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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

鈴木会長 榎本副会長 青坂署長 宮島副会長 木村副会長 相馬氏・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�
（株）CZAR

遠藤　康子
交流会に参加させて頂き、ありがとうござ
いました。沢山の異業種の方々と面識が出来、
うれしく思います。中野区では弊社のような

職種は少ないですが、色々な内容を聞かせて頂き、活力
とやる気もいっぱいの気分です。
（株）CZARは今年８月で丸３年を迎えます。主にア
パレルパターンメイキングを軸に、婦人服、紳士服、子
供服ペット服、舞台衣裳などの原型作りを、技術力、デ
ザイン力、即効力と丁寧で綿密な作業をモットーに、
日々、技術者が励んでおります。
新年度からは、ペット【高齢犬の衣料】の新企画を始
め、ボランティアの一環として所属している、日本救助
犬協会の訪問活動【老人ホーム】に携わる犬達をもとに、
新事業のスタートに邁進していきたいと思います。
地域社会貢献を目指し、いつも新鮮な仕事を心がけて
います。今後ともよろしくお願い致します。

アイテック（株）
相澤　　勉

平成18年５月に鷺宮４丁目にて起業し、青
柳支部長様の熱心なお誘いを受け平成18年度
に法人会に加入いたしました。

今回の交流会で、会長を初め皆様が一生懸命活動され
ている事と、懇親会にて諸先輩方の励ましのお言葉を頂
けた事が大変有難くまた光栄な事でした。
私の仕事は、半導体や液晶製造装置の電装設計及び製
造です。産業機械の自動制御やコンピュータによるシス
テム開発を行っております。
これをご縁に、皆様と交流させて頂きながらお知恵を
お借りしつつ前進していければと思っております。
また、懇親会中の抽選会にて見事当選し、ICカードリ
ーダーを頂きました。くじを引いて頂いた中野税務署の
岩野上席様、有難うございました。これを機会にe-Tax
を導入すべく、準備を進めて参ります。
今後ともご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

（株）望月設備興業
上原　和子

私は「新入会員・交流会」に入会直後で参
加させて頂きました。お気遣いを感じつつ、
皆様のあふれるパワーに、昭和ひとけた世代

の私は、ちょっと疲れました。講演会、勉強会には、ぜ
ひ出席致したいと思います。

（株）グッドハーベスト
古賀　勇治

弊社は、オリジナルでチョコレートを製造
しており、そのチョコにさまざまなカラープ
リントを施し、世界に一つしかない限定チョ

コレートをの製造販売を行っております。最低ロットも
なく、少ない数量からもこなす所存でございますので、
何かの記念行事の際に思い出して頂けたら光栄です。
世の中、100年に１度の大不況と言われていますが、こ
のような時期だからこそ、地域の方達や中小企業の方達
と連携を取りながら、この不況を乗り越えて行きたいと
思っております。法人会への加入もいろんな方との交流
を深めていきたい思い入会させて頂きました。
今後もチャレンジ精神を忘れずに頑張っていきたいと
思いますのでよろしくお願い致します。

（有）タカプラン
高信　勝二

パソコンという言葉の無い頃よりソフトウ
ェアを創ってきました。そして、コンピュー
タを扱う方が、より便利になる様、仕組みを

提供してまいりました。
以前は友人と共に会社を運営してましたが、個人の会
社を中野に設立し、健診申込をきっかけとして、法人会
に加入させて頂きました。
加入後、幾つかのイベントに参加しました。そして地
元には元気な会社がたくさんある事を知り、法人会の多
岐に亘る活動を支えている事に感服しております。
昨年は出張が続き、あいにくでしたが、また何かイベ
ントの折には参加し、微力ながらお力になれればと思い
ます。
弊社はこれからも、多くの方々に重宝して頂ける企業
でありたいと考えております。
ミスを減らし、円滑な運用により業務経費を削減した
いと思っている方、ご相談下さい。
今後とも末永く宜しくお願い申し上げます。

恒例の『新入会員・特別交流会』が、２月19日（木）サンプラザで開催され、107名の方が参加されました。
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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�
勤労者総合サービス企業組合

専務理事　金井　末吉
２月19日に開催された研修会、交流
会に参加させて頂きました。主催者並
びに青坂税務署長さんのご挨拶の中で、

中野法人会の組織として、地域参加の必要性など感じ
ました。
交流会では、美味しいおつまみとお酒をいただきな
がら、新入会員の自己紹介等もあり早速の名刺交換な
ど、お陰さまで有意義な短時間の交流会でした。
私たちの組織は、昨年の２月に中央区からご縁があ
りまして転居してまいりました。中野区は物価も安く、
それに、関係するお役所が徒歩で訪問できる地域にあ
りますので助かります。これからも、法人会の集いに
できるだけ参加していきたいと思います。

（株）ダブルズ
鈴木　浩司

新人会員特別研修会と交流会では、
先輩方に大変お世話になりました。あ
りがとうございました。

出席前の法人会に対する私のイメージは、税務署が
主宰するお堅い集まりという感覚が強いものでした
が、実際に出席させていただいて、そうではないこと
がわかりました。和やかな中にも、日々経営に関する
課題に取り組まれている方々の真摯な姿勢を見せてい
ただけたことと、より積極的な相互交流がもたらすで
あろう将来への希望を感じ取れたところが、新入の私

には印象的でした。
決して安心できない経済情勢の中で、舵取りに必死
の毎日ではありますが、出来るだけ法人会の行事にも
関心を持ち続け、皆様にいつかは顔を覚えていただけ
るように努力していきたいと思います。
皆様、今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し
上げます。

（有）邦栄印刷
樋口　邦夫

先日の新入会員交流会は大変楽しい
有意義な会でしたが、これからと云う
時に携帯電話が鳴りまして電話に出ま

すと、大事なお得意様が見えたのですぐに帰へって来
て下さいとの事、已むなく、途中で残念でしたが失礼
させて頂きました。これからの研修会、交流会には是
非とも出席する積りです。
私は、神田神保町で生れ、大東亜戦争で空襲が激し
く成り始めた時、長野へ疎開しました。
３月10日の東京大空襲で、家は全焼、又、その年に
父が亡くなりました。私13才の時でした。20年８月15
日終戦を迎へ、昭和22年一人で上京、生れた時の神田
神保町に四畳半の部屋を借り、謄写版印刷を始めまし
たのが22才の時でした。
それ以来、艱難辛苦、何んとか今日まで頑張って来
る事が出来ました。
どうか皆さん、今後ともよろしくご主導下さいます
様お願い致します。

会長“法人会を大いに活用して下さい” 抽選会で賞品をゲット！ 署長と名刺交換

受託会社（大同生命）の皆様 大変熱心に研修を受けられて… 金子副署長 “私も当たりました！”
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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�
（株）オズ・プロジェクト

岡田　　繁
「私の夢は、中野とオーストラリア
を姉妹都市にすることです！」こう中
野法人会の交流会で新人の挨拶をさせ

ていただきました。
私は、オーストラリア専門の旅行会社を中野５丁目
で経営しています。独立してから６年が過ぎようとし
ています。私と中野の出会いは、私が日本体育大学を
卒業して、ワーキング・ホリデー制度を利用して、１
年間滞在したオーストラリアから帰国して、これから
何をしようかと思案しながら、中野サンプラザにある
社団法人日本ワーキング・ホリデー協会を訪問した日
から始まります。「仕事を探しているなら手伝って
よ！」というスタッフの一言で、３年間近くお世話に
なりました。毎日多くのオーストラリア人が来所して、
大好きなオーストラリア関係の仕事が出来て、有頂天
でした。その後、オーストラリア誕生の旅行会社に転
職して17年間ほどお世話になり、独立して、縁あり再
び中野に戻ってきたわけです。

昨年の７月、俳優の柴俊夫さんと一緒にクラブ・オ
ーストラリアという組織を立ち上げました。オースト
ラリアの魅力を伝え、オーストラリアのファンを増や
す為に活動しています。今は、ビクトリア州の火災の
救援募金活動のイベントを企画しています。今後は、
中野を舞台に、オーストラリア・ワインのセミナーや
旅行のセミナーなど色々な企画を考えています。

弊社の事務所の冷蔵庫には、オーストラリアのビー
ルが冷えております。オーストラリアに関することな
ら、旅行以外でもかまいませんのでご相談に来てくだ
さい。クラブ・オーストラリアは、250名の会員がお
ります。
また、私が23年間で培ったオーストラリアのネット
ワークを駆使すれば　たいていの事はクリア出来ると
思います。弊社のポリシーは「オーストラリアに関し
て手配の出来ないことは無い！」です。
10年後には、オーストラリアと中野が姉妹都市にな
る夢を語りながら、ビールを飲みながら盛り上がりま
しょう！！　お待ちしております！

アリステア・マレー・マクレーン大使開会のセレモニー 満開の桜と広い中庭 ♪見事な演奏を聴きながら…♪

オーストラリア大使館 お誘い頂いた岡田様と… 俳優の柴俊夫様と…

“日本じゃないみたいね” サプライズ（事務局長のバースディー） 最高のお肉ですよ～！ かわいい…！

女性部会・役員が「オーストラリア大使館（バーベキュー大会）」に参加…！�

大晴天の４月４日、岡田様のお誘いを頂き、「オーストラリア大使館（バーベキュー大会）」に参加しました。
満開の桜の下、広大な中庭で、ワインを片手に、美味なるお肉などを頂きました。今回、オーストラリアの火災
のチャリティーという事で、皆様、Ｔシャツなどを購入されたりしていました。お誘い頂いた岡田様に心からお
礼申し上げます。
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本町5－6－11－202 

本町5－11－3 

本町5－24－10 

本町5－40－4 

本町6－16－14－301号 

本町6－18－17 

本町6－22－19－2階 

 

 

 

中央1－51－3－202 

中央2－2－24－306 

中央2－7－13－1F 

中央2－21－4 

中央2－43－16 

本町1－5－5－1110 

本町2－2－13－8F 

本町3－20－18－303 

 

 

弥生町2－25－8－201 

弥生町2－48－2 

弥生町4－1－14 

南台5－2－6 

 

 

本町4－44－14－109 

南台2－29－3 

南台5－14－6

　法人会は、経営者の皆様のお役に立つ『研修会・講習会・セミナー』などを開催しております。�
　又、会員ならではの特典としてご利用頂ける『充実した福利厚生制度』もたくさんご用意して
おります。『異業種交流会』を通し、経営者同士の触れ合い中から、必ずや大きなメリットを得
られるはずです。是非、この機会に『法人会への入会』をご検討下さい。�

（詳細は、事務局まで　TEL  3388－6896）�

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）�

第6支部（中野４丁目～６丁目）�
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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�

☆ 5 月は自動車税の納期です☆�☆ 5 月は自動車税の納期です☆�

（例）事業年度が1年の法人で、9月末が決算期の法人の場合、平成21年5月に行う中間（予定）申告から、
　　　地方法人特別税の申告が必要になります。�

・法人事業税の予定申告額�
　前事業年度の法人事業税額の3.3 /12を申告 
・地方法人特別税の予定申告額 
　前事業年度の法人事業税額の2.7 /12を申告 

地方法人特別税の記載欄が追加された
新しい中間・確定申告により申告 

平成21年度の自動車税納税通知書は、5月1日（金）に発送します。�

【お問い合わせ先】主税局総務部総務課相談広報係　電話 ０３－５３８８－２９２４�

【お問い合わせ先】　主税局課税部法人課税指導課　電話 ０３－５３８８－２９６９�

地方法人特別税は、平成20年10月1日以降開始する事業年度の申告から適用されます。�

中間仮決算� 予定申告（初年度の経過措置）�

※詳細については、御気軽に中野税務署・総務課（TEL 03－3387－8111 内線204）までお尋ねください。�
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

会場には区内の多くの参加者が…� サンモール商店街・大月理事長�田中区長も全力で�

グランプリ5品のうち（第9中央支部）の二社が受賞！！�

《社会貢献活動》（中野法人会も協賛）�

（右）区商連・折原会長�

賞品をゲ
ット（萩

尾氏）�
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『 東 法 連 ・ 税 制 全 体 委 員 会 報 告 』

議題１．平成21年度税制関連の
事業計画（案）＆予算（案）

�税制改正要望事項
�21年度税制改正要望
・各単位会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

�要望事項
・「平成21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）都議会員議長（代理）
・中野法人会→松本衆議院議員、長妻衆議

院議員、田中区長
�実現事項
・平成21年度税制改正においては、法人関
係税制、相続税制、金融・証券税制等に
ついて一定の措置が講じられることとな
った。

�税関連の諸活動
�各単位会で各種研修会を実施し、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。
�租税教育、税を考える週間行事
・各単位会では、国税当局・教育機関等と
の連携を図りながら、小中学生等に対す
る租税教育および「税を考える週間」期
を中心に各種協賛事業を実施した。

�e-Tax
・東法連では、利用率向上を図るため、
ＩＣカードリーダの割引斡旋をした。又、
「電子証明書活用セミナー」を開催し、普
及促進にあたった。

２．平成21年度税制関連事業の活動方針
�公益法人制度改革への対応
・公益認定を取得するためには、「公益目的事
業を50％以上の規模で実施、かつ不特定多
数の者の利益増進に寄与するものであるこ
と」が最低限必要とされることを前提とし、
�税のオピニオンリーダーとして「税事業」
をメインに据え、かつ拡充を図る。

�地域社会貢献事業などで補充した事業を展
開し国政および地域社会・経済の発展に貢
献する。

�委員会を、効率的、効果的な法人会運営の
ため現在の７委員会制の是非、業務分掌、
運営について見直していく。

�全法連第３回税制委員会
・平成22年度の税制に関する提言の方針等に
ついて審議

�平成22年度税制改正要望のとりまとめ
・各単位会の税制委員を対象にアンケートを
実施

�税制改正への対応
・税制改正等、税関連の情報については、ホ
ームページ上に掲載するとともに、会報用
版下を作成し、各単位会に配布する
・全法連作成の「税制改正のあらまし」（速報
版）および「税制改正のあらまし」（冊子）
の有効活用に努める

�税関連の研修
・税関連の研修活動は、法人会の根幹事業で
あり、研修参加人員の増大を目指す。
・公益性を高める観点から、一般も参加可能
な研修会を企画・実施する
・統一的なメニューの構築に向け検討を進め
ていく

�租税教育
・適正申告納税の啓発、とりわけ小中学生に
対する租税教育は、極めて重要。公益法人
制度改革を踏まえ、更に積極的に取り組む
・実施にあたっては、親会、他の委員会、部
会等と連携を図り、租税教育推進協議会と
の連携も考慮する。

�税を考える週間協賛行事
・協賛行事については、積極的に協力してい
く。

�e-Taxの普及推進
・国税当局および税務関連団体等とも連携し
ながら引き続き協力支援体制をとっていく。

３．平成21年度税制関連の事業計画（案）および
予算（案）
�平成21年度事業計画（案）
・納税意識の向上と税知識の普及に資するた
めの施策の推進
・税制に対する調査研究と要望活動の推進
�平成21年度予算（案）
・税制、財政講演会の開催等に100万円

3月11日、飯田橋のメトロポリタンエドモンドで、『第2回税制全体委員会』が行われ当会から相馬税制委
員長が出席しました。平成21年度の事業計画（案）などが審議されました。その大要を掲載させて頂きます。



平成21年５月１日

（ ）11
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（全法連）『税制委員セミナー』
（東法連）『広報研修会』『地域社会貢献研修会』『支部長の集い』

◎全法連主催：『平成21年度税制委員セミナー』
（中野法人会より３名参加）

２月18日「税制委員セミナー」が、ハイアット
リージェンシー東京で開催されました。今回も、
北は北海道、南は沖縄まで、約500名の方が参加
されました。第１講座は、『平成21年度税制改正
と今後の課題について』と題して、財務省大臣官
房審議官の古谷一之氏の講演がありました。「改
正案について」の資料を元に、「住宅・土地、法人
関係、中小企業関係、相続、金融・証券税制等」
について話して頂きました。特に、事業承継税制
については、会場から質問が出る等、大変に関心
深い内容でした。
第２講座は、『今後の税制改革の行方について』
と題して、東京大学大学院教授の井堀利宏氏の講
演がありました。「日本経済・財政の課題」特に、
少子高齢化・人口減少、人的資本の劣化、流動性
の喪失、リスク回避、結果の平等、財政健全化、
社会保障の充実、金融不安・不況への対応などに
ついて大変に含蓄のあるお話をして頂きました。
結びに、抜本的な税制改革という事で、消費税率
引上げとの関係という事で４点挙げられました。
今回も、現政権下の中、「庶民の立場に立った税
制改正か？」、「日本社会の今後を見据え、希望が
漲ってくるような税制改正か？」…とても疑問が
残る税制改正であると思い乍ら帰ってきました。

（記　税制委員）

◎東法連主催：『広報研修会』
（中野法人会より２名参加）

３月３日「平成20年度広報研修会」が、アルカ
ディア市ヶ谷で開催されました。始めに東法連・
八木広報委員長が挨拶されました。続いて、『イン
ターネット時代の広報業務の基礎』と題して、フ
リーライターの三上美絵氏が約１時間半に亘って、
ホームページなどのウェブ、効果的な使い分け、
記事やコンテンツの制作方法など解説をして頂き
ました。中野法人会の会報誌は、皆様のご協力を
得て、100％手作りです。今回の研修会のアドバイ
スを多いに参考にさせて頂き、紙面作りに活かし
ていきたいと思います。 （記　広報委員）

◎東法連主催：『平成20年度地域社会貢献研修会』
（中野法人会より７名参加）

３月10日『地域社会貢献研修会』が、飯田橋の
ホテルメトロポリタンエドモントで開催されまし
た。始めに東法連・野口委員長から挨拶があり、
渋谷と向島のふたつの法人会より事例発表があり
ました。
渋谷法人会は、植樹による緑化推進、向島法人
会は、租税教室について発表されました。どちら
も当法人会としては、今後是非とも取り組んでい
きたい事業です。
又、横浜市立大学ＣＳＲセンターの影山摩子弥
所長から、ＣＳＲ認定『横浜地域社会貢献企業認
定制度』の推進を担当しておられ、「地域性」「マ
ルチスクールホルダー」「中小企業」の３点から
講演をして下さいました。
法人会が、今後ますます地域社会との信頼やネ
ットワークの充実をしていく為に大変に参考にな
りました。

（記　特別委員（社会貢献委員））

◎東法連主催：「平成20年度・支部長の集い」
（中野法人会より２名参加）

３月23日「平成20年度・支部長の集い」が、グ
ランドアーク半蔵門で開催されました。この支部
長の集いは、昨年から開催され、大変に好評だっ
たと聞いておりましたので、早速に参加申込みを
しました。
各単位会の皆様とグループに分かれ、内容の深
いデスカッションをさせて頂きました。特に、会
員増強の推進の仕方、支部の事業・研修活動など
多いに参考になりました。
今後、支部活動に役立てていきたいと思います。

（記　参加者）

●２・３月は、東法連で各委員会を開催。又、「共
済制度推進連協」「特退共表彰式」「会員増強感
謝の集い」「理事会」が開催されました。
全法連主催の「第一回新公益法人制度対策セミ
ナー」も開催されました。

2月・3月は、全法連・東法連主催のセミナーや研修会が活発に開催されました。当法人会からも各セミナー・研

修会に参加して頂ました。参加された皆様から、感想が寄せられましたので掲載させて頂きます。
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1・2月に3つの『セミナー』を開催！

「ISOマネジメント導入セミナー」

中野法人会では１・２月、３つの『セミナー・講習会』を開催

致しました。何れも少数精鋭の開催になりましたが、参加された

皆様からは、“参加して良かった…！”との嬉しい言葉を頂きまし

たので、セミナーの大要と頂いたご感想を掲載させて頂きました。

１月29日、講師に環境経営コンサル
テイング研究所の味木氏を招聘して行
いました。ISOとは…国際標準化機構
の略語であり、ISOの意図すること、
ISO14001・9001の本質、必要性、活用
手法・効果など話して頂きました。
又、ISOマネジメント組織並び推進
体制について、ISOマネジメントシス

テムの動向、認証取得と「集団認証取得方式」を紹介
して頂きました。

約３時間のセミナーでしたが、内容の濃い大変に充
実したセミナーでした。

『参加された方の声』
（株）東管　立道　信孝

ISO取得について勉強の意味で、今回のセミナーに
参加しました。ISOとは、国際標準化機構という組織
のことで、国際的な標準規格によって、取得企業に対
し「あなたの会社は品質や経営のシステムは国際的に
認められていますよ。」とお墨付きが与えられるという
ものです。国際版の日本のJIS規格に似たようなもの
といったところでしょうか。
さて、昨今の世界的金融危機以降の非常に厳しい状
況下において、私共のような中小企業でも、「信用・信
頼」の認証なしでは決して生き残ってはいけません。
めまぐるしく変化していく時代に取り残されないため

にも、何れ必要に迫られることは間違いありません。
しかしながら、取得までには時間を費やすことと経
費もかかることから、なかなか一歩が踏み出すことが
できませんでした。今回のセミナーを通して、数社が
同時に行う研修等の集団認証取得によるコスト低減化
や、審査にかかる東京都からの助成金制度の紹介説明
もあり、取得に際して勇気づけられ、意義のある内容
も知ることができました。
今後、ISOの概念でもあ
る計画・実施・確認・改
善等を企業活動に取りい
れ、取得を目指していき
たいと思います。

宮島事業委員長

「電子証明書セミナー」

講師の味木氏

２月17日、講師に日本電子認証（株）の加来マネージ
ャを招聘して開催しました。前回と違い、パワーポイ
ントを駆使して、e-Taxで絶対的に必要になる『電子証
明書』、一枚で、他の便利な用途にも利用できる上に、
経理部門のほか、総務・人事でも100％活用するコツ、
入札、リスク回避のポイントなどを分かりやすく解説
して頂きました。
◎「e-Taxの主なメリット」
・税務署に出かける時間・コスト削減

・頻度の高い手続に便利
・税務署の時間外でも大丈夫
・インターネットバンキングで納税
できる
・ペーパーレス化が図られ事務効率
向上
・納税証明書をオフィスから請求可能
又、SaaSを経済産業省で開発中であ
るとも話されました。

『参加された方の声』
日本施行（株） 國島　マリ

現在電子認証を取得し、数多くのメリットを感じて
おりますが、例えば東京都はフロップーディスク、国

交省はICカードなど電子認
証の統一化がなされておら
ず、数枚の認証を取得して
いる不便さを感じておりま
す。
今回のセミナーで、この

問題を解決されればと思い受講することに致しました。
受講後感じた事は、情報技術が日進月歩に進んでおり
ますが、対応する側のソフト、パソコンの取り扱いに
差があり、統一の困難さを感じました。
電子認証が統一される事が今後の大きな課題ではな
いでしょうか？
更に、電子認証を取得する為のコストも考慮される
と私達は助かります。
セミナーを受講して大変役立ちました。
講師の先生、本当に有り難うございました。

講師の加来氏

時代の波に乗って善処しよう！

いろんな使い方が出来るんですね
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私の大学の仲間（電気系技術者）達は好奇心

にあふれた連中なので、e-Taxを知るとすぐに

試してみた人が大勢いて、感想がメールで駆け

巡りました。結論を言えば、開始するまでが大

変面倒で、個人からすると、ほとんどメリット

が無いというものばかりでした。

法人会からe-Taxの講習会の案内を頂き、こ

の評判の真偽のほどを確かめたいとの思いに駆

られ、推進されている方から生のお話を聞くこ

とが一番いいことだと思い参加することにしま

した。

当日は、各人がコンピュータを前にして、中

野税務署の岩野上席から、e-Taxの体験版を利

用しながら、懇切なご説明をして頂いたおかげ

で、利用の仕方並びに利用することのメリット

を理解することができました。

確かに、e-Taxを開始するまでの準備が、か

なり面倒だなという感想を持ちました。これも、

情報漏洩を防ぐということから面倒になってい

るようなので仕方のないところかもしれません

が、もう少し簡便にならないものかと思いまし

た。

しかしながら、２回目以降のことを考えると、

税務署あるいは銀行の窓口へ出向かずとも申

告・納付ができること、紙を使わなくて済むこ

と、また個人の確定申告では、証憑書類の添付

が免除されることなどメリットも多々あるよう

です。

まずは個人で試してみようと考えています。

e-Tax体験記

＝ e - T a x 講習会に参加して ＝

�日本金剛砥石製作所　溝口　秀二

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。前々から電子申告電子納税が便

利であることは、国税局からの書類が送付され

てくる度、目にはしていて、気にはなっていま

した。実際、入札参加資格審査の申請などは、

電子証明書を使用して手続きを行なっているの

で、大変便利であり、操作の仕方を覚えてしま

えば、手書きで書面に記入するより簡単である

ことは実感しているのですが、ホームページを

開いてみても、なかなか実行してみる気にはな

れませんでした。今回、参加してみて、中野税

務署の方のご指導でパソコンを使いながらの体

験をさせて頂き、操作手順を理解すれば簡単に

作成することができる事を感じました。

又、e-Taxで行うと税額控除を受けられること、

添付書類を省略出来る事、納税証明書の交付の

手数料がお得である事など魅力的な部分も知る

事ができました。

今後、事務処理簡単化の為にも、廻りの方達

にお勧めしていきたいと感じました。

納税システムe-Tax �樋口工務店　樋口　尚子

懇切丁寧な講習会でした 会場のテラハウスICA

講師の中野税務署・岩野上席
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3月決算法人を対象に説明会

講師の橋本審理官

イベント会場の薬師公園中野通りの見事な桜並木

［総務委員会］（榎本委員長）

�平成20年度・収支会計報告並びに平成21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20年度・事業報告並びに平成21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20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20年度の活動の総括並びに平成21年度の活
動について。
�当面の『第10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20年度・会報発行実績＆平成21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］（相馬委員長）

�平成21年度・税制改正に向けての活動報告＆平
成22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 （桜まつりに協賛）

［監査会］
４月７日、法人会
館において監査会
を行いました。
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〒１６５－００２６  中野区新井１－１５－１３�
ＴＥＬ：０３－５３４３－１２８６�
営業時間：１０：３０～２１：００�
（日曜、祝日は１９：００迄）�

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）�

バルセロナ発の�
おしゃれなあめのブティック�

　“papabuble”は、早稲田通りから『薬師アイロード商店街』に入り、黒を基調にしたお店が見えて
きたらココ…なんて紹介するのもおこがましい（？）ほど、今やテレビなどでご存知の方が多いと思
います。 
　平成17年６月にオープンしたそうです。“手作りキャンディーを作る店”として大変に有名です。　
なんと、本店はバルセロナだそうです。世界にアムステルダムと日本の他に、ＮＹ、ソウルの５店舗
しかないそうですよ。オーナーの菅野さんが、スペインを旅していて“パパプブレ”に出合い２年の
修行を経てオープンしたそうです。店内でガラス越しに“お砂糖”と“お水”が、ものの30分ほどで
色鮮やかなキャンディに変身…！ 本当に素敵です。 
　全部で30種類以上もありますが、その一部を紹介します。酸っぱめでさわやかな味のアシッドドロ
ップ、ラムネのような食感のペブルなど種類が多い袋入りBAGが450円。ガラスの瓶入りJARは700円。
ロリポップも大変に人気です（小400円）。 
　とにかく凄いのは、実際に目の前で作っているところを見る事が出来る事です。外観や内装にも注
目…。皆様も、是非、足を運んでみて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記　田中秀和） 

ホットなお店紹介�

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21日 

４月10日 

４月10日 

４月10日 

４月16日 

４月16日 

火 

金 

金 

金 

木 

木 

ゼロ本館Ｂ2・視聴覚ホール 

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23日 

４月15日 

４月27日 

４月20日 

４月20日 

４月20日 

４月17日 

木 

水 

月 

月 

月 

月 

金 

西 武 信 金・鷺宮支店 

東 福 寺・奥 書 院 

三菱東京UFJ・野方支店 

商 工 会 館・３　　階 

商 工 会 館・３　　階 

商 工 会 館・３　　階 

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10日から4月27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10日から4月27日）�

�第34回通常総会のご案内�

１．日　時：平成21年5月14日�
午後3時30分より受付
午後4時開会

１．場　所：中野サンプラザ
（ＪＲ中野駅下車）

第一部『通常総会』 （午後4時～）13F  スカイルーム
第二部『感謝状贈呈式』 （午後5時頃）13F  スカイルーム
第三部『祝賀パーティー』（午後6時頃）13F  コスモルーム
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支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

２月17日�、恒例の日帰りバス研修会に参加さ
せて頂きました。今回は、柴又、両国、浅草を巡
って下町の文化に触れるコースが企画されました。
この季節にしては、風もなく穏やかな天気に恵ま
れた中を、首都高速を経て、40分程で柴又に到着。
映画「男はつらいよ」の舞台となった柴又はあま
りにも有名だが、まだ、一度も訪れたことのない
方も結構いらっしゃるようでした。映画で見慣れ
た店が並ぶ参道を通り抜け、境内へ。帝釈天を背
景に集合写真を撮り、大道芸人の技など見ながら
ゆっくりと散策。
次の浅草では、車中、ガイドさんの“浅草で私
のおいしいものベスト３”の言葉にそそのかされ、

バスを降りるや参拝も
そこそこに目的の店へ
ショッピング……。
コース最後の両国で
は、江戸東京博物館を
見学した後、締めくく
りは、メインとなる“ちゃんこ会席料理”。老舗の
「巴潟」で相撲の本場での“ちゃんこ料理”を堪能
しながらお酒もどんどん進み、今日一日の満足そ
うな皆さんの顔、顔、顔……。
帰路の車中も賑やかな雰囲気のうち、９時頃に
は無事中野に帰ることができました。皆さん、お
疲れさまでした。

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆東京下町の文化を探索◆ （有）上山会計事務所　上山一彦

“社会貢献活動にご協力を！” 

謝辞を述べる石川ゆう子氏� 挨拶する飯嶋会長と各商店会長�

柴又・帝釈天で記念撮影

金龍山・雷門 仲見世通り 浅草寺 江戸東京博物館 ちゃんこ巴潟で 美味しい…！
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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20年度の事業・収支報告と平成21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2支部（堀野支部長）� 第３支部（加藤支部長）�

第4支部（鳥居支部長）� 第5支部（小島支部長）� 第6支部（大月支部長）�

第7支部（鈴木支部長）� 第8支部（吉川支部長）� 第9・第10支部の事業・会計担当者�

“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9中央支部（高野支部長）� 第9本町支部（佐藤支部長）� 第10支部（井元支部長）�

第11支部（秋元支部長）� 第12支部（白川支部長）�
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◎《青年部会》（東法連・青連協ニュース）
◆「青連協・平成20年度全体連絡協議会」

２月23日グランドアーク半蔵門で開
催され、当法人会からは５名が参加し
ました。研修会の第一講座は、「ザ・リ
ッツ・カールトン・ホテル・カンパニ
ーの高野支社長」が…、第二講座では、
「租税教育活動の事例発表」。最優秀賞
に輝いた徳島法人会青年部会の事例発

表にはとても感動
しました。
◇『役員会を開催』
３月27日
法人会館にて

◆「青連協・第4ブロック連絡協議会」
３月17日、新宿の紀州屋において「第４ブロック連
絡協議会」が開催され、当法人会からは５名が参加し
ました。平成21年度は、役員改選もある事から、規約
の改正や来期の総会・新役員について審議をしました。
又、各会の租税教室の報告会もありました。

◆「第5回・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19日稲城市の「よ
みうりゴルフ倶楽部」で開催さ
れました。当法人会からは４名
が参加し、熱い闘いが展開され
ました。

『青年部研修会＆ゴルフ』
（有）友美堂　小倉　健治

２月８・９日の日・月曜日、箱根湯本にて青年部の
研修会とゴルフコンペが行われました。初めに、ゴル
フコンペを８名で宿泊先に近い小田原湯本カントリー
で行いました。２月初旬とは思えない、ポカポカした
絶好のコンディションの中、和気藹々と楽しく、日頃
のストレスや疲れを解消してプレーすることが出来き
ました。ちなみに、結果は優勝＝小倉、準優勝＝木村
さんでした。

ゴルフ終了後、研修会の
会場でもある宿泊先の南風
荘に向かい、温泉にのんび
りつかった後に、現地集合
の方々と合流して、研修会
を行いました。

今回は、宮治通信工業�社長・宮治さんに講師にな
っていただき、会社の歩み・製作をしている鉄道の部
品等の講演をクイズを織り交ぜながら講演をしていた
だきました。とても面白く、業界が違う私には新鮮で
為になりました。宮治さん、ありがとうございました。
その後、お楽しみの懇親会が始まり、おいしい食事
とお酒を頂きました。そして、２次会、３次会へと楽
しい１日を過ごさせて頂きました。
私は、今回初めての参加でしたが、業界が違う方々
と話が出来、とても新鮮で刺激を与えていただけまし
た。出来るだけ、今後は参加していきたいと思います。

～ 誤りやすい源泉所得税 Q＆A ～
日本自動車交通（株） 山本　光一

厳寒の２月ながら、『第300回の研修会』を、諸天も
寿ぐかのような、暖かく風もない２月12日、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。今回も、事前に質問を提出し、当日回答を頂く
という形式で行われましたが、残念ながら事前の質問
がなかった為、宮崎上席が、最近特に多くなってきて
いる『外国人の雇用・源泉などについて』研修をして
頂きました。
今回のポイントは、先ず、居住者・非居住者の判定
です。フローチャートで１表にまとめてある資料を使
い、説明をして頂きました。日本の場合は、１年以上
か未満かで判定しますが、国によって異なる事を知り

ました。又、延長或いは短
縮の場合など懇切丁寧に教
えて頂きました。次に源泉
の事について説明をして頂
きましたが、出国前、出国
後など、大変に微妙な判断

を要する事
が分かりま
した。給与
は勿論です
が、賞与と
なると更に
微妙です。
今、日本は56ケ国と租税条約を締結していて、二重
課税の防止や漏れが無いようにしている事も知りまし
た。
更に、中国、韓国、インドの例を挙げてこの３ケ国
だけでも内容も異なる事が分かりました。
コンビニや居酒屋などで、最近特に外国人のアルバ
イトの方をみかけます。皆さん、大学で学びながら、
生活の為に一生懸命アルバイトをしている事を思い、
何か熱い物を感じました。
私が従事している業務に、直接的には該当しません
が、今回の研修は、新たな意識改革をさせて頂いたよ
うな素晴らしい研修でした。
◇『役員会を開催』
３月23日
中野サンプラザ
にて

部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�

◆源泉研究部会◆

「第300回研修会を開催」

◆青年部会◆

「第186回研修会（管外）」

国によって違うんですね

柏原和弘会長

熱い闘いを…！

精鋭8名がズラーリと… さあ、カンパーイ！内容の濃い研修会

山岸統括官西條部会長 講師の宮崎上席
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「身近な感動・・・」
毎年恒例の『２月度の研修会』が、２月４日法
人会館で行われました。
講師に、中野税務署・金子副署長様を招聘し

『身近な感動…』という事で講演をして頂きました。
演題に心を奪われ、とても関心深く副署長様の
第一声に耳を澄ませておりましたら、副署長は、
ご家族のことに触れられましたので、ご家族の方
を通して、何か感動的な事があったのかなと思い
更に聞き入りました。
副署長様は、お二人のお子様がいらっしゃり、
お二人共、吹奏楽部に所属していらっしゃるそう
です。
ご長男の方が、吹奏楽部に興味をもたれ、やが
ては、ご自分もその一員となり、そのことは家族
をも動かし、特に副署長様ご自身まで魅了されて
いく様子をじっくりと話して頂きました。
本当に音楽は、素晴らしいと思います。たった
一曲との鮮烈な出会いから、その人の人生までを
も左右するような、とにかくインパクトのある大
きな物体だと思います。ましてや、子供達の演奏
となると、格別の物があります。遊びたい時にも
練習、早く家に帰って晩ご飯を食べたい時にも練
習、夏休みなどの長期の休みも練習に費やされて
しまいます。だからこそ感動が伝わってくるし、
その一生懸命さが心を揺さぶるのだと思います。
今回、副署長のお話を伺って、自分自身の青春

時代を思い返してみた
り、今は、孫がおりま
すので、孫の姿にお話
を当てはめてみたりと、
本当に感動を頂いた１
時間でした。

子供達が、目標を持
ち、親もそのことを理
解してあげて、しかも
真っ向から応援してあ
げられたら、間違いな
く輝かしい未来がある
…と痛感しました。又、
親子の断絶や、予想だにしない犯罪なども、絶対
にない世の中になっていくだろうなと思いました。
当日は、少々寒さが肌に感じられる日ではあり
ましたが、会場には、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。
参加された皆様、本当にご苦労様でした。時は
正に真冬ですが、何か暖かい空気に包まれたひと
ときでした。
講話をして頂いた副署長様、“感動をありがとう
ございます！”心から感謝申し上げます。

◎《女性部会》（東法連・女連協ニュース）
◇「平成20年度全体連絡協議会」
が、２月16日、東京ドームホテル
で開催され、当法人会から５名が
参加しました。
「研修＝公益法人制度改革問題」
の後、フリーアナウンサーの松平
定知が「私の取材ノート」と題し
て１時間半に亘って講演をして頂きました。

◇「役員会を開催」
３月23日
法人会館にて

―― 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 

◆女性部会◆

『第122回研修会』 （株）コーノ　高野　郁子

『源泉研究部会』
（今年創立34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、29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回以上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28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。４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。

心温まる研修会でした

講師の金子副署長 三輪部会長

土屋頼子会長



中　野　法　人　会　報（166号）

第30回  企業訪問� 株式会社  よ　ね　屋�

　日本人の心“きもの”その魅力に惹かれ、新井のまちによね屋を開
いて50年あまりが過ぎました。�
　“きもののことならよね屋へ”と足を運んでくださるお客様あって
の今日でございます。心から感謝申し上げます。�
　「きものは着たいけれどなんだか面倒で」とか、「お母様、お祖母様
の着物を着てみたい」とかお考えの方、なんでもご相談ください。寸
法直し、仕立替え、しみぬき、細かい工程も低価格で承ります。�
　又簡単に美しくお召しになれるよう、いつでも受けられる着付けレ
ッスンも用意しています。�
　時・場所によっての装い方、おしゃれな小物の合わせ方、などもき
もの大好きで経験豊かなベテランスタッフとともに親切にお手伝いい
たします。�
　きものは高価でと敬遠なさらずに、よね屋は良い品を格安でいつも
豊富に取りそろえて居ります。是非、日常に気楽に御召ください。�

代表取締役社長�
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（株）よね屋�

小紋の様々な生地
を紹介致します。
江戸小紋から京染
め小紋まで幅広く
取り扱って居りま
す。�

全国の産地の紬を
紹介致します。仕
入れの関係で追加
のご注文にはお応
えできかねますの
でご注意下さい。�

手描きの物を中心
に幅広くお買い得
品も多数紹介致し
ます。オリジナル
の品も出品致しま
す。�

古典物を中心に幅
広く紹介致します。
お買い得品も有り
楽しんで御覧下さ
い。�

お着物を保護する
だけでなく、一番目
立つ御洒落として
手を抜けないのが
コート.羽織りです。
お探しの逸品に出
会えるかも？紗のコ
ート羽織有ります。�

お子様の成長が楽
しみですね。お値
段も手頃の物も多
く有ります。楽し
みにお探し下さ
い。�

御対の紬やお召。
反物での取り合わ
せ、素材も豊富に
取り揃えて皆様に
好評です。生地幅
の広いものも多数
揃えて居ります。�

江戸組から海外物
まで豊富に御座い
ます。お探しの色
など御座いました
らお気軽に相談し
てください。�

草履バックから楽
しい小物までご紹
介致しますのでお
見逃しなく。�

（株）よね屋�
中野店�

〒165－0026  東京都中野区新井1－7－2�
TEL：3387－4444　FAX：3387－4440�
■営業時間　平日　　　 9：30～19：00�
　　　　　　日曜・祭日 10：00～18：00�
URL：http://www.yoneya-kimono.co.jp/

（株）よね屋�
武蔵小山店�

〒142－0062  東京都品川区小山4－3－4 �
 TEL：3781－7355　FAX：3781－4310�
■営業時間　平日　　　 9：30～19：30�
　　　　　　日曜・祭日 9：30～19：00�
東急目黒線　武蔵小山駅�
武蔵小山パルム　アーケード銀座通り�
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男の着物� 帯締・帯揚� 小物�
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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。�


