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掲　示　板 （5～6月行事予定表）�
月　　日� 時　　間� 備　　考�会　　　場�内　　　　　　　　容�

14：00～14：30�

14：30～15：00�

15：15～16：15�

17：00～18：30�

16：00～17：00�

17：00～17：30�

17：45～19：15�

11：00～12：30�

16：30～17：30�

17：30～18：00�

18：15～19：45�

15：45～15：55�

16：30～17：30�

17：40～19：10�

13：30～15：30�

13：30～15：30�

15：00～16：00�

16：00～17：00�

13：30～16：00�

14：00～15：30�

13：30～15：30�

13：30～15：30�

17：00～18：00

女性部会・第115回研修会（講話）�

女性部会・第27回定時総会�

女性部会・交流会�

女性部会・役員会�

源泉研究部会・第293回研修会（講話）�

源泉研究部会・第33回定時総会�

源泉研究部会・交流会�

広報委員会�

青年部会・第170回研修会（講話）�

青年部会・第28回定時総会�

青年部会・交流会�

正副会長・総務・事業役員会�

第33回通常総会�

祝賀パーティー�

新設法人説明会�

決算法人説明会�

東法連・第30回通常総会�

　〃　・贈呈式�

書き方説明会�

源泉研究部会・第294回研修会�

第31回初歩の簿記講習会�

決算法人説明会�

拡大常任理事会（予定）�

中野サンプラザ13F スカイ�

中野サンプラザ13F スカイ�

中野サンプラザ13F スカイ�

中野サンプラザ20F�

署・別館会議室�

署・別館会議室�

�

法 人 会 館 �

署・別館会議室�

署・別館会議室�

�

中野サンプラザ13F スカイ�

中野サンプラザ13F スカイ�

中野サンプラザ13F コスモ�

署・別館会議室�

署・別館会議室�

明 治 記 念 館 �

明 治 記 念 館 �

法 人 会 館 �

法 人 会 館 �

法 人 会 館 �

法 人 会 館 �

会 場 ： 未 定 �

初歩の簿記講習会、第13回パソコン講習会は、同封のご案内をご覧下さい。（申込受付中！）�

終了後：役員会�

終了後：交流会�

終了後：パーティー�

中 野 サ ン プ ラ ザ �
15F リーフルーム�

中野サンプラザ 15F
エトワールルーム�

一般受付：16：00�
ご来賓受付：16：45
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●表紙（写真説明）……第6回フォト・コンテスト入賞『鳥』（八王子市） 日 進 興 業（株） 野 澤 正 之 氏
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

恒例の『新入会員・特別交流会』が、２月21日

（木）サンプラザにて開催されました。

今回は、平成17年から平成20年２月までにご入

会して頂いた会員の皆様です。新入会員の方が31

名、各支部の役員の方が64名参加されました。

前代未聞の二桁の参加です。

木村副会長（広報委員長）が開会のあいさつ。

鈴木会長のあと、ご来賓を代表して山岡署長が

挨拶されました。その後、宮島副会長（事業・特

別委員長）から『法人会の歴史と事業概況』とい

う事で研修が行われました。

第２部の交流・懇親会では、新入会員の皆様から、

自己紹介・企業紹介があり、終始和やかな雰囲気

の中、大盛況にて終了しました。

鈴木会長 木村副会長 山岡署長 宮島副会長 越後副会長 服部氏・閉会の辞

参加された新入会員の皆様の�参加された新入会員の皆様の�参加された新入会員の皆様の�

大変熱心に研修を受けられる皆様

穂谷　武志
平成16年10月に東中野
に事務所を移転して、４
年目に入りやっと中野区
の住人という気持が、芽

生え始めたところ、熱心なお誘いを受け２月の新
入会員特別交流会に参加させて頂きました。法人
会の皆様は「前向に」「和やかに」「一生懸命」取
り組んでいるお姿がとても印象的でした。私の仕
事は「ゴルフ会員権売買業」ですが、この業界に
もう36年間もいます。ゴルフ業界の事は一通り何
でも精通しているつもりです？
これを御縁に、皆様とより良い交流が出来れば
と願っています。これからも宜しくお願いいたし
ます。

加藤　高明
弊法人は、中野法人会に
お仲間入りして３年目を
迎えました。３年間新入
会員扱いで「新入会員特

別交流会」にも３回出席させて頂きました。
第７支部に所属しています。色々の資料やすば
らしいカレンダーの配布を受け、イベントのご案
内を頂いて感謝しています。
支部のイベントで鈴木支部長ほかスタッフの皆
さんの計らいで、弊法人の紹介と書籍の販売をさ
せて頂き、その後「シャンソンを聞く夕べ」でフ
ランス料理を味わいながら楽しい一夜を過ごした
ことがつい昨日のようです。

昨年８月事務所の移転にあたり都内全域を対象
に移転先を探していたところ同じ支部の会員の方
に新しい事務所の紹介を頂き、東中野４丁目から
１丁目に移転することが出来ました。又、私共の
法人にも会員になって頂いた方がいます。
法人会での出会い、即ち“人の出会いを大切に”
が私のモットーです。中野法人会の一員として、
法人会の益々の発展をお祈りし、私共に対するご
指導とご支援をお願い申し上げます。

石井　英之
この度、ご縁がござい
まして、中野法人会に加
入させていただくことに
なりました。そして、交

流パーティでは、ベテラン経営者の方々から暖か
い励ましの言葉をいただきまして、身に余る光栄
なことでした。ありがとうございました。この貴
重なご縁を大切にし、みなさんの知恵をお借りし
ながら、前に進んでいきたいと思います。今後と
も、ご指導いただければと思っております。よろ
しくお願い致します。

サービス業�

特定非営利活動�

音響技術者の派遣等�
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参加された新入会員の皆様�参加された新入会員の皆様�参加された新入会員の皆様�

“皆様、どうぞ女性部会に…！”� 署長と名刺交換�“法人会って歴史ある凄い会ですね…”�

テント制作施行� 空調衛生設備� ビル・マンション大規模修繕� 塗装工事�

建設業� ガラス工事� インターネット� インターネット�

経営コンサルタント� 経営コンサルタント� 不動産賃貸� 不動産業�

ソフトウェア開発� 保険代理店� 都市銀行� グラフィックデザイン�

I  T 会計事務所�

オフセット印刷� 楽器卸業�

建設業� 室内装飾�
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入会の動機をお聞かせ下さい�

入会を検討されている方に一言�

事業について（社訓など）�

　平成15年に独立し、資本金わずか10万円で会社
を立ち上げました。正に家内工業（？）で、女房
と二人、きりきり舞いの日々。そんな毎日の繰り
返しでしたが、設立して２年が経ち、地元に足を
つけて、何かをしたいなと思っていた時に、当時
の青年部会長の矢島さんから法人会へのお誘いを
受けました。 
　入会した以上は、なるべく会合に参加しようと
決意し、青年部会・親会の会合にも積極的に参加
しました。いつも、先輩の皆さんが本当に暖かく
迎え入れてくれ、とても嬉しかったです。矢島さん、
ありがとう！…素直にそんな気持ちです。 
 
 
　法人会には、いろんな業種の方がいます。同じ
中野区内で、多くの方に接し、若輩者の私は大変
に学ぶ事が多いです。直接、同業でなくてもそこ
は同じ経営者同士ですから、話の中で、今までと
全く違った観点で物事を思考する事が出来るよう
になりました。勿論、その事はビジネスに多いに
活かされています。伝統と歴史ある法人会、皆さ
んも、是非、入会して自分自身のキャパを広げて
みませんか？ 
 
 
　厨房設備業を営んでいます。又、機械販売のメ
ンテナンスも請け負っております。今年は、ビジ
ネスフェアにも出展させて頂きました。常に「低
コスト・環境・安全」を心掛けています。とにか
く誠実をモットーに日々前進あるのみです。お陰
様で、社員も増え、当初の資本金を増額できました。 

入会の動機をお聞かせ下さい�

入会を検討されている方に一言�

事業について（社訓など）�

　平成16年に会社を設立し、翌年に入会しました。
入会する迄、それこそ何度も足を運んで勧めて下
さった浅井さん、宮島さんの熱意には大変に感謝
致しております。人間大好き～！なんですが、仕
事柄どうしても消極的になってしまう自分を打開
してくれたのも、実は法人会なんです。 
　地元密着型で…というのが私のスタンスですが、
法人会に入会してからはそれを実現する事が出来
ました。法人会って、本当に素敵な団体です。 
 
 
　今年の４月に大和町１丁目の地区長の任命を受
けて、先輩の浅井さんと未加入の方を訪問させて
頂き、３人の方にお入り頂きました。 
　私は、訪問した際に、自分自身が法人会に入っ
て本当に良かった…！と実感している事を率直に
話します。入会して間もない私ですが、心から入
会して良かったと思っているからです。 
　２月には、法人会の女性部会にも入会させて頂
きました。更に多くの皆様と交流できるという事で、
胸がワクワクしています。迷う必要はないと思い
ます。良き経営者の団体なんですから。留まって
いるより、とにかく勇気を奮い起して一歩前へ…
です。 
 
 
　様々な職種の方の、事務の代行をさせて頂いて
おります。まだまだ世間知らずで戸惑う事も多い
ですが、法人会の一員である誇りを持って職務に
あたっています。設立して３年になりますが、お
陰様で順調に進めて来ています。法人会主催の説
明会や研修会にも積極的に参加しています。全て
自分自身の為になるからです。女性経営者として
の得意性を活かし、法人会の多くの先輩諸氏にご
教示して頂きながら、自分らしく邁進していき度
いと思います。 

　今年開催された『新入会員・特別研修会』は、平成17年度・平成18年度・平成19年度に
ご入会して頂いた方に案内をさせて頂きました。この3年間、ずっと参加され、現在、既に、
支部幹事・地区長としてご活躍頂いているお二人の方にお話を伺いました。�

相 原 一 浩 氏�
（有）アイケーサービス�

第2支部� 第3支部�

松 本 久 美 子氏�
（有）松本会計センター�
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平成１９年度新入会員�
 

鷺宮2－7－2 

鷺宮2－16－17 

鷺宮5－2－4 

鷺宮6－30－15 

若宮2－11－1 

 

 

江古田2－10－20 

江古田4－4－1 

江古田4－29－11 

江原町1－13－15 フルールド花崎201 

沼袋1－2－15 

沼袋4－2－2 

沼袋4－38－6 

 

 

大和町1－31－4 

大和町1－67－6 

大和町1－67－6 MTCOURT208号 

大和町3－1－10－504 

野方4－22－4 subLimeビル2階 

野方4－41－16 

野方6－3－4 

野方6－17－8 

 

 

沼袋3－18－1 

新井1－9－14 

新井1－12－6 サンハイツ新井301 

新井1－22－9 

新井1－35－15 

新井1－36－7コスモス中野 

新井1－39－4 ニッコーハイツ204号 

新井2－48－12 

新井5－4－12－303 

新井5－29－1－502 

 

 

松が丘1－33－15  アリスコート1F 

松が丘2－19－11 

上高田3－19－6 高野ビル1F 

上高田5－16－1 

上高田5－37－5 

上高田5－30－4 

 

中野4－1－1 中野サンプラザ9F 

中野5－3－24 ヴァドールビル401 

中野5－22－17 

中野5－25－11－101 

中野5－26－6 

中野5－37－21 

中野5－52－15 

中野5－65－4 

中野5－66－4 

中野5－67－6－1002 

中野6－20－1－108 

中野6－32－4 ウインドシティ中野602 

 

 

東中野1－14－24 吉井ビル101 

東中野1－14－24 吉井ビル1F 

東中野1－24－5 

東中野1－50－4 

東中野1－55－4 大島ビル第2別館 

東中野2－3－3 

東中野2－6－4上ノ原グランドハイツ203 

東中野2－6－11 3F 

東中野2－6－14 

東中野3－8－13 ドーンNS 6F 

東中野3－5－14 

東中野4－6－2　和興東中野ビル7F 

東中野4－27－16 

東中野4－7－18－102 

東中野5－5－5 

 

 

中野1－60－12  コーポゼロ101 

中野2－11－2－301 

中野2－30－8 パールスカイ2ビル6F 

中野3－43－3  中野住研コーポ6F 

中野3－45－10  スターラトヴィレッジ104 

 

 

上鷺宮5－21－11 

中央1－4－5 

中央3－13－11 MGビル405 

中央3－34－3 

中央3－34－3 B1F 

中央4－1－22 

中央4－1－31 明和ビル1F 

中央4－7－20 

中央4－8－18 

中央4－53－2 

中央5－4－22 

中央5－4－22 JHV中野ビル5F 

中央5－4－22 

中央5－4－22 JHV中野ビル3F 

中央5－16－6－101 

中央5－19－10 

中央5－29－11サンメゾン中野104 

 

 

本町4－38－23 オリエンタル新中野1F 

本町4－44－23 

本町6－11－6 

本町6－16－13 

本町6－20－12 SAN新中野ビル1F 

本町6－20－14－104 

本町6－30－8 

高円寺南5－24－6 

東中野3－14－1 

渋谷区代々木3－46－16 

 

 

 

中央1－21－1 毛利ビル601 

中央1－31－7 

中央1－38－1 

中央1－40－3 

本町1－24－7 MBKビル1F 

本町1－25－15－101 

本町1－32 ハーモニータワー2階 

本町3－8－8 

本町3－12－13 

本町3－22－5 

本町3－31－2 

 

 

弥生町4－1－11 山栄ビル2F 

弥生町5－5－1 野清ビル2F 

弥生町6－10－11 

 

 

弥生町4－13－4 

南台1－1－14 

南台2－18－3 和暢ビル101 

南台2－3－9 

南台3－37－19－207

第1支部（上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮）�

第9中央支部（中央３丁目～５丁目）�

第9本町支部（本町４丁目～６丁目）�

第12支部（南台）�

第10支部�
（中央１丁目～２丁目、本町１丁目～３丁目）�

第11支部（弥生町）�

第6支部（中野４丁目～６丁目）�

第7支部（東中野）�

第8支部（中野１丁目～３丁目）�

第2支部（江古田・江原町・丸山・沼袋）�

第3支部（大和町・野方）�

第4支部（新井）�

第5支部（松が丘・上高田）�



平成20年５月１日

（ ）7

―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

務�署�だ�よ�り�務�署�だ�よ�り�務�署�税�税�税� だ�よ�り�

都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�

○e-Taxの受付時間の拡大について
e-Taxの受付時間（送信可能時間）については、
次のとおり拡大されました。

○ルート証明書の変更について【重要】
平成20年４月14日�から、e-Taxで利用するル
ート証明書が、財務省認証局発行のものから政府
共用認証局発行のものに変更になりました。同日

以降は、政府共用認証局のルート証明書をインス
トールしないと、e-Taxソフト等が正しく動作い
たしません。
下記のURLから、最新版のルート証明書を取得
し、インストールを行ってください。
【ルート証明書のダウンロード】
https://www.e-tax.nta.go.jp/download/index.html

e-Taxについてのお知らせ

申告により住民税が減額されます 

【お問い合わせ先】　主税局課税部個人事業税係（０３－５３８８－２９６９） 
　　　　　　　　　主税局総務部相談広報係（０３－５３８８－２９２４） 

平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方へ�

老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置が終了しました�

5 月は自動車税の納期です。�

～対象となる方は、平成20年7月1日から31日までに申告をお忘れなく～�

申告により住民税が減額されます 

〈対 象 者〉 
  
〈申告方法〉 
  
〈申告期間〉 

平成18年分は所得税が課税される程度の所得があった方で、平成19年分は
所得税が課税されない程度まで所得が減少した方  
平成19年度分の住民税を課税した平成19年１月１日現在お住まいの区市町
村へ「市町村民税道府県民税　減額申告書」を提出してください。  
平成20年７月１日（火）～31日（木）まで 

　平成17年１月１日現在65歳以上に達していた方（昭和15年１月２日以前に生まれた方）で、
前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた住民税の非課税措置が、平成18年度
課税分以降廃止されました。経過措置として、平成18年度には税額の３分の２、平成19年度に
は税額の３分の１が減額されていましたが、平成20年度にはこの経過措置が終了し、全額負担
となります。 

平成20年度の自動車税の納税通知書は、5月1日（木）に発送します。 
〈納 期 限〉 平成20年6月2日（月） 

申告により住民税が減額されます 

詳しい情報はe-Taxホームページをご覧ください。 
h t t p : / / w w w . e - t a x . n t a . g o . j p

変更後 変更前 

月曜日～金曜日 
（祝日等を除く） 

午前８時３０分～午後９時 

月曜日～金曜日 
（祝日等を除く） 
午前９時～午後９時 

e-Taxで利用するルート証明書�

政府共用認証局（官職認証局） 
政府共用認証局（アプリケーション認証局） 

財務省認証局 
財務省運用支援認証局 
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４月17日開催予定の『第９回健康セミナー＆ヘルシーディナーの会』の事前打ち合わせを２月15日、講
師の井上先生が所長を務める日本医療栄養センターで行われました。又、厚生委員長も参加され、３月13
日に試食会を行いました。

『第9回健康セミナー・事前打合せ』

『東法連・支部長の集い』『全法連・税制委員セミナー』に参加して

全員で100名にも及ぶ支部長が、一同に会して
『支部長の集い』が行われました。始めに、東法連
副会長で総務委員長の伊藤安一氏が挨拶されまし
た。続いて、東法連・組織副委員長の利根川政明
氏が、『支部活動における会員増強と支部事業活
動』ということで、大変に含蓄のある話をされま
した。
その後、各テーブルに分かれて、『グループディ
スカッション』が行われました。
私は、第６テーブルで、リーダー（進行役）に
は、大園総一郎氏が就かれ、各々、支部の諸活動
や会員増強について話をしました。
特に印象に残ったのは、本所法人会の大園氏

（進行係）の話です。大園氏は、大同生命さんの
『法人会員拡充活動』のやり方を次のように話され
ました。大同生命さんは、全法連が作成している

Ａ３版裏表の『こんにちは“法人会”です』を本
当に良くマスターしています。未加入法人の方そ
れぞれに合わせて、福利厚生制度について話した
り、異業種交流について話したりと、本当に機転
を利かせています…と。
手前ミソになりますが、私も今年度３社の会員
増強が出来ました。やはり、法人会に入会して良
かったという観点からの話に、相手の方もご理解
して入会して頂きました。会員増強にあたる際に
は、勧める側の姿勢が最も大事だと思います。
又、支部として、昨年は、新たな社会貢献活動
も行いました。地域社会に打って出る為にも、法
人会の名を多くの方に知って頂く事が大事だと思
います。支部長として、初めて、こうした催しに
参加させて頂きましたが、参加して本当に良かっ
たと思います。

東法連主催の『支部長の集い』が、2月13日グランドアーク半蔵門で開催されました。当法人会からは、佐藤支

部長（第9本町支部）と井元支部長（第10支部）が参加されました。今回、佐藤支部長に感想を書いて頂きました。

今回の税制委員セミナーは、全国から約500名
参加で、会場は熱気に溢れていました。
第１講座は「平成20年度税制改正と今後の課題
について」で、財務省大臣官房審議官 川北 力氏
の講演でした。現下の経済・財政状況を踏まえ、
持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点か
ら、研究開発税制等の経済活性化策を講ずるとと
もに、中小企業関係税制・ベンチャー支援税制等
について手厚い配慮がされています。又、民間が
担う公益活動を推進する観点から、公益法人制度
改革に対応する税制措置を講ずると共に寄付税制
の見直しを行っています。

第２講座は「今後の税制改革の行方について」
で中央大学法科大学院教授の森信茂樹氏の講演で
した。税制の国際的潮流として、公平から効率化
へと税と社会保障の一対化の流れがあり、法人所
得課税と社会保険料を合わせた負担は、ドイツ、
フランス、スウェーデンより低いが、米国、英国、
韓国より高いという問題を抱えております。その
為には抜本的税制改革が必要であると言われてお
りました。
こうした『税制委員セミナー』には、毎年参加
させて頂いておりますが、税制委員として、真に
生活者の立場に立った“税制改正”なのかを、今
後もしっかりと監視していき度いと思います。

全法連主催の『平成20年税制委員セミナー』が、2月12日ハイアットリージェンシー東京で開催されました。

当法人会からは、服部委員長始め3名の方が参加されました。今回、高野税制副委員長に感想を書いて頂きました

厚生委員長も出席され試食会井上先生・八重樫総料理長と…
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『 東 法 連 ・ 税 制 全 体 委 員 会 報 告 』

議題１．平成20年度税制関連の
事業計画（案）＆予算（案）

１．19年度の総括
�税制改正要望活動

①20年度税制改正要望

・各単位会、会員企業へのアンケート結果に

基づき要望を作成し、全法連宛提出

②要望活動…「平成20年度税制改正に関する

提言」

・全法連→自民、公明、民主、財務省、国税

庁ほか

・東法連→国会議員（郵送）、都知事（代理）、

都議会議長（代理）

・中野法人会→松本衆院議員、長妻衆院議員、

田中区長

③実現事項

・中小企業の事業承継税制の抜本的見直しな

ど

�税関連の諸活動

①研修活動

・各単位会にて各種研修を実施し、税法・税

務に関するものへの参加者数が全研修の過

半数を超えている。

②租税教育、税を考える週間行事

・各単位会では、国税当局・教育関係機関等

との連携を図りながら、各種租税教育およ

び税を考える週間事業を実施（東法連では、

シンポジウムも開催）

・公益法人制度改革を踏まえ、税関連の講演

会等について、よりいっそうの公益性を高

めるため、一般にも対象を広げ実施した場

合、申請により費用の一部を助成した。

２．20年度税制関連事業の活動方針
�全法連第３回税制委員会

・平成21年度税制改正に関する提言の方針等

について審議

�平成21年度税制改正要望のとりまとめ

・アンケート１本化の声を受け、東法連は見

送り全法連のアンケートを継続実施とする。

�税関連の研修活動

・よりいっそうの公益性を高めるとの観点か

ら、一般も参加可能な研修会、講演会等の

企画・実施に努める。

�租税教育

・小中学生に対する租税教育事業は、極めて

重要であることから、公益法人制度改革を

踏まえ、引き続き積極的に取り組んでいく。

�税を考える週間行事

・公益法人制度改革への対応を踏まえ、税を

考える週間行事の開催に積極的に協力。

�その他

・e-Taxの普及促進に向け、国税局に対し、

引き続き協力支援体制をとっていく。

３．平成20年度税制関連の
事業計画（案）および予算（案）
・基本的には前年同様、変更は一箇所のみ。

旧：「e-Taxの普及促進にも努める。」

→新：「e-Taxの普及のための方策を検討し、

利用率向上に努める。」

議題２．公益法人制度改革問題への対応について
�直近の政府の動向および今後の見通し

・１月１日　平成20年度税制改正要綱

閣議決定

・３月頃　 「ガイドライン」制定見込み

・12月１日　制度改革関連３法施行

移行開始（平成25年11月30日

移行期間終了）

�東法連の動き

・理事会、制度改革対策本部会合、新・活性

化委員会、制度改革アンケートの実施

◎単位会に於いては、研修用資料を活用しなが

ら役員・会員への説明を行い理解を得る。

報告事項…平成19年10月23日「これからの税制を

考えるシンポジウム」は312名参加

（うち一般＝41名）

講 演 会…「平成20年度税制改正（案）の概要と

今後の課題」

（早大大学院：品川芳宣教授）

2月27日、全法連会館において、『第3回税制全体委員会』が行われ、当会から服部税制委員長が出席
されました。平成20年度の事業計画（案）など審議されましたので掲載をさせて頂きます。
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「e-Tax講習会」に、初めて参加しました。

今回は、２月26日　Ａ／Ｂコースで２回、講

師に中野税務署　法人担当　岩野上席をお招き

して、東中野「テラハウス」で開催されました。

参加者全員に、一人一台のパソコンを前にし

て、最初に「e-Tax導入」について説明があり、

そのあと、各自のパソコンを使い、国税庁のホー

ムページより体験版をダウンロードして、「消費

税の申告」を体験しました。体験版では、パソ

コンの画面を開けば操作の順番に赤い○印が点

灯して、指示が出て簡単に扱えるようにできて

いました。当社では、すでに稼働していますが、

実際の使用場面では、このような指示が無く判

断に迷うことがたびたびあり、体験版のように

簡単に使いやすくなれば良いと感じました。

休憩後、開始届出書のオンライン入力方法を

体験しました。参加してみて、独自で解釈する

より、講習会に参加して基本の流れを確実に覚

えた方が、理解が早く確実だと感じ、今回の講

習会は有意義だったと思いました。

e-Taxは、法人会で推進し今後の活用が期待

されています。今回の講習会で、自分自身の税

知識向上の必要性を感じたこと。また、今後の

利用促進を図るためには、利用しやすいシステ

ムにするために、利用者から使いやすくする為

の要望を上げることと、利用減税などの優遇措

置を実施しないと、早期普及は難しいと感じま

した。

＝ e - T a x 講習会に参加して ＝

２月26日に開催されました「e-Tax」の講習

会に参加しました。

実は、今回受講する前まで「e-Tax」にあま

り関心がありませんでした。

では何故受講したかと言うと、今年の新年賀

詞交歓会の抽選会にて特別賞として何とカード

リーダーが当たってしまったからです。

折角いただいたのであれば一念発起。

当日は、中野税務署の方の指導によりスライ

ド画面を確認しながら実際の電子納税への体験

をさせていただきました。体験して感じたこと

は意外と簡単な操作で対応出来る事でした。又、

税務署や金融機関等の窓口に出向く事も無く業

務時間外でも受付可能との事です。広報委員の

私としては、実際に体験したのでこれから導入

を検討されている会員の皆様に自信を持ってお

勧めできると思います。

尚、都税事務所でも「e-Tax」同様の「eLTax」

の環境整備に力を注いでおります。多くの方に

感心を持って頂き利用率の向上に繋げればと感

じました。

一念発起してe-Tax を体験 かね長　桜建設�　桜井　正人

講師の岩野上席

親切丁寧な講習会でした

e-Tax 体験版で新たな体験（？） 宮島物産�　宮島　茂明
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法人会の集まりの後で「e-Taxで納税申告す
るといろいろ手間が省けていいらしいよ」と言
う夫の言葉に、「前から気にはなっていたけど、
誰か教えてくれる人がいないと出来ない」と申
しましたら、税務署でも法人会でも教えてくれ
るよ」と申します。何日か経って思い出し、法
人会に電話しましたら、「３日後に講習会があり
ます」とすぐにFAXして下さいました。
講習会では丁寧に教えて頂いたのですが、私
がパソコンに習熟していないのと少し聞き取り
難いところもあり特にインターネットに弱いも

ので聞きもらしたり、先走ったりして元に戻せ
ず困りました。その時、すぐにサポートして下
さり助かりました。お蔭様で何んとなく分った
様な思いで帰宅しました。自宅で復習してみよ
うと思い何回かテキストを読み返しながら挑戦
している内になんとか出来そうな感じがして来
ました。今は折角講習を受けたのですから今年
はe-Taxで申告しようと思っています。
まだ、ご教示をお願いするかと思いますがよ
ろしくおねがいします。
ありがとうございました。

＝ e - T a x 講習会に参加して ＝

２月26日に東中野のテラハウスＩＣＡにて、
『e-Tax講習会』を受講しました。ここ数年、税
務のＩＴ化が時代の流れなので、現状を把握し
ようと受講した次第でした。
結論としては、小規模な企業にはまだ導入は
早すぎるという結果に終わりました。
ある程度の社員を抱え効率化を検討するなら
ば、時間的投資と捉え早期に導入するのも良い
かもしれません。しかし、小規模のために外注
を多様し、顧問税理士に多くを依頼する弊社と

しては、まさに顧問税理士との連携が必要だと
いう点でまだ導入には時間がかかりそうだと実
感しました。
ペーパーレス化はメリットですが、時間的・
コスト的には現状と全く変わらない状態です。
単なる申告だけでは導入に至らない次第です。
いずれは、e-Taxに移るであろうとは実感し
ましたが、現状は、事業拡大が優先命題と捉え
ています。

e-Taxの効用… 匿名です

今年はe-Tax で申告します！ �はるな電気　春名　孝子

これからは、税務申告も納税も、パソコンで
する時代だなあ、と思いつつ、日々の仕事をし
ておりましたところ、中野法人会で、中野税務
署の講師の方をお招きして、e-Tax講習会を開
催して下さるとのことで、早速、申し込んで、
参加させていただきました。
以前に法人会館で、e-Taxの講習会を受けた
ことがありましたが、その時は私自身もパソコ
ンに不慣れでしたし、パソコンも２～３人に１
台という具合で、実際に手にすることができな
かったので、講師の方の説明があまりよく理解
できませんでした。しかし、今回の講習会では、
東京工科専門学校というすばらしい環境のもと、
１人に１台というパソコンで、受講できました
ので、実際に講師の方の説明に従って入力して
いき、e-Taxの申告の流れを理解することがで
きました。

講義では、e-Taxの導入
から、消費税の確定申告書
の作成、電子署名、送信迄、
お話しいただきました。
実際に講師の方について、
スライドを見て入力しなが
ら進んでいったので、大変
わかりやすかったと思い
ます。
この講習会で学んだこと
を活かし、早くe-Taxで申
告、納税できるよう、前向
きに取組んでいきたいと思います。今後も、こ
のような講習会を設けて頂きたいと願うと共に
講議していただきました岩野上席、サポートし
ていただいた署の皆様に心からお礼申し上げ
ます。

e-Tax講習会を活かして… 日本自動車交通�　山本　光一
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わかり易い解説のお陰で大分 e-Tax 実務の

理解を深めることができました。岩野上席、田

中審理官ありがとうございました。

私が思うに事前準備・初期登録（電子証明書

の取得～ICカードリーダライタのドライバソフ

トのインストール～公的個人認証サービスソフ

トのインストール～e-Taxソフトのダウンロー

ド・インストール）までが結構時間がかかると

いうか、手間がかかるという事が自分が実際に

取り組んでみてわかりました。

初期登録は最初の一度だけのことですがここ

までの作業がもう少し容易くできるようになれ

ばe-Taxの普及に拍車がかかるようになると思

います。まだ若いと思っていた私ですが、意外

にも初期設定に手間取るとは…パソコンにうと

い方はちょっと苦戦するかもしれません。

実は研修後日、署に行って岩野上席から「は

じめよう！e-Tax」（事前準備・初期登録マニュ

アル）という解説資料をいただきました。これ

を見ながら作業をすればばっちりです！パソコ

ンの画面印刷なしでどんどん作業できます。ど

うかこれから始める方は署の岩野上席を訪ねて

みてはいかがでしょう？

このマニュアルは署１Ｆのパンフレット置き

場には置いてませんよ！岩野上席からじきじき

にいただいて下さい。

わかりやすい解説に感謝

＝ e - T a x 講習会に参加して ＝

木村化学産業�　木村　栄大郎

社会生活を営む上での「納税」は、当然の義

務だと思いますが、何故手続きがもっとシンプ

ルにならないものかと思っていました。電子化

は、手続きがマニュアル化されることを意味し

ますので、体験することで認識しようと、この

度e-Tax講習会に参加しました。講師の税務署

の方々は丁寧に、親切に指導して頂きましたが、

内容面ではやはり複雑さを感じ、ミスを恐れる

気持が先に立ちます。貸借対照表では、借方と

貸方の合計の数字が一致しなければ、帳簿の記

載ミスがあることが解ります。納税申告にもこ

の様な仕組みがあれば、e-Taxも取組み易くな

るのではないかと思いました。

電子化によって、効率化が図れ、時間の短縮

が図れることは社会の急速な変化への対応に必

要なことと思います。これからは行政と納税者

が実践を通し相互でより簡易に出来る様に改善

していくことが大切だと思いました。

社会の急速な変化の中で… �アクティブロジスティクス　草部　博光

“前向きにe-Taxに取組みます” 会場のテラハウスICA
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3月26日　決算法人説明会を開催

講師の
田中審理官

今年度から“社会貢献活動”として桜まつりを支援！！

［総務委員会］（榎本委員長）

�平成19年度・収支会計報告並びに平成20年度・
収支予算（案）について審議。
�公益法人制度改革に向けて意見交換。
�e-Taxの推進について協議。

［事業・特別委員会］（宮島委員長）

�平成19年度・事業報告並びに平成20年度・事業
計画（案）について審議。特に社会貢献活動に
力点をおいて取り組む。
�租税教育の推進（青年部会・女性部会）の活動
を支援する。
�更なる支部・部会の活動を推進する。

［組織委員会］（宮坂委員長）

�平成19年度の会員増強結果報告＆総会における
団体・個人の表彰について。
�地区長を中心に更なる会員増強の推進＆脱会防
止について。

［厚生委員会］（越後委員長）

�平成19年度の活動の総括並びに平成20年度の活
動について。
�当面の『第９回健康セミナー』の大成功を！
�受託３社との連絡協議会。

［広報委員会］（木村委員長）

�平成19年度・会報発行実績＆平成20年度発行予
定について。
�支部・部会を始め、多くの会員参加の会報作り。
�ホームページの活用。

［税制委員会］（服部委員長）

�平成20年度・税制改正に向けての活動報告＆平
成21年度・税制改正に向けて。
�税制改正要望全国大会の件。
�アンケート実施について。

社 会 貢 献 活 動
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　“紀文堂”は、『中野坂上駅』か、『JR東中野駅』を下車し、山手通りを徒歩８分位のところにあ
ります。 
　“紀文堂”のルーツを辿れば、何と創業は明治23年だそうです。この“中野坂上店”は、先代か
ら数えて創業65年以上になるそうで、昨年の１月、北青山から移転してきたそうです。 
　先代から受け継がれる型で一つ一つ焼き上げる昔ながらの製法には、とてもこだわりがあるそう
で、焼き上がった手造りの商品すべてに、素朴で上品な味わいが染み込んでいます。 
　“紀文堂”　の逸品は、人形焼・瓦煎餅・ワッフル等で、万頭の“あん”は、つぶあん・こしあん・
白あんと多種揃っています。又、ワッフルも、ジャム・つぶあん・クリームと３種類あり、どれを
賞味しても、どこか懐かしい、ほのぼのとした気持ちにさせてくれる大変に美味な物ばかりです。
地方発送もして頂けるとの事です。皆様も、是非、足を運んでみて下さい。　　　（記　三好正市） 

〒１６４－００１１  中野区中央１－５２－７�
　　　　　　　　  倉島第一ビル１階�
ＴＥＬ：０３－５３８９－０３４０�
営業時間：９：３０～１８：３０�
定 休 日：日曜日�

ホットなお店紹介�

東中野駅�

大久保�
通り�

氷川神社�

青梅街道�

●●川緑道�塔山小学校�

中野坂上駅�

山
手
通
り�

〒�

倉島第一ビル１階 

「東中野駅」「中野坂上駅」�
より徒歩8分�

「紀文堂」 

支部�

8 

9中央 

9本町 

10 

11 

12

時　間� 開　催　場　所�開 催 日 �

14：00 

13：30 

13：30 

13：30 

14：00 

14：00 

 

４月23日 

４月16日 

４月16日 

４月16日 

４月24日 

４月24日 

水 

水 

水 

水 

木 

木 

西武信金・本 店 5 Ｆ 

西武信金・本町通支店 

西武信金・本町通支店 

西武信金・本町通支店 

西京信金・南中野支店 

西京信金・南中野支店 

支部�

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

時　間� 開　催　場　所�開 催 日 �

13：30 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00 

14：00

４月18日 

４月25日 

４月15日 

４月８日 

４月８日 

４月８日 

４月11日 

金 

金 

火 

火 

火 

火 

金 

西 武 信 金・鷺宮支店 

東 福 寺・奥 書 院 

三菱東京UFJ・野方支店 

ブロードウェイ・５階会議室 

ブロードウェイ・５階会議室 

ブロードウェイ・５階会議室 

西 武 信 金・東中野支店 

春の税務研修会開催�
（今回のテキストを無料で差し上げます。希望される方は事務局まで） 

春の税務研修会開催�（4月8日から4月25日）�
（今回のテキストを無料で差し上げます。希望される方は事務局まで）�

テーマ：平成20年度  ここが変わる！ ことしの税制改正 

（4月8日から4月25日）�

�第33回通常総会のご案内�
【通常総会】
１．日　時：平成20年5月15日�

午後4時より受付
午後4時30分開会

１．場　所：中野サンプラザ13F  スカイルーム
（ＪＲ中野駅下車）

【懇親会】
１．場　所：中野サンプラザ13F  コスモルーム

（午後5時40分頃）
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支�部�だ�よ�り�支�部�だ�よ�り�支�部�だ�よ�り�
支部・役員会を開催！
各支部共、平成19年度の事業・収支報告と平成20年度の事業などについて活発に話し合われました。

４月開催予定の『春の定時総会＆税務研修会』についても意見交換をしました。

第1支部（青柳支部長）� 第6支部（大月支部長）� 第10支部（井元支部長）�

第2支部（堀野支部長）� 第7支部（鈴木支部長）� 第11支部（秋元支部長）�

第３支部（加藤支部長）� 第8支部（吉川支部長）� 第12支部（白川支部長）�

“各支部とも�
　　  決意も新たに”�

すばらしいスタートの 

役員会でした。 

第4支部（鳥居支部長）� 第9中央支部（高野支部長）�

第5支部（小島支部長）� 第9本町支部（佐藤支部長）�
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これ迄、フラメンコと言えば、画像を通してし

か見た事が無く、今回この様なショーを間近で楽

しませて頂き、心からお礼申し上げます。

生で聞く歌は、まるで奥底に潜む魂の叫びその

もので、奏法巧みなギターの音、魅惑的な踊り手

の手の動き、リズミカルながら迫力のあるステッ

プ等々、私には全てが興味深く、時の経つのも忘

れてしまう程でした。その中でも、特に私を魅了

したのは、曲調によって、さまざまにリズムが変

化する『パルマ』と言う手拍子です。

踊り手やギター、そして歌に

合わせ、甲高い音と、籠った様

な低い音の二種類を、上手く使

い分ける技法に、しっかり魅せ

られ、興奮の余韻を纏ったまま

会場を後にしました。

素敵なフラメンコショーに

『オーレ！』どうもありがとう

ございました。

《第4・5・6支部》

◆フラメンコに魅せられて◆

会場は法人会員で貸切です 素晴らしい演奏家＆ダンサーの面々“皆様ようこそ エル・フラメンコへ”

�ジーエッチエヌ　高橋松江

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

寒い日が続く２月15日、第７支部懇親会が、

「West 53rd 日本閣」で開催しました。

参加者50名。第一部は鈴木照男支部長の挨拶に

始まり、安藤相談役の乾杯の発声で宴がスタート。

春を感ずる食材をふんだんに使った料理に舌鼓

を打ちながら、参加者との交流を楽しみました。

第二部、ナナオ氏の流暢な司会で第ナナ支部と

ナナオを掛け、皆様の心を掴み、場を盛り上げ、

三味線奏者・工藤武氏（杉良太郎ショーのバック

を務め）の力強い演奏と、若手実力派民謡歌手・

涌井晴美さん（ハロプロ所属）の声量充分な歌声

で津軽じょんがら節から始まり佐渡おけさ、真室

川音頭、北海道ソーラン節、鹿児島小原節、東京

音頭、千葉木更津甚句、木曽節、長崎ぶらぶら節、

津軽甚句、ラスト曲で津軽あいや節で締め、日本

全国漫遊民謡ショーを充分堪能しました。

次回、再会を祈り安達副支部長の閉会挨拶で締

めました。出席者全員ステージに釘付け、出演の

２人に圧倒されました。民謡は、奥が深く素晴ら

しい日本のソウル（魂、心）です。

《第7支部》

◆新春の宴 民謡 津軽三味線と共に◆

鈴木支部長 安藤相談役 安達副支部長 終始和やかなムードで…工藤氏・涌井様

日本閣観光� 中原　孝

中締：服部氏
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支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

当日はマグロを食べに行くというので、昼食も
そこそこに出発。お子様連れやご夫婦で参加され
た方々で、和気あいあいの車中。研修会というよ
りは遠足気分でした。
大黒ＰＡで休憩をとり、まず津久井浜のイチゴ
狩りへ。ビニールハウスの中はイチゴの香りでい
っぱい。元を取ろうと、後でマグロを食べるのも
忘れて、ついばくばくと！バスガイドさんに、何
の品種を食べたのか聞かれましたが、誰一人答え
られません。ガイドさん曰く「紅ほっぺ」だったそ
うです。そんな話をしているうちに三崎港へ。
まず買物センターで各々海の幸をショッピング。
いよいよマグロ料理の「たちばな」へ。店のご

主人から料理の説明を聞き、刺身はもちろん、皮
や胃袋、卵、巨大な頭といったマグロ三昧の料理。
店から出ると、もうあたりは暗く、帰りにはお
土産まで頂き一路東京へ。御酒も入り、皆様満足
なお顔。お酒等を差し入れして下さった方々、幹
事の皆さんに感謝！感謝！

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆台所から“まぐろ”が消える…（？）
そんな言葉に乗せられて―◆

美味しい…！ マグロをお腹いっぱい食べて大満足

�岩崎物産　岩崎充利

入賞作品 青年部会の皆様 朝礼で表彰式が…

２月22日、「落書き防止ポスター」を、サンモール商店街・ブロードウェイ商店街に貼りました。今年度
の中野まつりの際に、区商店街連合会の応援で「中華饅頭」を販売し、その収益金から「落書き防止のポ
スター＆標語」を募集し、この度入賞者が決定しました。

秋の叙勲で「黄綬褒章」を受章�秋の叙勲で「黄綬褒章」を受章�
　鈴木洋成氏（法人会・第１支部、全日本調理技
能士連合会副会長）は、今までの功績を称えられ
「黄綬褒章」を受章されました。 
誠におめでとうございます。 鈴木様� 奥様と…�

“社会貢献活動にご協力を！” 

「社会貢献活動」（落書き防止ポスター貼付） 
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「東法連青連協平成19年度全体連絡協議会」
恒例の「青連協 平成19年度連絡協議会」が２月
22日グランドアーク半蔵門で開催されました。当法
人会からは５名が参加し、研修会の第一講座は、「サ
ントリー�の佐治社長」が…、第二講座では、「かん
だ　やぶそばの堀田社長」「山本海苔の山本社長」
「千疋屋の大島社長」がパネリストになり、大変内容
の濃いディスカッションが行われました。

「第4回東法連青連協交流ゴルフコンペ」
恒例の「青連協ゴルフコンペ」が、３月６日、稲

城市の「よみうりゴルフ倶楽部」で開催されました。
総勢142名が参加、内、当会からは４名が参加しました。

「東法連青連協第4ブロック連絡協議会」
３月25日、「巡回評議会」が板橋法人会館で開催さ

れました。事前に租税教育用のビデオを鑑賞しました。

「役員会を開催」
３月28日、法人会館に於いて「役員会」を開催。
平成19年度の事業報告・決算報告、平成20年度の
事業計画・予算案を中心に意見交換がなされました。

毎年恒例の管外研修会が２月３・４
日に行われました。当日の大雪と翌日
の電車車両故障で、往復ともロマンス
カーに乗れない「箱根南風荘」での管
外研修となりました。日中のゴルフ組
もクローズとなり、楽しみに、人知れ
ず日々猛特訓を積んでいた方もいらっ

しゃったようで、皆さん残念でした。
研修は、�アイケーサービス相原様より、「ノロウ
イルスによる食中毒の基礎知識と予防法について」
話をしていただきました。ペーパーテストを交え、
しかも分かりやすい講演で、知っているようで知ら
ないことも多く、大好物の生牡蠣で当った経験があ
る私には、とても興味深いお話しでした。
今回、管外研修の参加は初めてでしたが、沢山の

方とゆっくり話をする機会を持てたこと、そして楽
しいひと時を過ごすことができ、『参加して良かった』
と思える研修会でした。いろいろな方のいろいろな
面？を拝見させていただき、一気に皆さんとの距離
が縮まったと思います。是非、次回の管外研修にも
多くの方がご参加していただけたらと思います。Ｏ
Ｂの諸先輩方にも多数ご参加いただき、大いに盛り
上げていただきました。また、ご苦労いただきまし
た幹事様をは
じめ、皆様に
は大変お世話
になりまし
た。この場を
借りて御礼申
し上げます。

～誤りやすい源泉所得税Ｑ＆Ａ～
２月８日、部会恒例の『２月度の研修会』が法人
会館で行われました。
講師に、中野税務署・宮崎審理担当上席を招き

『誤りやすい源泉所得税Ｑ＆Ａ』という事で話して
頂きました。事前に質問を出して頂き、今回は『源
泉から控除しきれなかった住宅取得控除について』
研修をして頂きました。
今回のポイントは、平成19年の税率改正（税源移
譲）で、所得税の税率が下がったため、平成19年以
降の所得税の住宅ローン控除額が、平成18年に比べ
て少なくなる場合があります。このため、平成11年
から平成18年に入居した方に限り、平成18年の所得
税率で計算した場合に比べて減ってしまう分を、毎
年住民税の住宅ローン控除を申告する事で、住民税
の所得割額からも控除できるようになった事です。
給与収入のみの方は、年末調整の源泉徴収票が、
�源泉徴収額が０円である事。
�住宅借入金特別控除可能額の記載がある方。

＊確定申告す
る方は、確
定申告書第
一表の「住
宅借入金等
特別控除」
の額が「課税される所得金額に対する税額」から
「配当控除額」を差し引いた額より大きい場合は、
「住宅ローン控除」が申告できるそうです。
更に、控除の手続や、申告期間など例をあげて説
明をして頂きました。
又、「住宅借入金等特別控除」についても説明
をして頂きました。
講師の宮崎上席、ありがとうございました。

「役員会を開催」
３月27日、中野サンプラザで「役員会」を開催。
平成19年度の総括と平成20年度の事業などについ
て審議しました。

部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�

◆源泉研究部会◆

「第291回研修会」

◆青年部会◆

「第168回研修会（箱根）」に参加して

食中毒は怖い！講師の相原氏

講師の宮崎上席柳澤統括官 西條部会長

赤羽部会長

田中金属� 斉藤　孔志

�鷺宮製作所　石川　幸雄
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～波乱万丈記（人との出会い）～
毎年恒例の『２月度の研修会』が２月６日法人
会館で行われました。
講師に、中野税務署・樋口副署長様を招聘し

『波乱万丈記（人との出会い）』という事で講演を
して頂きました。
樋口副署長様は、先ず、ご出身である鹿児島県
の地図を見ながら、“行った事がある人…？”など
と問いかけながら親しくお話をして下さいました。
出水市は、鶴の渡来地であるとか、指宿には、
有名な温泉がある事とか、特に印象的だったのは、
知覧特攻平和会館です。戦争で亡くなった1,035名
の遺書や遺品が展示してあるそうです。その手紙
は、一様に『お母様宛て』だそうで、実際目に触
れたら、涙を流さずにはいられません、若い方に
は是非行ってみて頂き度いとおっしゃってました。
ご実家の鹿屋市には、今でもご両親が健在で、
毎年帰省されているそうです。鹿児島空港から更
にバスで２時間かかるそうですが、本当に親孝行
な姿勢に感動しました。
又、人・運・縁そして健康という文字を黒板に
大きく書かれ、とにかくこの４つに恵まれて今日
がありますと力説されました。
14歳で先天性不整脈と診断されたり、26歳で眼
底出血により入院されたり、30歳で肺に影が見つ

かったり…と、
正に波乱万丈
の人生だった
そうです。
今回、忌憚
の無いご自身
の半生をお話

をされると伺い、参加するまで大変興味深く思っ
ておりました。会場は、終始笑いの渦で、本当に
素晴らしいお話をして頂きました。
奥様との馴れ初めも話して頂きましたが、ご自
身のお人柄に見合った、とても相性の良い奥様と
結ばれたんだと思いますし、特に若い時に努力を
された結果だと実感致しました。
当日は、天気予報が的中し、生憎の雨模様でし
たが、会場内は、桜の花も飾られ…、まるで一足
早い“春”が来たような、そんなひとときでした。
講話をして頂いた副署長様に心から感謝申し上
げます。又、寒い中を参加された皆様、本当にご
苦労さまでした。

「役員会を開催」
２月６日、研修会終了後、法人会館に於いて役
員会を行いました。４月10日の「女性フォーラム」、
今後の行事開催について意見交換しました。
又、３月24日、平成19年度の総括と、平成20年
度の事業計画などを話し合いました。

「第3回・全法連女性フォーラム東京大会」
２月19日、３月24日に「実行委員会」が開催さ
れ、三輪部会長が出席されました。

―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

三輪部会長

◆女性部会◆

『第114回研修会』 当番幹事　寺瀬眞優美　海老澤和子

『源泉研究部会』
（今年創立33年目を迎えました。条件は、法人会
会員であること。）
年８回、経理、人事、労務などに携わる皆様に
大変に役立つ研修会を開催しております。春の管
外研修会、秋の一泊研修会など、部会員同士の交
流会も盛んです。年会費は9,600円です。

『青年部会』
（企業のトップリーダーを目指すことを主眼に結成
され、28年目を迎えます。年齢が50歳までの方な
ら男女どなたでも入会できます。）
年５回の研修会を企画しております。中でも毎
年２月に行われる一泊管外研修会は、部会員が講

師となり、大変に好評を博しております。部会員
同士のゴルフコンペや、社会貢献活動も積極的に
行っております。年会費は6,000円です。

『女性部会』
（今年創立27年目を迎えました。女性の経営者、
社員の方、どなたでも入会できます。）
毎年４回以上、研修会を開催しております。今
まで、管外研修会は、最高裁判所・東京証券取引
所・首相官邸・福田家・三養荘・桂離宮・修学院
など見学致しました。３年前より、12月に『クリ
スマスの夕べ』を行っており、大変に好評を頂い
ております。又、青年部会同様、社会貢献活動も
行っております。年会費は1,800円です。

とても感動しました

講師の樋口副署長
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第24回 企業訪問�

商　　号�
本社所在地�
�
�
設　　立�
資 本 金�
代表取締役社長�
従業員数　単体…�
　　　　　連結…�
年　　商　単体…�
　　　　　連結…�
株式上場�
取扱品目�

株式会社  アーレスティ�

■ 社　名�

　アーレスティの社名は、Researchの R、Serviceの S、
Technologyの Tを続けて読んだものです。Researchとは
絶えることのない新技術・新市場・新しい販売方法の開発・
研究調査、Serviceとは人と人とのふれあいのなかでの本
当に行き届いた温かいサービス、Technologyとは世の中
に役立つ真によいものをハードもソフトも含め作ってゆく
技術を意味します。�
　このResearch、Service、Technologyは、それぞれが
独立して考えられるのではなく、開発研究・調査の
Researchにもそのための技術（Technology）があり、サービス精神（Service）が必要です。�
　言い換えれば、このRとSとTは、お互いに深く支えあい利用しあいながら、互いをよりすばらし
いものへと磨きあっていくという有機的な関係にあります。�
　このような考えのもとにResearch、Service、Technologyを統合した思想を社の企業理念として
「アーレスティ」と呼ぶことにし、社名としております。�
　アーレスティは、この社名に込められた企業理念を大切に生かし、様々な製品を通して、広く社会
のお役に立ちたいと願っています。�

■ 世界に広がるアーレスティ�

■ 会社概要�

コーポレートシンボルは、�
3つのキーワードR・S・Tの�
統合を視覚的に表しています。�

主力製品である自動車部品�

フリーアクセスフロア『モバフロア』�

（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。�


