしている

のが嫌なものですから、鞄の中にはいつも本が入

っています。歴史物も好きですし、現代物も読み

ます。特にジャンルにとらわれることなく、図書

館でいろいろな本を借りて読んでいます。

木村：ありがとうございました。会長はいかがで
しょうか。

会長：出来るだけ歩くという
事を心掛けています。あとは

強いて言えば、あまり食べ過

ぎないように注意しています。

以前は、ゴルフもやってい

ましたが、このところやるチ

ャンスが減ってきまして、あ

まりやらなくなってしまって

います。

趣味は音楽です。法人会の

記念式典の時には、出演させ

ていただきました。音楽は、

直接、健康とは繋がらないん

ですけどね。

趣味として、ストレス発散

には一番良いと思い楽しんで

います。今は、ピアノを担当しています。ジャン

ルはだいたいジャズ系統です。私と音楽との出会

いは、かなり古いです。と言うとおかしいのです

が、そもそも最初にバンドを作ったのは学生時代

です。その後、紆余曲折がありまして、今のメン

バーになってから11年・12年位経ちます。メンバ

ー構成ですが、大変広範囲で、若い人から我々の

年代まで10人位で活動しています。

あとは、昔からレコードを趣味で溜めています。

溜まりすぎて怒られてますが…。

今は、もう無くなっている貴重なレコードも、

結構ありますよ。

ピアノは、プロの方と知り合いになったもので

すから、その人が暇な時に教わっています。昔は、

通っていましたが、50歳過ぎてからは、習いに行

ってます。

最初は、適当にピアノを弾いていたのが始まり

です。

木村：本当に素晴らしい趣味をお持ちで、羨まし
い限りです。本日は、お忙しいところ誠にありが

とうございました。私共も、法人会を更に盛り立

てて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

本日はどうもありがとうございました。

署長は、通勤途中で読書

会長は、ミュージシャン・腕前は玄人！

鈴木会長代行

木村広報委員長

小林署長
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会長代行
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長

総務委員長代行

顧問
顧問
顧問

相談役
相談役
相談役
相談役

監事
監事
監事

鈴木　芳久
青井　忠雄
宮坂　信一
宮島　茂明
越後　康夫
木村　栄大郎

榎本　一

溝口　秀和
西見　一郎
飯田又右衛門

窪寺　登
江藤　利雄
石井　須美
大島　幸子

北　　誠之助
飯田　雄一
会田　義夫

�七星科学研究所
�丸井
宮坂醸造�
宮島物産�
大重木材�
木村化学産業�

�榎本

金剛産業�
�鷺宮製作所
�あぶまた味噌

窪寺工業�
�エトー
三和電気工業�
�大島

�三和コネクタ研究所
�深雪スタジオ
�杉浦製作所

第１支部支部長代行
第２支部長
第３支部長
第４支部長
第５支部長
第６支部長
第７支部長
第８支部長
第９中央支部長
第９本町支部長
第10支部長
第11支部長
第12支部長

源泉研究部会長
青年部会長
女性部会長

（事務局長）
（事務局・課長代理）

青柳　保
杉山　正道
宮島　武司
鳥居　憲夫
小島　清隆
大月　浩司郎
安藤　通久
吉川　昭一
高野　允雄
海老澤　勉
山田　祐司
秋元　良宣
白川　邦雄

西條　昭市
矢島　友伸
三輪　喜久子

佐藤　憲光
三國　勝幸

大和産業�
帝都博善�
宮島物産�
大成食品�
�結城堂室内装飾工房
�フジヤカメラ店
�サンライズコーポレーション
宮園石油�
�コーノ
�エビサワ
�エスピーブレイン
�秋元式典
白川商事�

新星自動車�
�中野計器
三輪商工

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。

貴会におかれましては、「よき経営者の団体」と

して納税意識の高揚や企業経営の健全な発展に努

められるとともに、正しい税知識の普及や適正な

申告納税の推進等、永年にわたる熱心な活動に心

から敬意を表する次第でございます。

さて、東京都では、昨年８月から、法人都民税・

法人事業税のインターネットによる電子申告を開

始させていただきましたが、本年１月16日からは

固定資産税の償却資産でも電子申告の受付を開始

する予定でおります。

また、本年４月からは、都税をパソコンや携帯

電話を使って納付できるシステムも導入する予定

で、都税の納付にかかる手続きをより簡素化し、

納税者サービスのますますの充実と業務の効率化

を図ってまいる所存でございます。

中野都税事務所といたしましては、本年も心を

新たに、職員一同、納税者サービスの向上に心が

け、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、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

申し上げますと同時に、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、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　中山　洋一様
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務�署�だ�よ�り�務�署�だ�よ�り�務�署�税�税�税� だ�よ�り�
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（11月17日　中野都税事務所にて）

都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�
中野都税事務所

◎青井副会長　主税局長表彰を
受彰
去る11月１日、都庁において、
永年に亘りご尽力された、中野
法人会副会長・青井忠雄様に主
税局長表彰が贈られました。

◎１月は、固定資産税（償却資産）の申告月です。
�償却資産とは？
土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額
又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得
の計算上、損金又は必要な経費に算入されるも
のです。
たとえば、印刷機や看板、駐車場設備等があり
ます。
�申告が必要な方は？
平成18年１月１日現在、償却資産を所有してい
る方
�申告先は？
資産が所在する区の都税事務所へ
�申告期限は？
平成18年１月31日�まで
☆平成18年１月16日�から、電子申告がご利用に
なれます
電子申告をご利用になるには、あらかじめ利用の
届出が必要です。
詳しくは eLTAX ホームページ
（http://www.eltax.jp）をご覧いただくか、地
方税電子化協議会サポートデスク（0570－081459）
にお問い合わせください。

《東京都へのお問い合わせは》
主税局　資産税部　償却資産係　03－5388－3014

◎住宅用地に係る申告のお願い
住宅用地は、固定資産・都市計画税が軽減されます。
�住宅用地とは？
住宅の敷地として利用されている土地
�軽減措置を受けるためには？
土地の所在する都税事務所への申告が必要です
�申告が必要な場合は？
①住宅を新築・増築した場合
②住宅の全部または一部を取り壊した場合
③住宅を建て替えた場合
④家屋の用途（利用状況）を変更した場合
⑤土地の用途を変更した場合
⑥住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合
�申告期限は？
平成18年１月31日�

【問い合わせ先】
中野都税事務所総務課相談広報担当
ＴＥＬ　03（3386）1111 （内線）413
ＦＡＸ　03（3385）5623

〒164－0012  東京都中野区本町4－19－13�
　　　　　　TEL. 3 3 8 2 － 0 6 6 6 �
　　　　　　FAX. 3 3 8 2 － 0 6 7 3

株式会社  松栄楽器店�

●ヤマハ音楽教室ホームページ 
http://www.yamaha-ongaku.com/

　中野通りを南に向い、青梅街道を左に行くと、鍋横交叉点。更に直進すると右側に『ヤマハ音楽教室・入会受付中』
という黄色の幟が目に入ってきます。ここが、松栄楽器店です。創業は昭和36年、松栄楽器店設立と同時に日本楽器
製造㈱（現ヤマハ㈱）の特約店として発足し、ヤマハ音楽教室の開設と都内保育園、幼稚園、小中学校への営業活動
を開始したそうです。現在、店舗には、ピアノやキーボード、ギターからファンシーグッズまで、又、たくさんの楽譜
がそろってます。昭和45年に高田馬場に総合音楽センターを開設、昭和54年には、早稲田センター。平成６年には、
ヤマハミュージックセンター中野をヤマハより移管され、現在に至っています。１歳のお子様から大人のレッスン
までいろいろなコースがあります。皆様も是非、何か楽器を始めてみませんか？　　　　　　　　　（記　栗原武弘）�

◎宮坂副会長、都税事務所長より感謝状受彰



10月27日�香川県高松市において「第22回法人
会全国大会」が開催されました。全国から多くの
方が集い、当法人会からは、宮島副会長（事業委
員長）横山理事（事業副委員長）の二人が参加致
しました。
今回のテーマは、『優しさ満ちあふれる社会作り
へ』です。
12時からは、アトラクションが…。
地元を代表するアーティスト達が、太鼓やサヌ
カイトの演奏で私達を出迎えてくれました。続い
て記念講演会が行われました。『世界とともに生き
る日本』と題して、評論家の大宅映子様が、１時
間余の大変に含蓄のある話をして頂きました。
その後、大会が行われ、会場を全日空ホテルクレ
メント高松に移し、懇親会が行われ盛会裡に終了
しました。
香川県は、さぬきうどんや地酒など名産品が多

く、物産展も大変に好評でした。
又、観光情報や香川県の６法人会の活動のパネ
ル展示などもとても良かったです。

平成18年１月１日
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

去る10月28日、東京プリンス
ホテルにおいて、納税表彰式が
挙行されました。当法人会相談
役（全法連女連協会長）大島幸
子様が、東京国税局長表彰を受
彰されました。誠におめでとう
ございます。

又、11月７日、中野サンプラザにおいて、平成
17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、納税意識の高揚と税務行
政の円滑化に寄与された功績により、小林署長よ
り、署長表彰、署長感謝状が授与されました。又、
青色申告制度施行55周年という事で、代表の方が
受彰されました。
尚、第３支部の本間様は、間税会として受彰さ
れておりますが、法人会としてもご紹介させて頂
きます。
来る１月12日、新年賀詞交歓会の席上、改めてご

紹介をさせて頂きます。
（順不同）

《中野税務署長表彰》
秋元　良宣様 （理事・第11支部長）
杉山　正道様 （理事・第２支部長）
本間　誠二様 （参与・第３支部相談役）

《中野税務署長感謝状》
木村栄大郎様 （副会長）
横山　浩之様 （理事・第１支部副支部長）

《青色申告制度55周年記念感謝状》
麻沼　雅海様 （参与・第12支部相談役）
石井　卓爾様 （参与・第6支部相談役）
大月浩司郎様 （理事・第６支部長）
宮島　武司様 （理事・第３支部長）
阿部　昭男様 （元理事）

平成17年度  納税表彰式�

署長表彰受彰者

大島幸子相談役

署長感謝状受彰者

全法連  第22回法人会全国大会（香川大会）�

挨拶する全法連・安西会長講師の大宅映子氏

参加された宮島氏・横山氏



毎年恒例の『秋の特別講
演会』が、11月11日中野サ
ンプラザで開催されました。
“税を考える週間”の一環行
事として、又、今年度は、

記念の年という事で、講師には、プロスキーヤーと
して名高い三浦雄一郎氏を招聘して行われました。
演題も大変に興味深い『高齢化社会におけるチャ
レンジと夢』と題して、１時間半に亘り話して頂き
ました。
（大要のみ掲載させて頂きます。）
命と言いますか寿命と言いますか、これは、計り
知れないという要素が数多くあります。今回、私自
身65歳でエベレストに登ろうと決心して、生きて帰
れるかどうかは、五分五分か、或はそれ以下だと思
っておりました。今から10年ほど前に、エベレスト
について調べてみましたけれども、登頂そして遭難、
死亡率がほぼ14％で、登ろうと思っても７人に１人
が死んでるという実態でした。それ以上に、計画し
たのは70歳ですから、そんな歳でまず登れるかどう
かという事の方が先でもあった訳です。
だいたい35歳・36歳、登山家とすれば全盛期の、

こういう人達でもほぼ登ろうと思っても、誰でも登
れる山ではありません。技術的にはそう難しい山で
はないんでが、高山病に罹ったりだとか、お天気が
悪いだとか、そういう条件が色々重なりますと、超
一流の登山家でも遭難したり、或いは登れなかった
りという事が数多くあります。エベレストに登ろう
と思ったのは20歳の時です。当時学生で、ヒラリー、
テンジンがエベレストに登ったと、山岳部の連中が
大騒ぎしてまして、その時、ふと俺もいつかエベレ
ストへと…、20歳の頃見た本当に遠い遥かな夢、こ
れがとうとう50年経って、70歳で実現できました。
具体的には、65歳の年です。今決心しなかったら、
一生エベレストの頂上に立つという機会がないとい
う事で、この準備をしました。ところがその頃、だ
いぶ太ってまして、身長165�・体重が86�体脂肪
が40という状態でした。
実は、57歳で世界の七大陸すべて終わって、もう
いいだろうと思っていました。親父も元気だし、の
んびり海外旅行をしたり、一緒にゴルフやスキーを
したり…と思っていました。気がついたら、朝の散
歩も面倒くさいというような感じになって、体重は

どんどん増え、トレーニングする量はほとんど無く
なっていました。その時、ふと考えたんです。この
ままでは、生活習慣病で病気になる。或いは入院し
なきゃいけない。或いは死んでしまうという事を…。
どうせ死ぬなら、病院で死ぬよりはエベレストへ行
って死んだほうがましじゃないかと…。随分乱暴な
考えですけれども、ちらりと胸を掠めました。突然
65歳になってこれだけの悪い体調、増えすぎた体重
と、これから５年間掛けてどう変身出来るかと…。
先ず、我が家の裏山から第一歩…というつもりで、
500�ですから簡単すぎると思いながら20�位のザ
ックを背負って登り始めましたが、もう息は切れる
は大変な思いで登頂しました。幼稚園の子供達が、
遠足で登っているんです。80歳過ぎと思われるご夫
婦が、すいすい何組も追い越して、ご苦労さん！、
なんて言われまして…。
それから、少しずつ心を改め、トレーニング、ダ
イエットという事になればいいんですけれども、な
かなか直ぐにそうはいきませんでした。
なかなかトレーニングする時間がない。となれば
一歩外出、家を出て外を歩く、散歩する、これもト
レーニングの一つだと思い足首におもりを付けて歩
く事にしました。（……略……）
2003年、ついに次男と世界最高峰エベレストに親
子同時登頂。
人それぞれ夢があって、これが出来たら最高だと
思いながら、夢っていうのは、諦めたりこの次にし
ようかと先延ばしにしたりしてしまう。でも、どう
してもやってみたいと思ったとき、一歩踏み出して
みる事が大事かなと思います。私は、もう一度エベ
レスト登頂にトライしてみたいと考えております。
そこに凄い世界がある、新たな人生を発見できると
思っています。
長時間ご清聴ありがとうございました。
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心身ともにリフレッシュ！新たな明日を目指して…

“税を考える週間” 特 別 講 演 会

『高齢化社会におけるチャレンジと夢』

創立55周年・社団化30周年記念

三浦雄一郎氏（プロスキーヤー・クラーク記念国際高等学校校長）



かな時間でしたが密度の濃い大
変意義深いものでした。
特に、「源泉徴収制度」に関
しては、日頃より漠然と抱いて
いた『何で会社が税務署の仕事
をしなきゃならないの？』とい
う、聞くに聞けない疑問に関す
る解説もあり、胸のつかえがス
ーっと取れた感じがしました。
我々が、給与計算や年末調整を通じて何気なく計
算している「所得税」に関して、体系的に理解する
ことが出来る大変良い機会を提供していただき、講
師の先生および法人会事務局の方々に、お礼を申し
上げるとともに、今後とも是非このような機会を設
けていただくことを期待しています。

�丸井　星野　真
今回初めてこの「源泉所得税の実務講座」に参加
させていただきました。
当日は、その実務に携われていて、私自身も日頃
より実務面でのご相談をさせていただいている調査
官の方のお話しがうかがえるということで、私を含
めて担当者３名で参加させていただきました。

その内容は、
今年の税制改正
の詳しい解説か
ら、源泉徴収制
度について、実
際の所得税の計
算など、基本か
ら応用までわず

�日　時：平成18年２月７日�
4：00～5：00

�会　場：法人会館
�入　場：無　料
☆同封の案内にご記入の上、F A Xにて
お申し込み下さい。
定員（60名）になり次第締め切らせて
頂きます。
☆詳細は事務局まで
電話　３３８８－６８９６
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して有利になる項目などの解説
もあり、限られた時間でありな
がら充実した内容の講座でした。
講義に無かった項目について
は、テキストを読むことにしま
すが、実務面で分からない項目
があれば、税務署へ相談し、は
っきりと税を理解していきたい
と思います。
「知らないと必要以上に税金を納めることとなり、
また、知っていても正しく手続きをしないと同じこ
と」ということを意識して、今後知識を積んで行き
たいと思います。
講師の先生、法人会事務局の方々、本当に有難う
ございました。
今後このような講座が設けられた際には、ぜひ参
加させていただきたいと思います。

�中野サンプラザ　残間良彦
２日間での法人税実務講座ということもあり、講
義項目を絞り込んだ講座でした。
青色申告のメリット、配当金の益金不算入、損金
不算入となる交際費と類似費目、売上や費用の計上
基準、例外的な資産の評価損益、使用人兼務役員の
給与など、普段なんとなく理解していた項目が、講
義によってはっきりと分かるようになりました。
また、講義中、税務特有の用語についてもその都

度説明があり、
板書も整理され
理解しやすいも
のでした。
法人税関係法
令の改正点や特
別償却と税額控
除など、税額と

「第13回法人税の実務講座」

《《《《《《《 事業委員会主催　新会社法研修会を開催 》》》》》》》

講師の西村上席

分かり易く丁寧な講議に感謝

講師の田中審理官

意義深く内容の濃い講議に感動

「第14回源泉所得税の実務講座」
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【�堀野工務店　堀野　慧】

都会の夕暮れ、とき

どき紫色のもやに包ま

れ秋たけなわの11月15

日、第１支部第２支部

合同で『落語の夕べ』

と題しまして、禅定院

のホールで第１支部20

名、第２支部60名、合

計80名の参加者を得て

開催致しました。最初

に第１支部長の青柳さんの挨拶。続いて第２支部

長の杉山さんが挨拶され、６時30分より前座の古

今亭駒次さんの「八っさん熊さん」の落語で始ま

り、つづいて真打の古今亭八朝さんの古典落語と

いうよりも、独自の話術で観客を笑わせ、10分間

休憩に入る。

休憩後は、花島久美さんの日本伝統の奇術。ト

リは、古今亭志ん駒師匠。学校卒業後、自衛隊に

入隊し、その後落語家になりたくて除隊し、落語

界の大御所、故古今亭志ん生師匠に弟子の申し込

みを何度も断られた苦労話等を面白おかしく笑わ

せながら40分熱演し、８時30分に終了。

第一支部長の「笑う門には福来る」の挨拶で閉

会した。

楽しい一夜を過ごし、それぞれ家路に着いた。

【�白石硝子店　白石大司】

10月26日、天気に恵まれ、群馬県の赤城カント

リー倶楽部で、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、24回目、総勢20名がチャレンジしまし

た。女性の参加者はお一人でした。

今回も、幹事役は、深澤氏と私で行われました。

今回の競技方向も、新ペリア方式でBG、同NET

は、年長順です。又、第11回から実施しています

が、過去５年間に優勝を経験した人が第１位の場

合は、新ペリアのハンディを20%カットしてNET

換算し、その結果、尚も第１位の場合のみ優勝と

し、それ以外は第２位とするという事で熱戦が開

始され、結果は下記の通りになりました。

（敬称略）

●優　勝　　　浜砂　義晴

GROSS  94 HDCP  22.8 NET  71.2

●準優勝　　　竹渕　晃

GROSS  85 HDCP  13.2 NET  71.8

●第３位　　　三宅　保輔

GROSS  98 HDCP  24 NET  74

●ブービー賞　大塚　満代

他各賞多数…。

終了後の表彰式・パーティーも大変に盛り上が

り、来年は25回、更なる熱戦と勝利を誓い合い盛

会裡に終了しました。

《 第4支部 》

◆第24回親睦ゴルフコンペを開催◆

新たな気持ちで、ナイスショット！

笑う門には福来る…良く笑いました

《 第1・2支部 》

◆落語の夕べ◆

古今亭志ん駒氏

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 
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【�恭英開発　山内　尚人】

10月21日、新体制安藤支部長のもと、中野法人

会第７支部懇親会に参加させて頂きました。10月

より新規オープンとなった「west 53rd」（旧日本

閣）において「Miniコンサート＆グルメディナー」

という芸術の秋にふさわしい催しでした。

開催場所である「west 53rd」については、伝統

と歴史ある日本閣が、これからの結婚式場、パー

ティー空間としての建物を本気で作り上げたとい

うだけあり、素晴らしい建物でした。料理につい

ては、日常味わえない美味しい料理を堪能出来ま

した。シェフ自慢というのが頷けます。

コンサートについては、地元中野の音楽家によ

るデュオコンサート、私は目を瞑り聞いていまし

たが、雄大な景色が目に浮かぶ素晴らしい演奏で

した。

私自身、旧日本閣において結婚式を挙げたので、

「west 53rd」には大変興味があり、参加する機会

を得て、最高の時間を過ごす事が出来ました。

《第7支部》

◆新装なった west 53rd で秋を満喫◆

【宮園オート�　川村　秀利】

年末恒例の第８支部「研修会＆懇親の夕べ」は、

去る11月28日に中野サンプラザで開催されました。

第一部は、吉川支部長の挨拶、中野法人会佐藤

局長によるウイットに富んだ税金クイズに、会場

は笑いのウズに巻き込まれました。第二部は、当

支部の慣例の抽選会ではじまり、４等・３等・２

等と進み、１等の大きい賞品は昨年も１等のＳさ

んになりました。そして、カラオケ大会の始まり

です。今回、はエレキ・ギターの生演奏も入り、

１部、２部、３部に分かれて行われ、記念品の提

供も、�マルマン・西武信用金庫・宮園オート�

と山盛りになり、それぞれ好きな品物をゲットし

ていました。カラオケの間には、もうこの出し物

がなければ、年は越せないといわれる、女性会員

のフラダンスショーが入り盛り上がりをみせ、時

間を延長して、楽しく過しました。この会は、毎

年女性の参加が多数を占め、大変活気ある会で、

次回のたのしみを胸に帰路に着きました。

《第8支部》

◆恒例の税務研修会と懇親の夕べ◆

会場狭しと多くの参加者が…

お二人の息もぴったり…アローハ 日頃の成果が見事に花開いて…

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

素敵な演奏にうっとり…
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銭足らず」と題しての研修会で、先生の熱のこも
った講義に、参加した皆さんが大変満足されまし
た。第二部は、会場を移して、「グルメの夕べ」が
開催され、ピエロのごっちくんの風船を使ったシ
ョーを見た後、バイオリンとヴィオラ奏者による
弦楽二重奏の美しい音色を聞きながら、美味しい
料理を堪能しました。続くビンゴ大会も、大変な
盛り上がりになり、参加された方のほとんどが、
賞品をゲットし大満足でした。楽しいひとときを
過ごすことができ、お手伝いしていただいた役員
の皆様に感謝致します。ご苦労様でした。

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

【かね長櫻建設�　桜井　正人】
11月18日、10月にオープンし

たばかりの旧日本閣「west 53 rd」
にて「税務研修とグルメの夕べ」
が開催されました。「west 53 rd」
は、現代風の白を基調としたモ
ダンな創りで、東中野駅の新し
いランドマークに相応しい建物

です。当日は、73名を超える方が参加されました。
第一部は、恒例となっております10支部会員の山
下税理事務所の山下康親先生による「勘定合って

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆第5回秋の税務研修会と
親睦会の夕べ◆

【ツカサ電工㈱　古野　典】
「第６回三支部合同ゴルフコンペ」を、前回同
様、富岡バーディクラブのご好意で開催致しまし
た。今回は、祝日で勤労感謝の翌日という事もあ
り、参加者が16名で、大変寂しいコンペでした。
４組のアウトコースより、皆さん元気よくスター
トされました。昼食は、何と、豪華な江戸前お寿
司の食べ放題で、私も大満足でした。そして、行
きも帰りも大型バスで、特に帰りは、黒岩文枝さ
んの優勝の挨拶などで大変盛り上がりました。
ゴルフの成績は下記の通りです。（敬称略）
優　勝　　黒　岩　文　枝　　�竹井商会
準優勝　　海老澤　　　勉　　�エビサワ
３　位　　金　子　泰　昌　　�金子電気
４　位　　亀　田　哲　児　　タートル�
５　位　　古　野　　　典　　ツカサ電工�

次回の幹事さんは、黒岩文枝さんと安達七郎さ
んです。富岡バーディクラブで開催致しますので、
皆様のご参加を楽しみに致しております。
一段と寒くなりました　風邪など引かずに、元
気でまたお会いしましょう。

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆第6回　3支部
合同ゴルフコンペ◆

富士カントリー富岡倶楽部にて

弦楽二重奏に心惹かれて… ごっちクン、大活躍…！

講師の山下先生



【白川商事�　白川　邦雄】
12月２日、『第５回・５支部合同ボウリング大会』
が、新装なったC－BIC（サンプラザボウリング場）
で開催されました。今回も各支部の正に選ばれた
選手（？）66名が勢揃いして行われました。
第１回からずっと出場している方も多く、レー
ン内は、内に闘志を秘めながらも、とても和気
藹々…。
１年ぶりの同窓会のようです。腕を上げた人、
当日の本番に限って調子が悪く、投げる度にぼや
いてる人…それでも、次のプレーで、カウントが

良ければ、即笑
顔に…と。
２ゲームがあ
っという間に終
了し、表彰式で
は、大変に格別
にビールを賞味
しました。
結果は次のよ
うになりました。

《団体戦》
優　勝：第９中央支部
第２位：第９本町支部
第３位：第10支部
《ハイゲーム》（敬称略）
男　性　黒木　智彦　206
女　性　安井　　緑　132
《男女総合》　（敬称略）
総合優勝：第９本町支部　　佐藤　直人
第２位：第12支部　　　 白川　邦雄
第３位：第９中央支部　　森沢　一郎
来年こそ、優勝するぞ…！

【�山下会計事務センター　山下　晃司】
恒例の11支部管外研修会が、去る11月６日に開
催されました。当日は、午前中はまだ傘のいらな
いお天気で、出発にもどなたも遅れることなく集
合され、バスは一路千葉へと向かいました。
まず、バスの中で、事業委員の堀井さんが、本
日の研修の予定を述べられ、そのあと、秋元支部
長から挨拶がありました。当初の予定では、午前

中に、銚子のヒ
ゲタ醤油さんの
工場見学という
ことでしたが、
雨が心配なので、
急遽、水郷・千
葉の小江戸とし
て有名な佐原の

山車会館の見
学、そして町の
散策ということ
になりました。
山車の大きさに
一同びっくり、
町を散策して、
江戸情緒を満喫
しました。しかし、時間が少し早すぎていて、お
店屋さんが余り開いてなかったのが残念でした。
伊能忠敬の生家を訪ねた折りには、現17代目当主
が作る甘い物を頂いた参加者の方もいらっしゃり、
気分はすっかり江戸…。
そして、いよいよ銚子に入り、京成ホテルの露
天風呂へ。おいしい食事のあと、ほろ酔い気分で、
絶景の景色を見れば、本当に地球が丸く見えるよ
うな気がしました。そして、最後の訪問は、ヒゲ
タ醤油の工場でした。お土産のお醤油まで頂き、
これからは醤油はヒゲタ、と誰しも思ったと思い
ます。帰りの高速が渋滞だったのが、唯一残念で
した。幹事のみなさんお疲れ様でした。

平成18年１月１日
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《第11支部 日帰り管外研修旅行の旅》

◆地球の丸さを実感した絶好の
太平洋を望む露天風呂に浸かって◆
－ 千葉銚子、佐原水郷を巡って －

《5支部合同ボウリング大会》

◆優勝には、ちょっと足りなくて…◆

露天風呂のある京成ホテル前で

始球式…目指すはストライク！ ２年連続の優勝賞品は重いよー

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

酒も肴（？）も美味しい…絶品でした
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れ、大変驚きました。
戦後、何もない時にガウンを切ってお花を造っ
たという飯田深雪さんのアートフラワーの始まり
を読ませて頂いた時は、一輪の花が心の中に咲く
ようでした。一輪の花が、日々にもたらす喜びと
豊かさ。その美しさの原点を、その文の中に見つ
けたように感じました。
花の美しさと共に、心の美しさにも触れること
の出来た、秋の日のひとときでした。参加させて
頂き、ありがとうございました。

カローラ系の量産
ラインを見学させ
て頂きました。量
産工場では、統一
された同一の車種
ではなく、各車種
が分単位で混合し
て流れており、ま
た、無人搬送車に
依る部品供給等、
日本の物作りの強
みを再確認しまし
た。丁寧な案内に
感謝しつつ、天城
の宿「月ケ瀬温泉」で懇親会。何か徹夜で懇親し
た人達もいたようです。翌日も天気に恵まれ、浄
連の滝から中伊豆ワイナリーに寄り、伊東マリン
パークで昼食、楽しく有意義な研修会でした。お
世話になった関東バスさん、幹事の方々有難うご
ざいました。

【�フィロソフィア　水澤　美栄子】
10月21日、日本橋高島屋で開催されました「飯
田深雪アートフラワー展」に参加させて頂きま
した。
八階に着きますと、たくさんの方が集っていて、
皆さんが楽しみにしていらっしゃることが伝わっ
て参りました。熱気と共に会場の中に入りますと、
花々が一杯で、明るく華やかな空気に満ちていま
した。綺麗なお花の一つ一つを見てみると、細か
い作業を重ねて出来上がっていることが推し測ら

【�七星科学研究所　安藤　光二】
10月14日、一泊二日の泊りの研修に初めて参加
させて頂きました。
秋雨前線がぐずつく割には天気に恵まれて、東
名高速を順調に走り、裾野インターを出ると直ぐ
に、見学先の関東自動車工業（株）東富士工場に
到着。部会長から連絡を受けた、東京トヨペット
の担当部長をはじめ工場責任者の方々が、丁寧に
出迎えてくれました。工場は、トヨタのクルマを
製造しており、高級車センチュリー、レクサス、
クラウンコンフォート等、手作りに近いラインと

花・華・鼻（？）皆さん輝いてます

静寂の中流れ落ちる浄連の滝

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《源泉研究部会 第272回 管外研修会》

◆自動車工場見学と中伊豆の旅◆

《女性部会　第101回研修会》

◆アートフラワーに魅せられて…◆

関東自動車工業�東富士工場の前で



【�鳥一番　佐藤　直人】
10月19日、中野サンプラザボウリング場におい
て、恒例の「親睦ボウリング大会」が開催されま
した。
中野サンプラザが民営化され、ボウリング場の
名前も「シービック」になって初めてのボウリン
グ大会でした。ボールも新しくなり、ピカピカの
レーンでの大会となりました。
また、今回は、�東京青年会議所 中野区（ＪＣ）
の方々も参加され、総勢24名が熱い戦いを展開し
ました。
皆様もそうだと思いますが、私も普段ボウリン
グはあまりやっておりません。約一年ぶりとなる
ボウリングは、うまい具合に力が抜けて、とても

良いスコアと
なり、なんと
優勝をしてし
まいました。
ボウリング
大会終了後の
懇親会も、大
変和やかな雰
囲気の中で行

なわれました。私を
含め、上位入賞者の
方々は、特別に美味
しいビールとなりま
した。
幹事の皆様、お疲
れ様でございました。
また次回も参加させ
ていただきたいと思
います。

＊去る11月18日「第19回法人会全国青年の集い
（石川大会）」が、石川県立音楽堂で開催されまし
た。中野法人会からは、私始め６名が参加しま
した。
感動こそが、原動力「意心伝心」をテーマに、
前日の部会長サミットでは、大変に燃えあがり、
更に大会では、�日本サッカー協会の川渕キャ
プテンが「法人会の若き経営者に期待するリー
ダーシップと決断力」と題して記念講演をして
頂きました。来年は、埼玉で開催予定です。参
加された皆様お疲れ様でした。

（記　矢島）
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結構寒かった11月の金沢…

優勝おめでとう…！

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《青年部会　第140回研修会》

◆親睦ボウリング大会◆

12月５日、青年部会創立25周年記念式典が、多く
のご来賓をお迎えして中野サンプラザで開催されま
した。吉川幹事の司会で、赤羽副部会長の開式の辞
で開始。
矢島部会長は、代々の部会長を始め、部会員先輩
諸氏に対して厚誼の式辞のあと、鈴木会長代行、小
林税務署長よりご祝辞を頂きました。
その後、第10代以降の部会長経験者に記念品贈呈、
代表して木村副会長（第11代部会長）が謝辞を。更
に、野村證券㈱経営役の岩佐昌治氏が『新会社法下
における「勝ち組」企業のシナリオ』と題して、１
時間余の基調講演をして頂いたあと、柴野副部会長
が閉式の辞。
第２部は、麻沼幹事の司会で、八田幹事が開宴挨
拶。大高第４ブロック長の乾杯。
しばし懇談のあと、さあ！お待ちかねのテーブルマ
ジック・まゆさんの登場です。各テーブルで大変に
盛り上がっていました。
横山相談役の閉宴挨拶で、盛会裡に終了しました。

（基調講演は、次回掲載予定です。）

矢島部会長 鈴木会長代行 小林署長

歴代の部会長に感謝状が…

講師の岩佐氏

青年部会の歴史をパネルで

大好評だったテーブルマジック

どのテーブルも和気藹々で
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代表取締役  吉村春彦�

社会の声を確かな形に�

第10回  企業訪問�株式会社 マーケッティング・サービス�

株式会社マーケッティング・サービス�

〒１６４－００１２　東京都中野区本町４－４４－１３  西京城西ビル２－３Ｆ�

新年明けましておめでとうございます。�
私どもは、昭和40年より統計調査の専門機関として、消費者・生活者の「声」を、
科学的な手法により収集・分析して、企業や自治体・大学等の研究機関へお届け
しております。�
依頼主（クライアント）さまのご要望にお応えすることはもちろんですが、業務
を通じて生活者の豊かで便利な暮らしの実現や生活向上の一助となることを社会
使命と考えております。この使命実現のため、統計学等の学術に裏打ちされた科
学的な調査を行なうことを経営理念としております。�

弊社では平成16年6月に個人情報の厳格な管理をおこなっている証として、財団法人日本情報処理開発協会
認可のプライバーマークを取得しておりますので、安心して調査にご回答頂ける体制となっております。�

社会の声を確かな形に�
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mail@marketingservice.co.jp�
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一般住民・生活者の皆様へ�商品・サービス開発・営業戦略でお悩みの法人様へ�

商品コンセプト受容度�

製品パッケージ�

製品ネーミング�

ホームユーステスト�

メーカーと消費者の意識の乖離を掌握�

豊かな国民生活作りへの反映�

製品を実際に消費者に使用してもらい、
その製品の商品力を測定する�

選挙時の政治意識�

災害時の住民意識�

青少年の社会意識�

消費者の消費意識�

商品開発調査�

世 論 調 査 �

各企業・自治体・研究機関さまがお持ちの「優れた技術・
叡智」といった財産も、社会に受け入れられるためには、
社会が求めている形にしなければなりません。そしてそ
の求めている形＝生活者の声としての「正しい情報」を
導き出すには、科学的な調査が必要になります。「優れ
た技術・叡智」と「正しい情報」が融合した時、社会の
求めるより良い商品やサービスの開発となって、社会に
受け入れることになります。�
現在、商品開発・営業戦略でお悩みの経営者さまは、私
どもの「科学的なアンケート調査」のご利用をご検討下
さい。�

近年、個人情報の悪用によるプライバシーの侵害が多発し、
その保護を目的として昨年4月には個人情報保護法が全
面施行されました。しかしながらプライバシー意識の高
まりが、私どもの行うアンケート調査の回収業務に少な
からず影響を与えております。より良い商品・サービス
の提供を受けるためには、「生活者の声」は、必要不可
欠です。アンケート調査へのご協力・ご回答は、より良
い商品・サービスの開発に繋がり、最終的に社会の皆様
に還元されます。私どもは、個人情報の保護に関して、
法律で定められたことはもとより、会社設立以来、その
重要性を認識し、常に厳格な管理を行なっております。�
どうぞ正しい調査にご協力下さるようお願い申し上げます。�

（社）中野法人会会員�（社）中野法人会会員�

この会員証紙を切り取って確定申告書にお貼りください。�


