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役員合同会議開催（兼・地区長合同会議）�
支部だより（支部役員会）�
税務署だより（年調のお知らせ他）�
講演会　講師：松本税務署長�
会員合同交流会（第８回会員大会）�
経営者大型上期表彰・抽籤会�
交流会�
セミナー開催（ISOマネジメント導入・電子入札活用）�
セミナー開催（通信費削減・与信管理＆e-Tax講習会のPR）�
ANTENNA�（鷺宮製作所・叙勲受章 他）�
第２６回法人会全国大会（岐阜大会）＆特別交流会�

知っとくと得情報（東法連メンバーズローン）�
知っとくと得情報（雑誌の定期購読）�
知っとくと得情報（簡易保険）�
支部だより（第１支部・第３支部）�
支部だより（第９中央・本町・１０支部＝社会貢献活動）�
支部だより（第９中央・本町・１０支部＝ゴルフコンペ）�
ホットなお店紹介（ポレポレ東中野）�
部会だより（源泉研究部会）�
部会だより（青年部会）・秋の特別講演会開催案内�
部会だより（女性部会）・部会員募集・新年会ご案内�
第３２回企業訪問（（株）エイムコンサルティンググループ）�

掲　示　板 （11～1月行事予定表）�
月　　日 時　　間 備　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 

11：00～12：30 
14：00～16：00 
16：00～
13：30～  
12：20集合　　  
13：30～15：30 
8：15集合　　 
13：30～15：30 
13：30～15：30 
18：00～19：00 
13：30～15：00 
15：30～17：00 
10：30～12：00 
15：00～
8：30スタート   
10：30～12：00 
10：00～
13：30～15：00 
10：30～12：00 
15：00～17：00 
13：30～18：00 
17：00～18：00 
10：30～12：00 
18：00～20：00
17：00～18：00 
13：30～15：30 
16：30～16：55 
17：00～18：00 
17：00～  
15：00～15：25 
15：30～16：15 
16：15～16：25 
17：00～17：45 
17：50～19：20 
16：00～17：30 
13：30～15：30 
19：00～20：30 
13：30～15：30

広報委員会 
源泉研究部会・第306回研修会（年調） 
第4ブロック合同会議 
第23回法人会全国青年の集い 
女性部会・第129回研修会（はとバスツアー） 
年末調整説明会 
第4・5支部薬師駅前環境美化キャンペーン 
年末調整説明会 
年末調整説明会 
青年部会・役員会 
e-Tax 講習会　Aコース 
e-Tax 講習会　Bコース 
事業委員会・社会貢献委員会 
納税表彰式 
青年部会・チャリティゴルフコンペ 
総務委員会 
平成21年度都税事務所長感謝状贈呈式 
新設法人説明会 
厚生委員会（受託会社連絡協議会） 
与信管理セミナー 
東京国税局管内法人会役職合同研修会 
“税を考える週間”秋の特別講演会『林家たい平氏』 
組織委員会 
女性部会・第130回研修会（クリスマスの夕べ） 
青年部会・第200回研修会 
決算法人説明会 
正副会長会 
拡大常任理事会 
源泉研究部会・役員会 
正副会長会 
理事会 
正副会長・総務・事業役員会 
（第1部）新年賀詞交歓会 
（第2部）祝賀パーティー 
源泉研究部会・第307回研修会 
新設法人説明会 
青年部会・新年初顔合せ会 
決算法人説明会 

法 人 会 館  
法 人 会 館  
よ し 邑  
盛岡市民文化ホール 
 
中野ゼロ小ホール 
西武新宿線：新井薬師駅 
中野ゼロ小ホール 
野方区民ホール（WIZ） 
法 人 会 館  
 
 
法 人 会 館  
 
高崎：サンコー72C.C. 
法 人 会 館  
中野都税事務所 
署・別館会議室 
法 人 会 館  
法 人 会 館  
 
 
法 人 会 館  
 
法 人 会 館  
署・別館会議室 
 
 
 
 
 
 
 
 
法 人 会 館  
法 人 会 館  
 
法 人 会 館  

ホ テ ル ニ ュ ー
オ ー タ ニ 幕 張  

ウ エ スト フ ィフ  
ティーサード 1階 

ウ エ スト フ ィフ  
テ ィ ー サ ー ド 

ウ エ スト フ ィフ  
テ ィ ー サ ー ド 

ウ エ スト フ ィフ  
ティーサード 1階 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 
中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F コスモルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F コスモルーム 

ウ エ スト フ ィフ  
テ ィ ー サ ー ド 

ウ エ スト フ ィフ  
テ ィ ー サ ー ド 

東京工科専門学校 
テ ラ ハ ウス I C A
東京工科専門学校 
テ ラ ハ ウス I C A

●表紙（写真説明）…第7回フォト・コンテスト入賞『京都の秋』（京　都）ヤシマ教材（株） 片 岡 政 夫 氏
●表紙（写真説明）…第7回フォト・コンテスト入賞『錦の水辺』（六義園）大 重 木 材（株） 越 後 康 夫 氏
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

役 員 合 同 会 議 を 開 催
～中野税務署長に松本善夫氏が着任～

９月２日、中野サンプラザにおいて『役員合同会議』が開催されました。
中野税務署より、松本署長をはじめ、金子副署長、佐山第１統括官、曽
我審理上席にご出席をして頂きました。
鈴木会長の挨拶のあと、松本署長は、自己紹介をされ、日頃の法人会活
動に対し労いのお言葉を話されました。又、e-Taxの更なる普及推進をお
願いしたいと結ばれました。
続いて、各委員会より、上期の報告と下期の事業予定について担当の副
会長より話されました。

「総務委員会より」
12月17日に『常任理事会』、
１月12日に『理事会並びに新年
賀詞交歓会』を開催予定。
『e-Tax、eL-Taxの推進』『公益
法人制度』について話されました。

「事業委員会より」
９月『講演会・会員合同交流
会＝第８回会員大会』10月『第
26回法人会全国大会（岐阜県）』・
『秋の税務研修会＆講話・交流
会』恒例の『法人税実務講座』
『源泉所得税実務講座』を開催
予定。

11月26日『“税を考える週間”秋の特別講演
会（講師：林家たい平氏）』を開催予定。
又、今年も、昨年好評だった４つの『セミナ
ー』を開催予定。

「厚生委員会より」
春に開催された『健康セミナ
ー・ヘルシーディナーの会』の
報告、『生活習慣病健診』の報告。
又、引き続き『経営者大型保障
制度』の推進を。

９月からの『会員増強の推進』にあたり、法
人会には、多くのメリットがある事を話されま
した。

「広報委員会より」
発行済みの『中野法人会報』
の報告と今後の発行予定につい
て。又、『第８回フォト・コンテ
スト募集』『ホームページの活用』
について話されました。

「税制委員会より」
今年度の税制改正について。
平成22年度の『税制改正要望』
について話されました。今年度
の『税制改正要望大会』は、10
月８日『第26回法人会全国大会』
の中で行われます。

「社会貢献委員会より」
今年度よりスタートした「社
会貢献委員会」先ず横山委員長
が抱負を…。
平成21年度前半に行われた

「社会貢献活動」の報告。
今後の「社会貢献活動＝中野まつり」につい
て話されました。又、支部の事業として「薬師
駅前環境美化キャンペーン」「租税教室の件」
「平成22年度から行う社会を明るくする運動」に
ついて話されました。特に「社明」については、
あくまでも社会貢献委員会が中心になり進めて
参りますが、７月の活動面について、是非共、支部
の役員の皆様に協力願い度いと強調されました。

松本署長鈴木会長

断じて目標を達成し、公益法人を勝ち取りましょう…！

榎本総務委員長

宮島事業委員長

大月厚生委員長

木村広報委員長

相馬税制委員長

横山社会貢献委員長



（平成21年度・実施要綱）
会員増強運動実施について
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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）――

高野組織委員長 皆さん、真剣です。

（第2部の冒頭で）大島様に記念品贈呈 大同生命の皆様 女性部会の皆様 青年部会の皆様

『地区長合同会議』を開催
９月２日に開催された『役員合同会議』の席上、

『地区長合同会議』が行われました。
高野組織委員長が議長席に着き、議事進行が…。
『平成21年度会員増強推進運動』について、下記の
通り審議・決定しました。

（Ａ．会員増強に際して）
１．増強期間（基本的には１年中！）

（東法連は12月迄で締）
＊第２段階　平成21年９月～12月
９月の役員会で徹底

２．加入目標 50％　支部及び青年部会・女性部会
各20社

＊今年度も、各丁目毎に目標を設定。
３．勧奨用資料（Ａ）
＊８月31日現在の会員名簿
（支部長にのみ配布）
＊未加入法人名簿
（平成20年７月～平成21年６月新設・転入法人）
（役員会に持参）

（クリヤーホルダーの中）
�全法連（ＰＲ版）（Ａ３版）
『こんにちは“法人会”です』
�全法連（法人会のご案内）（入会のご案内）

（表紙＝片岡安祐美）
�加入申込書＆会費基準表
（入会申込書に記載）

勧奨用資料（Ｂ）
�東法連（加入の手引き）＝役員用
勧奨用資料（Ｃ）
�ポスター（支部10枚）（役員会に持参）
（イメージキャラクター＝片岡安祐美）

（茨城ゴールデンゴールズ）
勧奨用資料（Ｄ）
�中野法人会報第168号（役員会に若干・持参）
�ノベルティーとして
�クリヤーフォルダー�希望者にはマーカー
�法人会会員増強推進委員のプレート
（昨年配布済、必要な方は事務局まで）

（Ｂ．勧奨出来たら…）
◎入会申込書を最終的には事務局へ提出（取りあ
えずFAXでも可能）支部長にも必ず報告の事。

（Ｃ．入会申込書が事務局へ届いたら…）
◎会員章の交付
事務局に入会申込書が届き次第、登録をし、会
長のお礼文・会員章・会費納入についての説明
文と口座振替用紙などを送付する。

（Ｄ．勧奨が終了し、加入不可能だったら…）
◎勧奨カードに記載
加入勧奨カード（クリヤーホルダーの中）
未加入法人の稼働現況の掌握の徹底を図り、
別紙のカードに現況の報告を記載して、事務局
宛てに提出して下さい。
特に、優先して、Ｂ未加入法人名簿…平成20年
７月新設・転入法人～平成21年６月までの新
設・転入法人には、必ず訪問して頂き度くお願
い致します。
但し、備考の欄に、20返戻とか21返戻と記入
してあるところは省くこと。

＊（役員会での徹底事項）
�未加入法人名簿を見ながら、誰と誰がどこを
アタックするかを決める事。
�12月頃にアタックしたところの報告会を行う
などして、支部長がまとめる。
�勧奨カードを整理し、事務局
へ提出する。
（未加入法人名簿の備考欄に
記入して提出も可。）
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支�部�だ�よ�り�支�部�だ�よ�り�支�部�だ�よ�り�
「会員増強推進」に向けて、各支部で役員会を開催しました。各支部とも目標達成に向けて、新た

なスタートをしました

第1支部（大神田支部長）�

高野組織委員長も会員増強の訴えを…！�

第9中央支部（川村支部長）�

第2支部（横川支部長）�

雨天の中、会員増強に…（撮影：背戸副支部長）�

第9本町支部（佐藤支部長）�

第3支部（加藤支部長）�

第6支部（江川支部長）� 第10支部（井元支部長）�

第4支部（鳥居支部長）�

第7支部（鈴木支部長）� 第11支部（秋元支部長）�

第5支部（谷津支部長）�

第8支部（吉川支部長）� 第12支部（白川支部長）�
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

平成21年分　年末調整等説明会のお知らせ�平成21年分　年末調整等説明会のお知らせ�

○ダイレクト納付とは�
　事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利
用して電子申告等の送信をした後に、届出をした
預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日
を指定して納付することができる新たな納付手段
です。 
 
○ダイレクト納付のメリット�
　�税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオ

フィスなどから納付が可能。 
　　※特に利用回数の多い手続に便利です（源泉所得税

　の毎月納付手続など）。 

　�納付手続が簡単（電子申告等の送信後、ワンク
リックで納付手続が完了）。 

　�インターネットバンキングの契約が不要。 
　�即時または期日を指定して納付することが可能。 
　�税理士が納税者に代わって納付手続※を行うこ
とが可能。 

　　※納税者本人の納税用確認番号等を登録しておくこ
　とが必要です。 

○利用可能税目�
　電子申告等が可能な税目（源泉所得税、法人税、
消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税）
が対象となります。 

　　※納付情報登録依頼については、上記の税目にかかわ

　らず全税目がダイレクト納付利用可能となります。 
�
○利用に当たっての注意事項�
　�ダイレクト納付を利用するためには、e-Taxの
利用開始のための手続が必要となるほか、ダイ
レクト納付利用届出書を提出する必要があります。 

　�利用可能金融機関については、国税庁ホームペ
ージでご確認ください。 

　�ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用
可能となるまで、1か月程度かかります。 

　�ダイレクト納付を行う際には、預貯金口座の残
高をご確認ください。 

　　※納付日の指定を行った場合は、指定した日の前日に

　預貯金口座の残高をご確認ください。 

詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。�

電子納税の新たな納付手段�

（平成21年9月から）�

自宅で！オフィスで！�
税理士事務所で！�

〈イータックス〉 
国税電子申告・納税システム どこでも申告・納税�

年末調整等説明会を、次の日程により開催いたします。
年末調整事務の注意点等について、税務署及び区役所の担当者より説明いたしますので、ぜひご出席ください。

（ご注意）�対象地域の説明会に出席できない場合には、他の会場に出席されても差し支えありません。
�説明会の開始30分前より、会場の受付で年末調整関係用紙の配布をいたします。
�駐輪場（野方区民ホール）・駐車場がありませんので、自転車・車でのご来場はご遠慮ください。

（お問い合わせ）中野税務署　法人課税第２部門　�（3387）8111 内線 464321～323

説 明 会 日 程
開 催 月 日

午後　１:30
～３:30

もみじ山文化センター
（なかのZERO）
小ホール

中野2－9－7
JR中野駅
南口下車

松が丘・上高田・中野・東中野
（５～８支部）

中央・本町・弥生町・南台
（９～12支部）

上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮
江古田・江原町・丸山・沼袋・
大和町・野方・新井

（１～４支部）

野方5－3－1
西武新宿線野方駅

南口下車

野方区民ホール
（野方WIZ）
地下2階

午後　１:30
～３:30

午後　１:30
～３:30

11月９日（月）

11月10日（火）

11月11日（水）

開催時間 説　明　会　会　場 所　　在　　地 対　　象　　地　　域
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

９月10日、中野サンプラザにおいて、�中野法人
会・中野優申会の共催で『講演会』が行われました。
講師には、中野税務署・松本善夫様を招聘し『目指
すところ』と題して講演して頂きました。
冒頭、松本署長は、自己紹介をされながら、両会に
対してお礼の言葉を述べられ、次のように話されました。
（大要のみ掲載させて頂きます。）
今回の講演は、『目指すところ』ということで、表題
とさせて頂きました。
私は、かつて国税庁の監督評価官というポストに２
年間就いたことがございます。その仕事に関連するこ
とでありますが、国税庁全体の目標というのは、どう
定められて、どう自分たちで評価を行っているのか。
つまり私共が目指すものは何で、そのためにどのよう
に仕事を行い、どう自己評価をしているかということ
を、最初にお話させて頂きたいと思っております。
後半は、この会が中野法人会、中野優申会の共催と
いうこともありますので、私自身は比較的長い間国税
局の法人税課というところに居りまして、各税務署か
ら上がってくる優良申告法人の選定であるとか、優良
申告法人の表敬などの事務に携わった期間が結構長く
て、平成12年だったと思うんですが、優良申告法人の
通達の改正にも若干関係したことがあり、優良申告法
人制度の目指すところというところを、後半の方で少
しお話させて頂ければと思っております。
先ず、監督評価官に就いた２年間ですが、私自身に
とっては非常に良い経験をさせてもらいました。

国税庁の目標、本日の表題としました『目指すとこ
ろ』ですけれども、国税庁の目指すところはどうある
べきか、国税庁の事務の効率化・組織の活性化・組織
の目標とはどうあるべきか、といったようなこれまで
表面的には何となく、聞いていたことをより深く、実
際にどういうふうにすれば効果が上がるのかという問
題について我々のところで議論して、こうした方が良
いというのを国税庁の幹部、国税庁の長官に対しまし
て申し上げたということは、仕事のやり方を含めまし
て、非常に良い経験をさせてもらったと思っておりま
す。
監督評価官の仕事というのは大きく分けて２つあり
まして、１つは国税庁の事務をより効果的・効率的に
行うためにはどうすればいいかということを、具体的
に国税庁の幹部に提言すること。
２つ目は、国税庁の任務・目標について、年間を通
じ、どのように自分たちで実施して、それをどう自己
評価しているかという、それを一般の皆様に明らかに
するという事務、この２つが大きな事務でございまし
た。
ところで、実績の評価というのは、平成13年から実
施されているんですが、評価書という形で広く公表さ
れております。国税庁のホームページにも全文が掲載
されておりますので、是非ご覧頂きたいと思います。
国税庁の任務・使命は、時代が変わっても何ら変わ
ることがないし、不変であり続けますように職員を指
導することも、私共の使命であると考えております。

� 講 演 会 �

『目指すところ』

講師：中野税務署　松本善夫様 皆様、熱心に聞き入ってます。
講師の松本署長

１　「国税庁の使命」と「実績の評価の目標」の概念図�

納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。�国税庁の使命�

（実績目標1） 
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収 

実績の評価の目標�

実
績
目
標

�

業
績
目
標

�

納税環境を整備し、適正・公平な納税行政を推進
することにより、内国税の適正・公平な賦課及び
徴収に努めます。�

（実績目標2） 
酒類業の健全な発達の促進 

区税の賦課及び徴収のほか、酒類業の健全な発達
を図るため、消費者、製造業、販売業全体を展望
した総合的視点から必要な施策を行うとともに、
未成年者飲酒防止等の社会的要請に的確に対応す
るよう努めます。�

（実績目標3） 
税理士業務の適正な運営の確保 

税理士法に基づき、税理士に対する適切な指導監
督を行い、その業務の適正な運営の確保に努めます。�

（納税環境の整備）�
業績目標1－1－1�
　国民各層の理解・協力をえるための広報・公聴活
動の実施�
　国民の意見・要望等への的確な対応�
�
業績目標1－1－2�
　納税者の視点に立った適切な情報の提供�
　相談等に対する迅速かつ的確な対応�
�
業績目標1－1－3�
　申告・納税の際の納税者の負担を軽減�
　特に、電子申告等 ITを活用した申告・納税の推進�

（適正かつ公平な税務行政の推進）�
業績目標1－2－1�
　関係法令の適正な適用�
業績目標1－2－2�
　適正申告の実現�
　的確な調査・指導の実施�
業績目標1－2－3�
　期限内収納の実現�
　厳正・的確な滞納整理の実施�
業績目標1－2－4�
　国際化時代に対応した税務行政の推進�
業績目標1－2－5�
　不服申立て等への適正・迅速な対応�

業績目標2－1�
　酒類の安全性の確保等�
　酒類業の体質改善に向けた諸施策の実施�
�
業績目標2－2�
　酒類の取引の安定や未成年者飲酒防止等の社会
的要請などに対応した行政の推進�
�
業績目標2－3�
　酒類の製造及び販売業免許の適正・迅速な処理�
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～ 会場は熱気に包まれて ～ 

～『会員合同交流会（第8回会員大会）』を開催 ～ 

乾杯・飯田顧問 上期・目標達成の表彰式 挨拶する鈴木会長 大月厚生委員長 大同生命・渡�支社長 

　９月10日、中野サンプラザにおいて『会員合同交
流会（第８回会員大会）』が開催されました。 
　始めに、『経営者大型保障制度・上期目標達成支
部への表彰』があり、 
　�役員加入率60％達成支部（第１支部） 
　�役員加入率100％達成支部（第９本町支部） 
が、表彰されました。 
　又、渡邉大同生命保険�新宿支社長より挨拶があ
りました。 
　『会員大会』では、先ず鈴木会長より挨拶があり
ました。会長は、「会員増強運動を推進して頂いて

いる昨今、多くの方にご入会頂き、法人会を多いに
利用して頂き度い…。」と力説されました。 
　その後、飯田顧問による「乾杯」で、懇親会がス
タートしました。 
　懇親会も終盤になり、いよいよお待ちかねの『抽
籤会』です。当る確立の高い『抽籤会』でしたが、
何と特等は、鈴木会長に…。会長は、即、ゲットし
た賞品を事務局に寄付されました。 
　『第８回会員大会』は、大同生命保険�の担当者
も参加され、終始和気藹々、大成功裏に終える事が
出来ました。 

特　等�
オリンパスデジタルカメラ CAMEDIA FE-37 

１　等�
ipod nano MB867/4G 

２　等�
ヴィスコフロート  フィットスルーピロー 

３　等�
エコ湯～ゆ・愛（充電式湯たんぽ） 
　　　　　　　  他 

抽籤賞品�
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～ 各テーブル笑みが溢れて ～�

第1・2支部の皆様�

お二人は親戚ですか…！�

第3・7支部の皆様�

第11・12支部の皆様�

第9中央・9本町支部の皆様�

～～～ 交流会も更に熱気に包まれて… ～～～�

～～～ 終始、歓喜溢れんばかりの交流会も中締に… ～～～�

第4・5・6支部の皆様�

第8支部の皆様も…�

第10支部の皆様�



『参加された方の声』 （株）丸井グループ　相馬　敬
私の勤務する丸井グループは、小売業を中心とした企業で、ISOについ

て私自身深い認識がなかった。グループの中では、M＆Cシステムという
IT関連会社が、ISO2000・情報セキュリティ27001・個人情報JISQ15001を
取得しているのみである。今回のセミナーに参加し、製造業やIT関連企業
では、ISOを取得していることが取引きの条件となっていることを知った。
また、取得の為や３年毎の更新費用が決して安くないことも知った。反面、
ISOを取得することにより、顧客からの信頼を高め、ビジネスチャンスの
拡大や、社内への効果としても会社の方針の浸透、迅速なクレーム対応、
業務の効率化などメリットが大きく企業経営の要ということも知った。取
得費用に関しては、区の補助や法人会が進めている集団取得方式への参加
等でコスト削減もはかれる。初めての取得や、また、取得規格の追加を考
えている企業にとって、大変参考になったセミナーであった。
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8・9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、９月、新たな３つの『セミナー』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、参加して頂いた方からご感想を
頂きましたので掲載させて頂きます。

９月17日、講師に環境コンサルティング研究所の味木氏を
招聘し行われました。
１．ISOマネジメントの概要
２．ISO取得の方法（東法連－集団認証取得方式のご案内）
３．ISO助成制度、関連情報のご提供
＊セミナー後に個別相談という流れで話して頂きました。

「電子入札活用セミナー」
９月29日、講師に日本電子認証�の加来マネージャを招聘
して行われました。前回と違い、パワーポイントを駆使して
行いました。
【セミナー内容】ビジネスチャンス拡大につながる電子入札
の関連の情報のほか、総務・人事経理に役立つ情報セキュ
リティなど幅広いお役立ち情報を紹介。
【最新情報】東京都、共同運営では、平成22年５月からICカ
ード型の電子証明書が利用できるようになります。

宮島事業委員長

講師の味木氏

前向きに検討します…！

一歩踏み出してみよう…！

講師の加来氏

9月29日アンケート結果�電子入札活用セミナーコンテンツ� 平成21年9月29日　午前・午後各1回開催　合計参加者18名�

選択肢�

合　計�

すでに参加している�
参加を検討中�
参加する予定はない�

東京都、区市町村の電子入札�
・参加方法�
・電子証明書のICカード化（最新情報）�
・東京都の電子入札体験システム�

ICカード型電子証明書の用途�
全国の電子入札 

・電子入札コアシステムの概要�
・パソコン設定の留意点�

総務・人事・経理に役立つ電子申請 

・総務部向き�
・人事部向き�
・経理部向き（e-Taxなど）�

参考情報�
・ご家庭でも役立つ情報セキュリティ�
�

１．電子入札への参加について�

8�
10�
0�
18

回答数� 選択肢�

合　計�

参考になった�
ある程度参考になった�
参考にならなかった�

２．本日の内容について�

11�
7�
0�
8

回答数� 選択肢�
都、区市町村の電子入札�
電子証明書ICカード化�
全国の電子入札�
電子申請�
情報セキュリティ�
その他�

３．参考になった内容（複数回答可）�

12�
16�
6�
4�
3�
0

回答数�

選択肢�
コアシステムの設定方法�
情報セキュリティ�
電子契約�
その他�

・わかりやすい説明でした。�
・ありがとうございました。入札担当者に是非このセミナーを希望致します。�
・電子入札参加前に非常に参考になりました。�
・今後、電子入札に積極的に参画しようと考えているので大いに参考になった。�
・東京都と区市町村の区別が明確になった。�
・本日はありがとうございました。�
・ありがとうございました。（電子入札への参加を）検討致します。�
・解りやすくとてもよかったです。ありがとうございました。�

４．今後聞いてみたい内容（複数回答可）�

その他＝電子入札の参加基準�

５．今後聞いてみたい内容（複数回答可）�

11�
2�
8�
1

回答数�

品質 ISO9001

環境 ISO14001

食品安全 ISO22000

森林 FSC認証 

ITサービス ISO20000

情報セキュリティ ISO27001

個人情報 JISQ15001

マネジメントシステム（以下MS）とは？�
MSとは組織が各規格のテーマに対して、PDCAを
活用した経営管理の仕組みです。�
方針に基づき計画を策定し（P＝Plan）、計画通り
に実施（D＝Do）、実施した内容を点検し（C＝
Check）、再実施（A＝Act）のサイクルを向上させ
るための仕組みです。皆様の経営の仕組みそのも
のと言えるものでございます。以下のような規格が
ございます。�
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中野法人会では、アスリード�の「通信費削
減＝ソフトバンク」を推奨しています。随時、希
望者に併せて「セミナー」を行いますが、直接訪
問して説明もさせて頂きます。是非、この機会に
ご検討下さい。
『電電公社が民営化されて21年経た通信業界の
目まぐるしい現況やインターネットの普及により
各社のサービスの向上など話され、きちんとした
最新情報を取得し、有利な割引サービスの適用を
力説されました。その事が必ずやコストの削減に
なります』

「通信費削減セミナー」

西見一郎総監督�
（当会・顧問）�

優マークを持つ�
七星の安藤氏（中央）�

細野夫妻を�
中心に乾杯�

叙勲受章�叙勲受章�

野方消防署・�
優良防火対象物認定�
（第2回優マーク交付式） 

加藤弘海委員長の挨拶�

野方商店街・太っ腹フェスタ�

今後の「講習会・セミナー」開催案内

■『e-Tax講習会』開催のご案内
期　日：平成21年11月13日�

Ａコース（13：30～15：00）
Ｂコース（15：30～17：00）

会　場：東京工科専門学校テラハウスICA
（中野区東中野４－２－３）
TEL 3360－8832

交　通：JR総武線・地下鉄大江戸線
『東中野駅』下車　徒歩１分
地下鉄東西線
『落合駅』下車　徒歩６分

内　容：（Ａコース・Ｂコース共）
『e-Tax講習会（実践編）
（一人１台、パソコンを使用して実際に行
ってみます。）』

講師：中野税務署担当審理官様
定　員：25名（定員になり次第締切らせて頂きます。）
参加費（会場費）：3,000円

（当日会場にて徴収させて頂きます。）

■与信管理セミナーのご案内
日　時：2009年11月19日�

15：00～17：00（14：30開場）
場　所：中野法人会館２階（中野区新井２－33－６）
内　容：
第１部：与信管理と会社評価について
講師：三井住友海上火災保険�法人営業推進部

法人開発室　課長代理　冨永剛生
第２部：法人会中小企業貸し倒れ保証制度について
講師：三井住友海上火災保険�　新宿支店

新宿第三支社　支社長代理　林田友規
参加費：無料
問合わせ先：三井住友海上火災保険株式会社

TEL 03－3344－3790
社団法人　中野法人会
TEL 03－3388－6896

お申込：申込用紙にご記入の上、FAXにてご返送頂き
ますようお願い申し上げます。
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大会スローガン�大会スローガン�
◎待ったなし。国・地方とも

聖域なき行財政改革の断行を！

◎活力ある経済・社会の実現を目指し、
根本的な税制改革を！

◎わが国企業の国際競争力確保のためにも
法人税率の引き下げを！

◎適正・公正な課税、行政の効率化のため、
納税者番号制度の導入に向けて検討を！

◎本格的な事業承継税制を確立し、
地域経済を支える中小企業に配慮を！

◎消費税率引き上げの前に、
徹底した行革により行政のスリム化を！

◎道州制の導入の検討などにより、
国と地方の役割分担を見直し、地方の再生を！

◎年金・医療・介護制度について改革を断行し、
持続可能な社会保障制度の確立を！

平成22年度税制改正要望全国大会�平成22年度税制改正要望全国大会�

会場の長良川国際会議場�大会会場前で…�

講師の財部誠一氏� 中野から参加された皆様�

開会の辞�
小島県連会長�

水前寺公園� 旧細川刑部邸� “西南の役”田原坂�

阿蘇の大地� 熊本城�

主催者代表�
大橋会長�

加藤�
国税庁長官�

古田�
岐阜県知事�

細江�
岐阜市長�

全法連  第26回法人会全国大会（岐阜大会）�

次回開催地！熊本県�

　10月８日�岐阜県の長良川国際会議場において、
『第 26 回法人会全国大会』が開催されました。
全国から1,900余名が集いました。当法人会から
は、宮島副会長・榎本副会長・相馬税制委員長
始め14名が参加しました。 
　今回のテーマは、「日本の真ん中から明日を拓
くほうじんの輪」です。 
　当日は、式典に先立ち、経済ジャーナリスト
の財部誠一氏が、歯に衣を着せぬ痛快な口調で『日
本経済、これからのキーワード』と題して講演
されました。今後の日本に対して大変に含蓄の
あるお話しでした。 
　第２部の『記念式典』では、小島・岐阜県連
会長の開会の辞、国歌斉唱、来賓紹介と続き主
催者を代表して大橋全法連会長が挨拶されました。 
　その後、加藤国税庁長官、古田岐阜県知事、
細江岐阜市長の祝辞と続き、会員増強始め各彰
の表彰が行われました。 
　金田全法連副会長（税制委員長）より、『税制
改正提言の報告』がなされ、閉会となりました。 
　歓迎アトラクション…、そして、第３部の懇
親会へと素晴らしい一時でした。 
　次回、『第27回大会』は、９月28日、熊本県
で開催されます。来年も多くの皆様の参加をお
待ちしております。 
　さて、兎にも角にも、前代未聞の台風18号が
接近している中での今・大会。 
　皆様の日頃の良き行いの結果でしょう！ 
　７日の夜の『長良川の鵜飼』は、雨に打たれ
ての風流のある格別の鵜飼でしたが、夜に強風
と大雨の台風が去ってしまい、８日の大会終了
後には青空が現れるという本当に思い出に残る
大会でした。 
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

岐阜全国大会と特別研修会�
名古屋（見学：徳川美術館・トヨタ博物館）�

岐阜（見学：関  鍛冶伝承館・刃物センター・金華山＆岐阜城）�

後方には岐阜城が…（上）天守閣で…�

掛け声も軽やかに…�

お酒が美味しい…！�

情緒溢れる川原町（車内より）�

懐石料理“くすむら”で昼食�

ひかり505号で、いざ名古屋へ�

昼食：“サン・ドミニーク”で�

刃物センターでお買物�

（二次会）カラオケ三昧�

宿泊：万延元年創業の十八楼�

トヨタ博物館見学�

新幹線の車中�

（全国大会）全員で国歌斉唱�

いざ  岐阜城へ�

台風一過の爽やかな朝食�

長良川の鵜飼（前）�

最古の自動車（？）� 若き日の野村監督�ボンネットバスが…�

名古屋駅に到着� 宮島事業委員長“無事故で…”�

無事にのぞみ252号で東京駅に�

金華山ロープウェイ�

関  鍛冶伝承館�

長良川の鵜飼�

徳川美術館前で�

（ホテル十八楼）�（岐阜城）�

10月7日～8日�岐阜全国大会と特別研修会�岐阜全国大会と特別研修会�
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得� 会員増強推進の為に�

法人会のメリット特集�
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西武信用金庫�
（平成18年10月1日現在）�
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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）――

日経ビジネス�

日経ベンチャー�

�

プレジデント�

�

ダンチュウ�

週刊東洋経済�

週刊�

月刊�

�

�

月刊�

月刊�

週刊�

月2回刊�
（第2・第4�
  火曜日）�

月2回刊�
（第2・第4�
  月曜日）�

650�

1200�

590�

650�

680�

860�

690

32,500�

14,400�

14,160�

15,600�

8,160�

10,320�

34,000

23,000�

12,840�

12,000�

10,000�

7,200�

9,800�

27,200

29.2％�

10.8％�

15.3％�

35.9％�

11.8％�

5.0％�

20.0％�

10.0％�

10.0％�

10.0％�

10.0％�

6.9％�

6.1％�

10.0％�

20,700�

11,560�

10,800�

9,000�

6,700�

9,200�

24,480

日経ビジネス�
経営語録�

送
料�

既存�

新規�

価格以外の特典�

価格（税込）�

単価�年　間�
市　価�
概　算�

年　間�
購　読�
市　価�

割引率�

⇒�
法人会�
斡　旋�
価　格�

通常の年間�
購読価格に�
対する�
割引率�

発行�紹介雑誌�会社名�

無
料�

無
料�

無
料�

無
料�

無
料�

無
料�

無
料�

CD-ROM�
オリジナル講演�

時事キーワード�
500

書籍『人を動かす�
「言葉力」』贈呈�

－�

－�

－�

日経ビジネス�
アソシエ�

プレジデント�
ファミリー�

得� 会員増強推進の為に�

法人会のメリット特集�

今がチャンス！�会員様限定�特別特典付！�

他にも下記の書籍を斡旋しております。�
（詳細は、事務局まで　TEL  3388－6896）�
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得� 会員増強推進の為に�

法人会のメリット特集�

簡易保険の団体払込み�簡易保険の団体払込み�簡易保険の団体払込み�
団体払込みについて�

簡易保険の団体取扱いをご利用いただくためには、�
公社が定める要件を満たしていることが必要です。�

母体団体の存在が必要です�

1．保険料収納までの流れ�

2．団体割引率（平成8年7月以降に加入の場合）�

中野法人会における取扱いについて�

　簡易保険の団体払込みは、会社、官公署、町自治会などの団体に所属する方が、15件以上の保険契約
（被保険者が15名以上であることを要します。）の保険料を団体代表者を通じてまとめて郵便局へ払い込
む取扱いです。この場合、保険料払込み団体に対し、表定保険料（特約保険料を含む。）の一部が割り引
かれます。 
　ただし、被保険者が15人に満たなくなった場合は、団体代表者を通じて保険料をお支払いいただい
ても割引くことが出来ませんのでご了承ください。�

簡易保険の団体払込みをご利用いただくためには、
中野法人会の会員である事が最低条件となります。�

払込保険料が3％割引されます。尚、中野法人会では毎月加入者協会の担当者が集金に伺います。 

※職域団体については「簡易保険の団体払込みご利用のしおり」（職域団体のお客様へ）をご覧ください。�

※�簡易保険加入者協会中野出張所に依頼。�

（詳細は中野法人会事務局まで）�

中野法人会会員（※）� 中野法人会事務局（会長）�

集金人� 中野法人会事務局（会長）�

中野法人会事務局（会長）�

団体取扱郵便局�

中野法人会事務局（会長）� 団体取扱郵便局�



男性陣の参加も… “早く見たいわね” “お料理も素晴らしいのよ”

中　野　法　人　会　報（169号）

（ ）18

―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

第１支部では、代々の支部長が趣向を凝らし
て研修会を行ってきております。昨年は、管外で
したが、今回は９月３日に『エル・フラメンコ』。
私ひとりで参加しましたが、男性は参加してい
るんだろうか…、女性ばかりだったら何となく気
が引けるな…などと思っている間に伊勢丹会館に
到着。
とにかく気持ちを切り替えて、楽しく過ごそう
と思い会場に到着しました。
会場は、熱気で溢れています。早々に食事が運
ばれて来ました。榎本副会長や高橋さんと同じテ

ーブルで、ワインを飲みながら、美味しい食事を
頂きました。
今回は、どうやら男性のダンサーがメイン（？）
のようです。長身の男性が、舞台の真ん中で踊り
始めました。すごい…！女性の妖艶な踊りと違い、
リズム感抜群のタップや動きは迫力満点…！でし
た。
熱い熱い余韻を残して、あっという間にショー
が終わりました。帰路は、なんとも言えない充足
感で、自分でも顔が自然に綻ぶのが分かりました、
役員の皆様、有難うございました。

《第1支部》

◆残暑の夜は…フラメンコでオーレ！◆

中野法人会第３支部の管外研修には、西京信用
金庫と致しましては、毎年参加させて頂いており
ます。私個人と致しましては、今回で２回目の参
加となりました。前回、初めて参加させて頂いた
時も感じたのですが、皆さん和気藹々とした雰囲
気で、出発前から非常に楽しんでおられるのが印
象的で、これも、日頃の会員様同士のご親睦が優
れており、支部の運営がしっかりされているから
ではと感じました。その為、朝からのあいにくの
雨も全く苦になる事もなく、逆に晴れやかな楽し
い気持ちで参加させて頂く事が出来ました。
勿論、行程に於いては、バス車内でクイズ形式
による身近な税金問題を勉強し、ビデオで『メン
タルヘルス　－心と健康－』をテーマに、職場に
おける“心のケア”について学びました。一般的
に研修と云えば、机の上での堅苦しい研修が多い

中で、ちょっとした工夫で楽しむことが出来、理
解も容易になるのだと改めて感じ、私の職場でも
参考にしようと思いました。
しかし、なんと言っても今回の研修のメインテ
ーマは、群馬での“りんご狩り、温泉とお食事、
お買物、そしてバスの中でのカラオケ大会”をす
る事にあります。つまり、東京（＝仕事）を離れ
て“おもいきり遊ぶ”研修です。まだまだ、我々
を取り巻く経済情勢は一向に明るい兆しが見える
ことなく、非常に厳しい状況にあります。しかし
ながら、厳しい時こそ、ちょっと“一息”つく事
も必要ではないでしょうか。私個人としては、明
日（仕事）への活力を十分に蓄えさせて頂くこと
が出来ました。
これも、支部長様をはじめ、第３支部の皆様の
おかげであります。
ありがとうございました。

《第3支部》

◆第10回研修旅行に参加して◆
～『群馬・薬師温泉旅籠』に参加して～

スイタ工業（株） 諏訪清次

西京信用金庫 野方支店　小澤喜則

沼田・原田農園 りんご狩り かやぶきの郷・旅籠 上州屋物産館
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支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

（使用済み切手）�
外枠を５ミリ位
残して切って下
さい。 

活発な社会貢献活動を展開 !!

『不要タオルと使用済切手などの回収』 

活発な社会貢献活動を展開 !!
＊法人会事務局内に使用
済切手の回収箱を常設
しております。 

小学生税金クイズ�

役員の方�

様々な模擬店が… 

様々なイベントが… 

（ホームセンターの方）�（タオルの山（？））�

《第9中央・第9本町・第10支部》
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支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

今回の私の優勝は、中野法人会の素晴らしいゴ

ルフ仲間から頂いた贈り物です。

絶好のゴルフ日和と良きパートナーに恵まれ、

その上優勝するなんて出来すぎです。私は、中野

法人会の三支部ゴルフコンペが大好きで、いつも

心待ちしている１人です。行き帰りのバスの中、

ゴルフのラウンド中、そしてパーティーと、とて

も心が和みます。いつまでも、中野法人会のゴル

フコンペに参加出来るよう精進したいと思います。

次回、11月５日のコンペは、上山さんと幹事と

いう大役をまかされましたが、すべて上山さんに

オンブにダッコの状態ですが、必ず毎回のように

素晴らしいゴルフコンペになると思いますので、

多くの皆様の参加をお待ちしております。

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆第17回三支部合同ゴルフコンペ◆

★『第９中央・９本町・10支部合同
親睦ボウリング大会』の件

12月２日（水）18：30～

C－BiCにて開催の予定です。

開催要項は、従来通りです。

★『第４支部・５支部
社会貢献活動を開催予定！』

「環境を考える会」の賛助会員として、11月10日

（火）朝８時30分から、新井薬師駅前周辺のマナー

キャンペーンに参加します。

（株）フレックステクノ　鎌田敏博

第17回ゴルフコンペ（富岡倶楽部）

カフェ�
“ポレポレ坐”�

地下の映画館�

パンプレート�
700円�

「AZA-ARI」�
“10月23日まで、�
上映してました”�

ホットなお店紹介�

〒164－0003 中野区東中野４－４－１  B１�
ＴＥＬ  ０３－３３７１－００８８�

営業時間：映画により異なる／�
（カフェ）11：30～23：00（日曜日は～18：00）�

無休／カフェは月曜日�

ポレポレ東中野 
ほかでは見られない“映画”を上映�

　「ポレポレ東中野」は、JR東中野駅北側（駅のホームから見えます）にあります。2003年に出来ました。

現在、区内で唯一の映画館だそうです。100席ほどの館内で上映されているのは、ロードショー公開作品

とは一味違い、新人作家の作品やドキュメンタリーなど、個性的で魅力的な作品ばかりで、ほかでは上映

されないようなラインナップの映画ばかりです。区の中学校に貸し切り上映をすることもあるそうです。�

　１階が「ポレポレ坐」というカフェになっていて、オーガニックのコーヒー380円やチャイ450円、素

材にこだわった軽食も食べられます。ベルギービールや泡盛もありますので、夜も楽しめます。�

　イベントスペースは、月１回のペースで、写真展や寄席も行われています。好みの映画をお得な回数券

で見れば、心にも財布にもやさしいですね。皆様も是非、足を運んでみて下さい。　　　（記　中原　孝）�
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９月３日、源泉研究部会恒例の『秋の研修会～
年金の基礎知識～』が法人会館で開催されました。
講師に、�東京社会保険協会評議員で新宿社会保
険委員会会長の武藤玲氏を招聘して行われました。
折しも、衆議院議員選挙が民主党圧勝という結
果で終わり、その大きな引き金になったのが『年
金問題』です。この歴史的な政界の転換でこの
『年金』も何かが大きく変わっていくだろう、少
なくとも誰もが納得するような政策になっていく
だろうとワクワクするような想いで研修会を迎え
ました。

今回は、５回目ですが上記のような事も踏まえ
て、終始、基礎的な事柄を教えて頂きました。
テキストも『質問』『回答』という事で作成して
頂いていて大変に分かり易いのですが、年金のし
くみというか、私は、何度研修を受けてもなかな
かピーンときません。
今回の研修では、昭和26年生まれの方の事例が
あり、局長が、『年金など、まだまだ先の事…と
思ってましたが、急に近づいてきた気がして、唯
事ではいられません…」と言っていたのが印象的
でした。今からしっかりと学び、対処していきた
いと思いました。

部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�

◆源泉研究部会◆

『第304回研修会』
～年金の基礎知識パート�～ 関東バス（株） 土屋敏和

今回は、栃木県日光市川治温泉となりました。
当日は、残暑で少し蒸し暑さも感じられました
が、空を見るとすっかり秋の雲でした。小京都と
云われている足利市内を散策後、日本最古の学校、
足利学校を見学。1668年（寛文８年）に創建され
たそうです。この時すでに校則にあたる「学規三
条」と云うのがあり、とても驚きました。授業の
内容は、孔子の教えに基づく「儒学」が中心で、
教育の原点は、足利
から始まり、明治５
年、役割を終え、幕
を閉じました。翌日
は、同じ県内の「益
子町」に向いました。
益子最大の窯元、

「つかもと工場」を
見学。中でも釜工場
は、なつかしく（？）

親しみ（？）を込めて見学させて頂きました。な
ぜなら、有名な横川駅の「峠の釜めし」の釜を製
造している工場だったからです。一番最初の土練
りから最後の釜出し迄９工程があり、一日１万２
千ヶを出荷。これは、日本一だそうです。
今回も、いろいろ勉強出来て大変有意義な旅行
となりました。企画された方に感謝！田舎のやわ
らかい空気に触れながら帰路に着きました。

新星自動車（株） 峯岸和子

『第305回管外研修会』
～栃木県の川治・益子方面へ～

講師の武藤氏 佐々木統括官 西條部会長

本当にいつも名講義です…

益子最大の窯元“つかもと”日本最古の足利学校
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―― 部会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�

（株）日本鉄道広告　尾崎秀樹

◆青年部会◆

９月４日、法人会館において、金子副署長、佐山
第１統括官、曽我上席をお招きして「第194回研修
会」が行われました。
全員が自己紹介をし、署に対する要望、業界の現
状（動向）、税に対して思うこと等を話させて頂き
ました。署に対する要望については、あえて取り上

げるような事はありま
せんでした。
業界の現状という事
では、皆さん大変な中、
本当に頑張ってるなあ
と痛感しました。

『第194回研修会』
～署の幹部の方を囲んで、自己紹介＆一言～ 税に対して思うことでは、「適正・公平な課税」

という観点から、それに反した際の考え方を改めて
教えて頂いたように思います。
予定時間をオーバーするほど大変に充実した研修
会でした。今、課題となっている「租税教室」につ
いて、経験者である金子副署長が在任されている間
に、何としても実現したいなあと思いました。
研修会終了後は、中野
サンプラザでの交流会。
青年部会のＯＢの方や、
初めて参加された方もお
り、本当に楽しいひとと
きを過ごしました。

８月25日、東千葉カントリー倶楽部で、「親睦
チャリティゴルフコンペ」が行われました。参加者
は、初参加４名を含む12名。当日は、大晴天に恵ま
れ、熱い戦いの結果、優勝は渡部さん。準優勝は、
今回初参加の白木さん。いつも好成績の小倉さんが
３位、木村さんは４位でした。

９月17日、「第18回第４ブロックチャリティコン
ペ」が、ザ・カントリークラブ・ジャパンで行われ
ました。当法人会からは、４名が参加。
芝のグリーンが澄みきった青空に見事に映える素
晴らしいゴルフ場。開始前から何かが起こりそうな
予感さえ…。そして、その予感は的中しました。
あの小倉氏が見事に個人優勝を果たし、渡部さん
が女性で優勝…という結
果に！
昨年の汚名（？）を見
事に跳ね返し、ボウリン
グに続いて“中野青年部
会ここにあり…”！

■「親睦チャリティーゴルフコンペ」を開催■
～精鋭12名が勢揃いして…～

■「第4ブロックチャリティーゴルフ」に参加■
～個人優勝は小倉氏、女性では渡部さんが優勝～

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●�

「税を考える週間」�

特別講演会について�

日　時� 11月26日（木）  17：00～18：00

会　場� ウェストフィフティーサード 日本閣�

講　師�【笑顔のもとに笑顔が集まる】�

会　費�“チャリティ寄席につき”�

1,000円以上！�

林家 たい平 氏�落語家�

☆『講演会』終了後、『懇親会』を予定して　

　おります。�

　お申込みは、ご案内に記入して頂き、事務

　局宛てに送付して下さい。�

（株）タマリヤ　赤羽正之
８月23日、青年部会の夏の風物詩（？）『家族感
謝ディー』が行なわれました。
中野サンプラザの「サマービアバイキング」に、
子供さんも含めて総勢41名が参加しました。法人会
からの参加が多かったせいか、会場も一番大きな
“コスモルーム”でした。
青年部会の会合では絶対に見れない笑顔が満開で、

終始、和気藹々と過ごされてました。“林家たい平氏”
の来館で、場内は、更
にヒートアップで、な
かなか帰ろうとする人
もいなかった…という
本当に暑い（？）ひと
ときでした。

『家族感謝ディー』を開催
～日頃の感謝の思いを込めて～

大盛況の感謝ディーでした

署に対する要望は特にありません…

精鋭12名が揃いました 優勝の渡部さん

挨拶する金子副所長

今年はヤルゾー…！
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―― 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◆

９月９日、中野サンプラザに於いて役員会を行
いました。今後の行事について、縷々意見交換を
致しました。特に、10月の具体的な研修会の内容
や12月の研修会について話し合いました。又、今
回の「中野まつり」には、女性部会が推進してい
る「CO２削減メニュー33」を２千名の方に配布す
る事を決めました。

『役員懇親会＆役員会』を開催
～今後の活動について～ 又、前段では、中野税務署に於いて、松本署長

様、金子副署長様、佐山第１統括官様、曽我上席
様、持永調査官様にご出席を賜り、親しく懇談を
させて頂きました。幹部の皆様の気心に触れ、心
暖まる一時を過ごさせて頂きました。
＊12月２日『第130回研修会（クリスマスの夕べ）』
を、ウェストフィフティーサード・日本閣で開
催予定です。ご参加を宜しくお願い致します。

親しく懇談して頂きました 署の幹部の皆様を囲んで…

副部会長 （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、労務等に携わる皆様に大変
お役に立つ研修会を開催しております。又、毎年好
評を頂いております、春の管外研修会、秋の一泊管
外研修会など、部会員同士の親睦会も盛んです。年
会費は9,600円です。

『青年部会』
（若き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年目を迎えました。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、部会員自らが講
師となり、毎年好評を頂いております。又、部会員
同士のゴルフコンペ、社会貢献活動の一貫としての
「中野まつり」にも参加しております。
毎年、全法連主催の「全国青年の集い」にも多く
の部会員が参加しております。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。又、管
外研修会は、日頃なかなか行けないところを企画し、
毎年絶賛を博しております。今まで、最高裁判所、
東京証券取引所、首相官邸、四谷の福田家、伊豆長
岡の三養荘、京都の桂離宮、修学院など企画し多く
の方にご参加頂いて参りました。
恒例の「クリスマスの夕べ」も好評を頂いており
ます。又、青年部会同様、「中野まつり」にも参加をし、
社会貢献活動を展開しております。今回の「中野ま
つり」には女性部会が行っている「CO2削減メニュ
ー33」を2,000名の方にアピールして参加して頂くこ
とにしました。年会費は1,800円です。

多くの皆様方の新規ご加入をお待ち申し上げてお
ります。尚、詳細、申込の仕方につきまして、法人
会事務局宛てにお気軽にご連絡願います。

�新年賀詞交歓会開催のご案内�
日　時：平成22年１月12日�　４時半受付
場　所：中野サンプラザ　13階
第１部　５時～　賀詞交歓会
第２部　５時50分～　祝賀パーティー

会　費：７，０００円
余　興：幸運くじ（賞品多数）
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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。�

～ 英知を以て夢を実現させる企業 ～�

第32回  企業訪問� エイムコンサルティンググループ�

会 社 名 �
住 所 �
�
�
�
設 立 日 �
資 本 金 �
代 表 者 �
�
�
取引銀行�

株式会社 エイム�
〒１６４－０００３  東京都中野区東中野１－５０－４�
電話 ０３－６８２５－９２２２�
FAX ０３－３２２７－９０７４�
携帯 ０８０－６５１９－０７４４�
１９９９年４月１日�
１、３００万円�
取締役会長　原　卓司�
代表取締役社長　山内尚人�
代表取締役副社長　津村佳治�
西武信用金庫  東中野支店�
三菱東京UFJ銀行�

事業内容�
�
�
�
�
�
�
加盟団体�
�
�
免許番号�
関連会社�

不動産コンサルティング／土地有効活
用に関するコンサルティング／相続対
策コンサルティング／事業用不動産投
資コンサルティング／満室対策コンサ
ルティング／測量全般／不動産登記（エ
イム登記測量）／不動産賃貸仲介／不
動産売買仲介�
社団法人東京都宅地建物取引業教会／
社団法人全国宅地建物取引業保証教会
／東京都不動産協同組合�
東京都知事免許（2）82214号�
エイム登記測量／沖産業株式会社�

会社概要�

ゆったりしたカウンターで、�
ゆっくりと物件探し�

ご家族でのご来店も�
待ってます�

オムツ交換はこちらでどうぞ� いつでも、お母さんと一緒�

ＡＥＤ設置店舗です� 店舗前階段の上下には、スタッフを呼ぶチャイムが�
あります。お手伝いを必要とする方はお呼び下さい�

わんちゃんとご一緒に� エイム応接ルーム�

http://www.eime.jp

●土地の分筆登記、合筆登記 ●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●ＧＰＳ測量 

●土地の境界確認、道路位置指定、道路境界確定 ●現況測量 ●土地の高低・真北

測量業務 ●宅地開発に伴う宅割等の企画設計業務 ●建物建築に関する敷地調

査業務 ●建物表題登記（新築） ●建物表題変更登記（増築等） ●建物滅失登記

（取壊） ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務�

　エイムはお客様へ心のこもったフレンドリーサービスとお客様の立場に誠実

なサービスを大切な使命とこころえています。�

　私たちは住まいを探しているお客様に、大好きな街だから好きになってもら

いたい。お部屋紹介はもちろん地域情報を紹介し、お客様を始め地域の方々の

「笑顔」に溢れた街とし、人と地域との優しい関係を実現させる企業であるこ

とを約束します。�

エイムのクレド（信条）�

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■�

エイムサービス・5ステップ�

お客様と地域社会のために�

エイムが思う“あったらいいな”を実現�

・お客様の顔を見て、笑顔で元気にあいさつをします。�

・お客様をお名前でお呼びするよう心がけます。�

・笑顔で電話にでます。�

・お客様のニーズを先読みして、想いをカタチにする努力を惜しみません。�

・ウソ、偽りのない情報をお客様に提供します。�

エイムでは、来店されるお客様、地域にお住まいの人達へ何かできないか？店

舗前の階段の清掃など日常的な貢献も大切ですが、小さなお子様をお連れのご

家族で来店されるお客様。�

ケガやお荷物が多いお客様、地域の方々へお手伝いが出来ないか？�

スタッフ全員で工夫しご提供させて頂いております。�

エイムはお客様へ心のこもったフレンドリー
サービスとお客様の立場に立った誠実なサー
ビスをすることを大切な使命とこころえてい
ます。�
私たちは住まいを探しているお客様に、大好
きな街だから好きになってもらいたいと思っ
ております。�
お部屋探しの第一歩である入口は不動産会社
です。�
不動産会社はグレーなイメージが強い業種です。�
そのイメージが間違いと言えないのも事実です。
だからこそエイムはバカ正直な会社になりたい。�
クリーンイメージな業界にするためには、お
客様の立場に立ったサービスを徹底すること
が大切です。�
不動産営業とはノルマとい会社の掟に縛られ
ることにより、当然に売上重視な業態となっ
てしまいます。�
エイムでは売上重視の接客でなく、お客様に
喜んで頂けるような仕事を心がけています。�
当然、エイムでは従業員に対しての売上ノル
マはありません。�
ノルマ達成のためにお客様を裏切るようなこ
とがあってはならないからです。�
建物、お部屋など不動産大好きなエイムスタ
ッフ自身が楽しく仕事をさせて頂くことにより、
お客様にもお部屋探しの楽しさを感じていた
だければ幸いです。�
お客様にとって、お部屋探しとは時間、労力
ともに大変なことだと思います。いかにお客
様に楽しんでお部屋探しをして頂けるか？�
日々考えております。�
お部屋探しの最短の方法は、お客様とエイム
スタッフが最高のチームを組むことだと確信
しております。�
満足いく物件と巡り会い、街を好きになり、
そして地域と一体となりより良い街になって
いくのだと思います。�
エイムは強い意志を抱き、「笑顔」にあふれ
た街づくりを目指し、人と地球との優しい関
係を実現させる企業であることを約束します。�


