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e-Taxを利用すれば、申告期限間近でも自分のペースで申告ができるので大変便利です。 10・11月は会員増強月間です。新しいお仲間を当会にお誘いください。

法人会のネットワークは
全国110万社、麻布4078社
（2009年3月末現在）！

　法人会は正しい税知識を身につけ、積極的経営
を目指して社会に貢献する「善き経営者を目指す
者の団体」です。また、全国110万社の会員企業、
41都道府県に442の
単位会を擁する
団体として発展
しております。

当会活動に
参加されていない貴社は、
まず第一に参加を！
　周りを見渡せば、多くのお仲間に囲まれており
ます。実際に、法人会活動に参加しないとそのつ
ながりを実感することはできません。さまざまな
行事に参加すれば、同業・異業種の経営者と知り
合うことができ、悩みを打ち解け新たな事業展開・
経営感覚を磨くヒントにつながるかもしれません。
また、悩み等に対して当会地域のリーダーが必ず
真摯にな
って貴社と向き
合います。

●会員増強月間始まる

■新会員ご紹介のお願い
　ご紹介入会者への特典として、10・11月にご入会いただいた企業には、入会後２カ月
会費無料の措置を取っております。

本格的に会員増強に取り組む月間がいよいよ訪れました。
私たちは会員の皆様とともに１社でも多くの新しいお仲間を増やし、

充実した法人会活動を進めてまいります。

企業市民として立ち上がろう！
ゆくゆくは当会役員に。
　企業は営利ばかりを追求するだけではなく、地
域に根を下ろした一市民として貢献していくこと
が求められています。
　そこで、法人会という組織で、税制発展・企
業発展のために貢献してみませんか？将来的には、
当会の役員として活躍されることを期待します。
ご興味あります方は事務局までご連絡ください。
⇒　麻布法人会は７事業（総務、組織、事業、税
制、広報、厚生、社会
貢献）に分けて活動し
ております（詳細は14
ページ参照）。

メリットの再確認を！
　とても多くの特典を用意しておりますので、ホ
ームページ等でご確認ください。
・同封メールサービス
・健康診断
・東法連メンバーズローン
・研修用DVD無料貸出し
・企業紹介コーナー（無料）
・会員割引協賛店舗割引利用
・無料税務相談
・無料貸会議室
・保険共済（生損保・ガン等）
・特定退職金共済
・貸倒保証制度
・保養施設・提携施設利用
など
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最近の充電式乾電池は本当にすぐれもの、その性能に驚く。ご存知の通り使い捨ての電池から比べて値段は高い
が何回も使用でき、実際は安上がり。今までごみとなった本数を思うとため息が出る。

今年の９月、東京都日野市の多摩テックが48年間の歴史に幕を閉じました。ここで楽しい時間を過ごした方も
多いのでは？

　カンジキをゴム長に履き替えて
  ｢生まれ育ったのは、山形県、最上川の上流、白川の
ほとり、飯農町（いいでまち）です。
　新潟と福島の県境にあたり、回りを山に囲まれた盆地
で雪が多く、一晩で1〜2メートルも雪が積もったことも
ある、スキーやカンジキなしでの生活は出来ない所です。
　湿った雪がしんしんと降り積もり、風が吹けば底冷え
する。私は、雪国が嫌で、東京に出てきました」
　税務職員を目指したきっかけは、
  「父が郵政職員で、その勧めもあって堅実な公務員の
道を選びました。税務の試験を受けたのは、試験の中で
競争率が一番低かったからです」（爆笑）
　試験に受かり、念願叶い東京へ。
  「最初の職場は京橋税務署でした。当時の法人税第一
課に配属になりましたが、すぐに組織変更がありまして、
法人税第一部門に編成替えとなりました」
　内部事務を三年経験後、法人税の調査部門へ異動とな
る。担当は、魚市場と日本料理屋。
  「一言でいえば、『朝の築地から、夜の銀座まで』を調
査しました。
　魚市場の調査の場合、朝の７時半に、背広をジャンパ
ーに着替え、ゴム長を履いて築地に臨場します。
　その後、帳簿等の置いてある社長さんの自宅に移って
調査しますが、社長さんの自宅は、田園調布や世田谷な
どの高級住宅街が多かったですね」　
　調査が終わって一段落のはずだが、実は、それから先
が大変だった。

  「住宅街で、署に帰るための電車に乗るのが一苦労。
右も左も分からない場所なので、駅がなかなか見つから
ない。
　ようやく電車に乗り、有楽町の駅までたどり着くので
すが、ゴム長姿で、夕方の銀座を歩かねばならない。
　着飾った銀ブラ族にジロジロ見られて、当時、若かった
自分には、とても恥ずかしい思いをした記憶があります」
  「一方、日本料理屋の調査では、社長から従業員まで
全員女性の場合があったのですが、妙に気を使って、気
苦労が絶えなかったことが思い出されます。
　当時は、まだ、調査部門に女性調査官は一人もいませ
んでしたからね」
　税務の職場でも、女性の進出は目覚しく、今日、女性
だけの調査部門もあると聞く。隔世の感ありだ。

　組織変更とe-Tax
　　　　
　そういえば、税務署の窓口も大きく変わった。
  「内部事務一元化といって、事務系統別に行っていた
税務署の内部事務を『管理運営部門』がまとめて行うこ
とにより、事務の効率化を図ることにしました。
　併せて納税者の方の利便性向上のために、一つの窓口
でほとんどの用件を済ませることができるワンストップ
サービスを導入しました」
　聞くところによると、全国の税務署では、この７月から
の導入であるが、麻布税務署では既に５年前から試行し
ており、それを踏まえて全国に広がったとのことである。
  「納税者の方々の利便性向上としては、e-Taxがありま

す。是非e-Taxをご利用ください。特
に、法人会の役員の皆様には、全員利
用して欲しいですね。税理士の代理送
信を利用すれば、会社の手間は、ほと
んどありません。また、必要な場合には、
職員の派遣も考えています」
　e-Taxの利用率も年々向上しているが、
それにも増して、年々目標値が高くな
っているとのこと。100%達成まで道の
りは遠い。手続きのもう一段の簡素化
も必要だ。

　デジカメが必需品
　管内の印象は？と聞くと、
  「着任してから２週間程ですので、管
内全部を知っている訳ではありませんが、これから、青
山などハイカラな通りや、十番の下町情緒を巡るのを楽
しみにしています。でも、坂が多いですね。（笑）東京
タワーが低く見える場所が多い」
　高校時代は野球部のキャッチャーで、現在は、歩く事
とボウリングが趣味という署長。
  「歩くと、地域の情報を広く集めることも出来ますか
らね。税務の仕事は、地域やその人となりの背景を知っ
ている事が大事です」
　限りなくＯ型に近いというＡ型の署長は写真も趣味の
ようだ。（ちなみに、吉田会長はＢ型）
  「市川税務署長のときから、撮るようになりました。
凝り性ですので機会を捉えて多くの方と一緒にフレーム
に収まります。職員をはじめ関係民間団体の方々などと
は、必ず撮るようにしています。
　写真があれば、名前も覚えやすいですから。麻布税務
署は270名の大所帯なので、コミュニケーション、チー
ムワークをより一層大事にしたいと思っています」
　法人会に対しては、
  「法人会の方々とは、出来る限りコミュニケーション
を図りたいと考えています。出入りの激しいこの管内に
おいて、地域に密着して、税の啓蒙活動を行っている皆
様には、大変感謝しております。献血運動などの社会貢
献活動も活発ですね。
　この伝統を守って欲しいですね。
　また、３Ａクラブ、ティークラブは、ネーミングから
して垢抜けていると思います。麻布独自の一味違う今後
の活動を期待しています」

　国際都市「AZABU」の豊かな発展を
　署長は、国税局勤務時に海外出張も経験している。
  「アメリカへ出張しました。外国人相手の調査の困難

さと、税制の違いもありますが、国や民族性による、税
に対する認識の違いを、身をもって経験しました」
　麻布税務署管内には東京ミッドタウン、六本木ヒルズ
を始め外国企業が拠点を置く区域も多く、外国との取引
も多い。また54もの各国大使館があり、傑出した国際都
市である。
　世界的な不況に見舞われた日本経済は大いに苦しんで
きてまだまだ立ち直れない。世界の国々との繋がりの深
い港区ではいろんな形で影響は深刻だ。
　署長の好きな言葉は、「忍」（忍耐力）だという。
  「なにしろ、雪国育ちですから」
　われわれも、いまは、耐える時かもしれない。
　雪国の春は、遅い分、一度にやってくる。
　そう、期待したい。
  「税は国家活動の血流となるものです。その税を扱わ
せていただく公務員としての責任は重い。納税者の皆様
から真に信頼してもらえる署長を目指します」

　
　インタビューは７月末に行われた、この法人会報が
出る頃には政界分布が大きく変貌しているかもしれない。
税の使われ方、消費税議論の行方など税の問題は政治の
最重要課題だ。　　　　　　　　（取材代表：斉藤竹雄）

●特集・麻布税務署人事異動 ●特集・麻布税務署人事異動

明るい。
そして暖かい人柄が伝わってくる。
話を伺う吉田会長をはじめ聞き手たちを
フワーと穏やかさが包み込む。
冬の厳しい雪国とは対照的な温厚さが、
ここ麻布税務署をより身近にしそうだ。

麻布税務署

鈴木 久雄 署長
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この夏、ノンアルコールビールが思いの外売上を見せました。ちょっと甘いのが気になりましたが、それでもこ
の味を出せたのには拍手！

「東京メトロ」と「都営地下鉄」二つの六本木駅があります。東京メトロを都営地下鉄の愛称だと思っていた私
は最初、大いに混乱させられました。

●特集・麻布税務署人事異動

●新会員のご紹介 交流は、企業の力。
〔平成21年6月〜8月　25法人入会〕　     　　  　　　 　　麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

麻18
六4
六11
赤1
赤4
赤20
青1
青6
青13
麻13
六2
六12
赤11
赤14
赤15
赤17
青14
青15
管外
管外
麻4
麻5
赤6
赤16
赤21

㈱三喜プロモーション
㈱マーランド
㈱ミッドランズ
㈱旭屋出版
プランゼージャパン㈱
㈲あいハート
㈱イリスアソシエイツ
㈱ズアンカ
vgroup㈱
㈱MY・WAY
㈱アーバンジャパニーズソサエティー
㈱クローバー
㈱エスプリ・ゴルフ
㈱クラン
㈱Ａ−zero
㈱泉放送制作
㈱Ｇisele
㈱ブルックリン
㈲濱﨑
Alessi Japan㈱
㈱ASコンサルティング
学校法人愛育学園
日本総合管理㈱
パオネットワーク
日本ダイレックス㈱

麻布十番3-3-1
六本木4-1-9
六本木7-13-1
赤坂1-7-19
赤坂2-17-22
赤坂9-6-28
南青山1-3-1
南青山4-5-19
北青山3-6-7
東麻布3-3-6
六本木3-3-29
六本木7-15-10
赤坂4-9-19
赤坂6-8-11
赤坂7-6-7
赤坂8-2-3
北青山3-9-8
南青山3-8-37
世田谷区経堂5-17-11
渋谷区神宮前3-18-42
南麻布4-9-34
南麻布5-6-8
赤坂2-8-18
赤坂7-10-8
赤坂1-7-8

芸能斡旋業
卸売業
不動産仲介、管理業
出版業
製造業
医療・介護
人材紹介及び人材研修
広告制作
広告
web広告代理店
日本語学校
洋菓子製造販売及び喫茶
旅行業
スキンケア化粧品サプリメント販売
ゴルフバー
テレビラジオ番組制作
美容
草小物企画製造販売
飲食業
インテリア雑貨輸入販売
職業紹介
各種学校
ビルメンテナンス
番組企画・制作
情報通信機器卸売

3452-1128
5545-0823
5785-3131
3560-9061
3568-2451
3408-8247
5410-6800
3401-2557
6824-9357
6909-0700
5545-6941
3404-9681
6438-9333
3568-6668
5770-4545
5770-1811
6427-9482
5414-5644
5772-8520
3475-2757
3441-5634
3473-8319
3505-3451
5545-7731
5785-6771

6月

所属支部 法　人　名 住所（東京都港区） 業　　　　種 電　話（03） 入会

①秋田県
②釣り（船を少々）
③一陽来復  祈、景気上昇！
皆様、どうぞよろしく

法人第3統括官
池田　博之

①宮崎県
②散歩
③強く、正しく、
　頑張ります

法人審理上席 
姫野　雄二

①宮城県
②野球・ゴルフ・渓流釣り
③現実を受け入れる勇気か
　ら物事の好転は始まる。

副署長（法人担当）
高橋　敏明

①福岡県
②ドライブ
③一年間頑張りますのでどう
　ぞよろしくお願いします

法人審理官
中藤　修治

①熊本県   
②散歩・スキューバダイビング 
③一期一会
よろしくお願いします

副署長（法人担当）
佐伯　章二

①千葉県
②読書
③「わかりやすく丁寧に」
　を心掛けます

源泉審理上席
鈴木　礼美

①新潟県
②ウオーキング・読書
③有言実行
明るく楽しく仲良くお願いします

法人第1統括官
高山　佳郎

①岩手県
②ガーデニング
③一年間どうぞよろしく
　お願いします

源泉審理官
室橋　美絵

①山梨県
②散歩
③新任ですが
　よろしくお願いします

法人第2統括官
渡邉　吉雄

部門
法人４部門
法人５部門
法人６部門
法人７部門
法人８部門
法人９部門

名前
池　森　信　雄
牧　野　隆　司
西　村　芳　範
須　藤　　　修
福　山　良　一
鈴　木　正　一

出身地
北 海 道
福 島 県
北 海 道
秋 田 県
福 岡 県
東 京 都

前任
新宿
麹町

３年目
３年目
王子

３年目

部門
法人10部門
法人11部門
法人12部門
法人13部門
法人14部門

名前
阿　部　健　治
永　野　利　和
早　津　博　夫
金　子　利　生
関　根　吉　之

出身地
山 形 県
千 葉 県
静 岡 県
神奈川県
栃 木 県

前任
木更津
２年目
２年目
鎌倉

東京局

麻布税務署

①出身地
②趣味
③好きな言葉
その他一言

●税務署からのお知らせ

※詳細は、源泉徴収義務者の皆様に後日送付予定の「平成21年分年末調整等説明会開催のお知らせ」をご覧い
　ただくか、次の問い合わせ先にお尋ねください。
　■年末調整関係　　　　麻布税務署（源泉所得税担当）　03（3403）0591
　■法定調書関係　　　　麻布税務署（管理運営部門）　　03（3403）0591
　■給与支払報告書関係　港区役所（税務課）　　　　　　03（3578）2111　内線 2593〜2609
※なお、法人会においても次のとおり、源泉部会員を対象に同様の説明会を開催する予定です。是非ご参加く
  ださい（事務局より）。

　源泉徴収事務の総まとめである年末調整の時期が近づいてまいりました。
　港区役所との共催により、年末調整のしかた並びに法定調書及び給与支払報告書についての説明会を以下の
日程により開催いたします。

開催日 時　間 会　場

11月5日㈭
  9：45〜12：00

13：45〜16：00
麻布税務署　別棟１階会議室

開催月日 時　間 対象地域

11月10日㈫
10:00〜12:00 赤坂1〜6・元赤坂・元麻布

11月11日㈬
10:00〜12:00 東麻布・南青山

14:00〜16:00 麻布十番・北青山・六本木

14:00〜16:00 赤坂7〜9・麻布台・麻布永坂町
麻布狸穴町・西麻布・南麻布

会　場

メルパルクホール　芝公園2-5-20

　JR浜松町駅（北口）徒歩10分
　都営三田線　
　芝公園駅（A3出口）徒歩3分
　都営浅草線・大江戸線
　大門駅（A3出口）徒歩5分

　平成21年分の法定調書（源泉徴収票及び支払調書）の作成と提出にあたり、次の点にご注意ください。
①提出する法定調書の下部にある「署番号」及び「整理番号」欄には、次の番号を正しく記載してください。
　●「署 番 号」……「０１１１３」です。（麻布税務署の署番号です。）
　●「整理番号」……法定調書合計表の「整理番号」（８桁）です。
②法定調書の提出枚数は、原則として１枚です。
③法定調書の提出にあたっては、税務署から後日お送りする「法定調書合計表」に所要の事項を記載の上、一
　緒に提出していただくようお願いいたします。
　　なお、この法定調書合計表は、機械読み取り用の「OCR用紙」ですので、折り曲げたり、汚したりしない
　ようお願いいたします。
④法定調書の提出範囲等の詳しい内容については、「平成21年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と
　提出の手引」を参照してください。
⑤国税電子申告・納税システム（e-Tax）による法定調書の提出について
　●法定調書（合計表）も、e-Taxにより作成・提出ができます。（詳しくは、http://www.e-tax.nta.go.jp）
　　なお、光ディスク（CD、DVD）、磁気テープ、磁気ディスク（FD、MO）により、法定調書の一部を提
　出することができます。（詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm）

平成21年分の法定調書の提出期限は、平成22年2月1日（月）です。

年末調整説明会の開催

法定調書の作成と提出のお願い

7月

8月
法定調書（合計表）はe-Taxでの提出が便利です。ぜひご利用ください。
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●特集・トップインタビュー ●特集・トップインタビュー

使命感を持った美容師を
育成するハリウッド

トータル美容の始まりは美容室から

　東京・六本木ヒルズにあるハリウッド
グループは、創立85年の美容業界のパイ
オニアである。当時のアメリカ・映画
の都ハリウッドの俳優であったハリウッ
ドグループ創立者の牛山清人氏が、そ
こで目にした最先端の美容技術を日本に
広めるため美容室を開いたことに始まっ
た。日本で初めてパーマネントの紹介が
されたのはメイ・ウシヤマの美容室であ
る。当初はヘア・メイク・エステなどの
トータル美容を基本としていたアメリカ
の美容室にならい、日本での再現を試み
た。「そこで日本人向けに改良するため、
ヘア、メイク、美顔の技術や化粧品の技
術開発に力を入れました。日本人に安全

かつ効果的な化粧品として生み出された
ものがハリウッド化粧品です。日本独自
のものを開発して今日があり、それが高
く評価されています」
　店で使う化粧品が進化してハリウッド
化粧品に、店で働く技術者の育成が学校
の始まりというように、美容室をベース
にそれぞれが独立した組織となり、美容
室、化粧品、学校の３つの事業が融合し
てハリウッドグループとなった。

急成長する美容ビジネス

　「美容業界は不況に強く、経営的に影
響しませんね。景気に関係なく髪や爪は
伸びるし、肌は老化しますよね。自分
の身だしなみですから、おしゃれ心は案
外お金がかからないですよ。また時代の

流れで、黒髪の文化からヘアカラーやパ
ーマなどバリエーションは増えましたが、
美容は基本的には変わらないです。むし
ろメイク、ネイル、エステなどの独立し
たビジネスが、全体の市場を大きく占め
るようになりました」
　最近では、日本の美容技術と経営両
方の勉強を希望する人たちが増えている。
主に韓国、台湾、中国、シンガポール
などで、海外の美容室や化粧品関係者向
けのセミナーも多い。「アジアの人がな
ぜ多いかというと、黒髪の美容は日本人
にしかできないからです。アメリカ、ヨ
ーロッパの人は髪が細いですから、シャ
ンプーのしかたから違いますね」日本は、
アジアの美容業界の成長モデルとして注
目されている。

「ハリウッド」の経営が人生の転機に

　政府系の金融機関で創立時代から10年
ほど経営のアドバイザーとして経験を積
む中で、交流のあったハリウッドグルー
プ創立者の社長から経営全般を依頼され、
マネジメント専門で入った。「美容技術
も経営も、それまでは伝統的な経験主義
でやってきたわけです。それを切り替え
て、化粧品の研究、開発を充実させ、経
営に関しては『同族性の脱皮』が前の
職場のテーマにありましたから、従来の
同族性のメリットと近代的経営のメリッ
トを両方発揮できる組織にする。このビ
ルに入る規模で最大の効率を上げていく。
規模拡大だけが成功ではないですね。そ
うして永続性のある経営をしていくとい
う考えです」
　メイ・ウシヤマ学園はハリウッドグル
ープの教育部門である。ビューティービ
ジネスのリーダーを育成する大学院、「ハ
リウッド大学院大学」を創設したばかり
だ。「ここは美容業界・化粧品業界の経
営者や後継者および新規に創業したい人
のための大学院です。技術者教育の専門
学校と経営者教育の大学院を２本立てに
し、専門職教育機関としてやっていきま
す」専門学校から大学院までの一貫教育
だと通算６年間。専門職の教育機関とし

て、日本で唯一のモデル校だ。
　大学院大学の構想は、ご自身の学生時
代から持ち続けていたという。「私がこ
こを引き受けた時、美容室と化粧品は比
較的好調でしたが、学校は唯一の赤字部
門で学生は50人ほどしかおらず、そこで
やめようかと。しかしだめならばと片手
間にやっているうちに、ここまでになり
ました」そして学校の経営をする中で大
事なのは、人材を充実させることだとい
う。「この業界を永続的に発展させるた
めに、常に将来の経営者を供給できるし
くみが必要と、大学院を開学しました」

人格は最も大切な能力

　美容教育の最も基本とするところは、
目に見えない部分の「心の教育」すな
わち精神教育だと話される。「人間の能
力として最も大切なのは人格です。夢や
使命感を持ち、『どんな美容師になりた
いか、社会に貢献できる人間に成長す
るには今何をするべきか』そう常に問え
ば、おのずと人格と能力は育ちます。技
術や知識を教えても、心を育てることが
なければ本当の教育ではないですね」ま
た自分の家族のように学生たちを思いや
り、悩みなどは極力一人ずつ聞くという
深い愛情をお持ちだ。「必死で目標に向
かっている時は、苦労や疲労という実感

が出てこない。成功と失敗の分かれ目は
人が決めるのではなく、目標を失った時
を失敗と言うのです。目標を持ち続けて
いる限り、絶対に失敗はない。私だって
大学院をつくるのに40年かかっています。
どこかで必ずチャンスはある」
　日々たくさんの学生と接する中で何よ
りうれしいのは、卒業生がよく訪ねて来
ることなのだそう。「続けていて良かっ
たと思いますね。人を育てることが生き
がいだから、学生が来ていると休みの日
でもつい学校に来てしまう」と明るく話
される様子に心が和む。「組織の中身『人
材』を育成することは、経営も教育も同
じ」そして、そこにあるご自身の使命を
心から楽しんでいらっしゃった。

（取材：斉藤竹雄、C・M）

　経営のプロとして豊富な知識と経験を持
つ一方、メイ・ウシヤマ学園の理事長・学
長で教育者でもある山中氏。美容業界の経
営サイドから、また教育についても興味深
いお話をしてくださった。

山中祥弘氏

ハリウッドの美学

美
精神美
健康美
容姿美
服飾美
生活美
環境美

教育
志育
美育
徳育
智育
体育
時育
財育

ハリウッドの全人教育

ハリウッドの全人教育ほか

ビューティサロンと化粧品店がひとつになった美容とコスメのコンビネーション店

取材風景

▪山中祥弘氏プロフィール
宮崎県生まれ、小学６年生の時に上京、早稲
田大学大学院卒業後、政府系金融機関に勤務
の後、昭和51年より創業者牛山清人、メイ・
ウシヤマの経営するハリウッドグループ（化
粧品、美容室、美容学校）の経営に従事。

理美容の境界を超えた初の総合サロン

新校舎南側（近代建築）

都市緑化技術開発機構賞受賞

ミネルヴァ美容室（帝国ホテル） 学校3F入口
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国税の「ダイレクト納付」開始！

「1：29：300」ハインリッヒの法則というものがある。１件の重大な労働事故が起こるまでに、29件の軽微
な事故と、300件のヒヤリ・ハットがあるという法則。

クールビズスタイルが提唱されてから、クローゼットに１シーズン専用のシャツが増えました。快適なのはいい
のですが、出費がかさみます……

●都税についてのお知らせ ●できる e-Tax

●熱血先生の経営指南 �

Vol.22

国税の「ダイレクト納付」開始！

【e-Taxの感想】  
麻布法人会副会長　玉置　誠

　e-Taxを利用すると、自宅、会社、顧問税理士のパ
ソコンから申告・納税ができますので税務署まで足を
運ぶ手間が省けます。最近では、顧問税理士を通じて

e-Taxを利用する代理送信を利用される方が増えてい
るそうです。なぜなら自分で申告するのではなく、顧
問税理士がe-Taxを利用するので、時間のロスもなく
非常に手軽です。是非皆さんにも利用して欲しいと思
います。

是非ご利用ください！

電子納税の新たな納付手段

電子申告した場合、口座振替ができるようになりました

○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
①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）。
②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）。
③インターネットバンキングの契約が不要。
④即時または期日を指定して納付することが可能。
⑤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。
※納付情報登緑依頼については、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。

詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

　廃校寸前の高校や悪評高い高校を何校もよみ
がえらせ、地元でも有数の高校にまで激変させ
た「あいさつ教育」で有名な熊本の大畑誠也先
生の公演を聴いてまいりました。
　その中で「悪戦苦闘能力」を体得することの
重要性を説いています。
　「悪戦苦闘能力」の源とは、 ①挨拶②体力③集
中（力）④感性⑤思考です。
　我々は「いかに生き抜くか」という問題を抱
えておりますが、残念ながら、その命題のヒン
トとなる環境に身を置くことが難しくなってき
ております。そこで今回は、先生の「悪戦苦闘
能力」を参考に生徒を社員とし、ナレッジマネ
ジメント(知識管理)の「暗黙知」について触れ
てみたいと思います。
挨拶
　挨拶が大切なのは言うまでもありませんが、
最近は、挨拶を家庭内で行わないことが増えて
いるそうです。
　先生は、毎朝登校時の生徒に対してひとり一
人に声をかけ、挨拶の徹底を図りました。挨拶
をすることによって生徒達に積極性が生まれた
そうです。この小さな行為は社員の活性化に繋
がると考えます。
体力・集中
　先生は体力・集中力の根源は「朝食」である
という持論を持っています。

「家庭教育で最重要かつ絶対不可欠なことは食
べ物を作り、食べさせることである。しかも、
これは必ず継承させなければならない。」、「食

べることは作ってくれた人の愛も一緒に食
べることである。問題を起こす子は、親に
温かいものを食べさせてもらっていない。
温かい食事は非行を防止する。」というも
のです。

　今時の高校生の口癖は「きつい、ねむい、だる
い」だそうです。朝食をとることで体力がつき、
午後に眠くならず、集中力が身につくのです。
　また、朝食をとるためには早起きは不可欠で
す。早起きは意思を強くし、自立の第一歩です。
朝の思考は「意思」を持ちますが、夜は「惰性

（だせい）」となる傾向があるそうです。
　東京商工リサーチの調べでも、早起きを実
施している経営者の会社の倒産はないそうです。
ちなみに早起きの時間は遅くても午前６：30ま
でと言われております。
感性
　先生は「人の上に立つ者に大切なもの」とし
て位置づけています。感性とは、人の気持ちが
分かる人、これは体験しないとわからない、す
なわち子供のころから「家の手伝い」を日常化
している人でなければならないと。家での手伝
いは、家での存在感、役割を自覚し、仕事の段
取り、手順の理解ができ、感謝、思いやりの心
が育成されるといいます。これらが欠落してい
ると指示待ち人間となり、また、ありがたみが
わからない人と化してしまいます。
　人に何かをしてもらった時の喜びより、人に
ために何かをして喜んでくれた時の方がもっと
大きな喜びが得られるのです。
思考
　当社での新規採用に関して重視していること
があります。
　それは、「知識・経験」もさることながら、「価
値観」を重視していることです。

　価値観は、特性（思考）と資質（育ち）から
なると私は考えております。
　特性（思考）は、プラス思考で前向きに物事を
考える人を指します。先生のお話の中でも、一
生懸命な人とチャランポランな人との違いはそ
の個人の「目標」の有無に関係するというもの
がありました。すべては「こうしたい」と「お
もう」ことから出発し、以下の３種の「おもい」
を例示し、説明して頂きました。
　「思い」…心の中で浮かんでは消えるもの（そ
の時限り）
　「想い」…一定の方向に持続性を持ったイメ
ージ（着手の始まり）
　「念い」…自分の考え、理念、哲学、生きる
指針となったもの（ここまできて思考と言える
でしょう）
　次に資質は、素直で明るい性格を持ち、育ち
のいい人。
　この「育ちのいい人」が前述した感性を持ち
合わせているのです。
　もうお解りのように、ここに言う育ちのいい
人とは、しっかりと親にしつけられて育った人
をいいます。
　世間知らずで、常識に欠けている人に対して
過去においては「親の顔が見たい」などと表現
されることがありましたが、このことを指して
いたのかもしれません。
　自分自身もこの「悪戦苦闘能力」を身につい
ているかを検証しなければなりませんが、社員
全員にこの「悪戦苦闘能力」があれば、いかなる
難局も乗り越えられるのではないでしょうか。
　やはり「人材」は「人財」ですね。

（参考書籍）「学校を激変させるあいさつ教育」
　−校長のリーダーシップと
　　　　説得力はこうして創る−　田中真澄著

悪戦苦闘能力
〜激動の時代を生き抜く法〜
税理士・経営コーチ　飯島一郎

10月は不正軽油撲滅強化月間です

　不正軽油とは、軽油に脱税を目的として重油等
を混ぜ、軽油と偽り販売しているものです。こう
した不正軽油は、ディーゼル車の排出ガス中の有
害物質を増加させ、環境にも悪い影響を与えます。
　東京都では、不正軽油の調査の手がかりを探し
ています。不正軽油に関する情報がありましたら、
不正軽油110番までご連絡ください。
　さらに、強化月間キャンペーンの一環として、
専門学校生によるポスターコンクール入選作品の
展示やPRイベントを開催します。ぜひ、お立ち
寄りください。

詳しくは、東京都主税局課税部軽油調査課
（03−5388−2958）までお問い合わせください。
東京都主税局ホームページ
http：//www.tax.metro.Tokyo.jp/

不正軽油110番   

0120−2
ふ せ い

31−7
なくそう

93
24時間受付（フリーダイヤル）

　FAX　03−5388−1309
　EメールS0000707@section.metro.tokyo.jp/  

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税が軽減されます（23区内）

軽減の対象１耐震化のための建替え
　昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて、
平成21年１月２日から平成27年12月31までの間に、耐震化のために新築
された住宅のうち、一定の要件を満たすもの
＜軽減の期間と額＞
　新築後新たに課税される年度から３年度分について全額減免されます。

（減免の対象となる戸数は建替え前の家屋より異なります。）
＜軽減のための手続き＞
　「固定資産税減免申請書」に必要事項を記載のうえ、新築された年の
翌々年（１月１日新築の場合は翌年）の２月末までに申請して＜ださい。
軽減の対象２耐震化のための改修
　昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成18年１月１日から平成27
年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事
を行ったもの
＜軽減の期間と額＞
　工事完了日の翌年度分から一定期間軽減されます。
　　H18.1.1〜H20.1.1　　固定資産税額※の２分の１が減額
　　H20.1.2〜H27.12.31　固定資産税・都市計画税※が全額免除
　　　　　　　　　　　 ※住宅１戸あたり120㎡相当分まで
＜軽減のための手続き＞
　「固定資産税減額申告書兼減免申請書」に必要事項を記載のうえ、改
修完了後３ケ月以内に申請してください。
【お問い合わせ先】
住宅（建替えた場合は、新築された住宅）が所在する区にある都税事務所

　不正軽油撲滅
　PRポスター展
　不正軽油撲滅
　PRイベント

会　場
　都庁第一本庁舎
　１階中央
　新宿駅西口広場
　イベントコーナー

期　間

10月１日〜９日

10月18日・19日
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●企業訪問 ●企業訪問

　宮里藍さんが､この７月26日､米ツアー
83戦目で始めて優勝を果たしたのは最近
の大きな話題。女性ゴルファー人気に押
され気味の男性陣も石川遼選手の活躍等
で盛り返し、ゴルフ人気は急上昇中だ。
　また最近のニュースではゴルフがオリ
ンピックの種目にノミネートされるなど
ゴルフ情報はいよいよ熱を帯びている。

とっておき環境のリゾート
　爽やかな風が吹き抜ける三浦半島の高
台に、葉山国際カンツリー倶楽部の「ダ
イヤモンドコース」と「エメラルドコー
ス」36ホールズが広がる。ダイヤモンド
コースは安田幸吉と小寺酉二、エメラル
ドコースも赤星四郎と、いずれも著名な
設計者の傑作。
　高台からの眺望は、まさに絶景だ。東
京湾､房総半島､相模湾などが一望でき、
よく晴れた日には冨士山も望めるすばら
しさ。また夏涼しく、冬は暖かい。一年
を通じて快適にプレーを楽しめるエリア
にある。フラットで平凡なコースでは、
とても味わえないアップダウンの面白さ
も魅力的。乗用カートで移動できるので
楽に楽しめる。コースのメンテナンスに
も力を注いでいてまさに御用邸のある葉
山にふさわしい質の高さを極めたような
ゴルフ場だ。
　昨年末に就任したばかりの若輩ですと
謙遜される片岡雅敦社長に話を伺った。
氏は1975年生まれの34歳。しかも良縁募
集中の独身貴族である。
　「創業社長の片岡梧郎は私の伯父に当
たります。愛知産業㈱を興し日本の溶接
業界をリードしてきた祖父井上弥三郎が
葉山一色の別荘で創業社長となる娘婿の
片岡梧郎に、戦後の平和日本にふさわし
い、そして新しい時代の健康生活に力と

なるようなスポーツ産業への挑戦を試み
るようにと強く薦めたのです。それが当
時は湘南・三浦半島に、まだひとつも
無かったゴルフ場です。これが葉山国際
カンツリー倶楽部のスタートになります。
計画はすぐ実行に移され、早速、候補と
なった土地の買収にかかりました。昭和
34年のことです。そこは大楠山を中心に
宝金山など4つの山からなる約100万坪で、
景色の良さが最大の魅力だったようです。
ただ、これだけの広さとなると地権者も
多く、300人もの地主さんの同意を頂く
のは実に大変だったと聞いております」。
　翌35年、造成工事はスタートした。
　｢現在ほど大型土木機械も無く山の上
に機械を上げるにも大変な苦労があった
ようです。硬い岩が多いのにも悩まされ
たとかで、造成にはダイナマイトも使用
し大工事となったようです。最初の18ホ
ールが完成、オープンしたのが昭和38年
９月です。1963年のことですから46年も
昔、私はまだ生まれてもいない頃の話で
す」。

クラブメンバーの若返りを
　倶楽部ライフがすばらしく充実してい
ることもあってメンバーは長い会員人生
を続けている人が多い。ただメンバーの
平均年齢が高くなると利用頻度の減少や
退会者も出てきたりと、安定的な経営が
難しくなる局面も考えられる。それもあ
ってか片岡社長は若いメンバーの増加に
集中的な狙いを絞っていられるようだ。
　石川遼選手などの活躍もあり、このと
ころ若い人のゴルフ熱が盛んになりつつ
あるのはゴルフ界にとっては大変喜ばし
いことだ。
　「ゴルフは老若男女が一緒に楽しめる
スポーツです。三世代で楽しんでもらえ

るような場面が最高ですね。若手メンバ
ーの拡充とともに充実させたいのが楽し
い倶楽部ライフです。入会別・年代別・
年齢別などのコンペを開催していますの
で会員同士の親睦を深めていただくよう
に願っております。また倶楽部ハウスの
プレー時以外のご利用です。メンバーの
方をはじめ多くの方にお祝いごとやいろ
んなイベントにご利用いただきたい。シ
ティーホテルを超える内容を自負してい
ます。当倶楽部の料理長はホテル・オー
クラやアメリカ大使館の料理長も勤めた
人物です。料理には地元の野菜や三崎港
で仕入れた魚介類などの、新鮮な食材
を使った豊富なメニューをお楽しみいた
だけます。ビジターの方も大歓迎なので、
ぜひ一度葉山国際ＣＣへお出かけ頂きた
く、よろしくお願いいたします」。

　一の橋交差点近
く、地下鉄「麻布
十番」駅の真ん前
にある本社ビルの
新築計画も含め躍
進計画のプランを
熟慮中の青年社長
が見事に決めるバ
ーディーパットに
眼をこらそう。

（取材：大橋　茂）

㈱葉山国際カンツリー倶楽部
港区麻布十番４−１−８ 三和第一ビル　☎ 03−3453−8111

都心から50分。絶景の中、爽やかゴルフ

片岡 雅敦
かたおか　まさあつ

東京・港区生まれ。東海大学法学部卒業後、ニ
ューヨーク大学スターンスクールで経営経済を
学ぶ。1994年４月、㈱葉山国際ＣＣ入社。2008
年12月、同社代表取締役就任｡

　自動車産業は今、転換期にある。エ
コカーやエコドライブへの関心が高まり、
環境負荷の低い車を世に普及させること
が急務となった。トヨタ車の二次販売店

「ニュートヨ」は、「ご愛車のホームドク
ター」を掲げ、地域密着を目指した活動
を展開している。

新たな半世紀に向かって

　東京トヨペットの販売店として、ニュ
ートヨは昭和31年より港区赤坂に始まっ
た。地域と共に歩んできた半世紀余りの
間、バブル経済の崩壊に直面した時期も
含め、幾多の苦しい状況を乗り越えてき
た。そして現在の自動車産業は、地球環
境の保護を視野に入れ、ガソリン自動車
に替わる環境性能に優れた次世代自動車
の開発と普及に力を注いでいるのである。

量産化が整う3代目プリウス

　トヨタの新型プリウスの登場によりク
ルマ市場は一変した。「３代目プリウス
では約30万円の価格引き下げとなりまし
た。お客様の環境志向の高まりを背景に、
多くの方にご支持いただいていると実感
しています」その人気は全国に及び、車
の登録の首位に立つほどである。　
　「新型プリウスはモーターとエンジン
を最適な効率で組み合わせて走るシステ
ムで、低燃費と優れた走りを両立しまし
た。減速・ブレーキ時には車輪が発電用
モーターを駆動、無駄なくエネルギーを
回収・充電し、再利用します」停車時は

エンジンが自動停止し、ガソリンを消費
しない。そして発進時や通常走行時には、
できるだけモーターの駆動力で走るよう
最適制御するという。その結果、38km/ℓ
の低燃費を実現した。実際に試乗車に同
乗したところ、エンジン、モーターの
切り替えなどはすべて全自動で特別な運
転操作は無く、外部からの充電も不要だ。
また低速のモーター走行時は、驚くほど
静かである。「歩行者が気付きにくいと
いう音に関する問題は、改善すべき点と
して、現在検討が進められているそうで
す」
　ハイブリッド車は、プリウス以
外にもクラウン・ハリアー・エス
ティマ・レクサスなどがあり、今
後もさらに新型車が追加発表され
る可能性がある。今までは遠い存
在に思えた車が、ぐっと身近に感
じられるようになった。

目の前のお客様につくす

　ニュートヨではアフターサービ
スの充実を図るため、この４月に赤坂で
自社工場を増設した。「既存のお客様に
長く安心してお乗りいただくために、車
検や整備等のご案内を丁寧に行うよう心
がけています」また、サービスについて
足りない点を特に細かく分析したアンケ
ートを活用し、反省材料としている。お
客様の側に立ち、常に社内で接客の姿勢
を見直す努力を続けているという。店内
では、スタッフの明るいあいさつや笑顔

が印象的だった。
　「今すべきことを誠実に行う」その積
み重ねが、「ニュートヨ」のリピーター
を増やしている。

　麻布法人会会員限定で、プリウスを丸
１日貸し出す「24時間試乗キャンペーン」
を実施中（要電話予約03-3403-2725）。お
問い合わせの際には、「あかやまぶきを
見た」と言ってください。

ニュートヨ株式会社
港区元赤坂１−１−15　☎ 03−3402−2211

お客様のニーズをとらえた柔軟なサービスを目指す

塩沢 仁志
しおざわ　ひとし

昭和42年、東京生まれ。平成２年慶應義塾大学
経済学部卒。平成２年大正海上（現三井住友海
上）に入社。浅草、富山、日本橋などで11年勤務。
平成13年東京トヨペット入社。平成15年ニュー
トヨペット販売（現ニュートヨ）入社。平成19
年代表取締役社長就任。休日は母校の高校弓道
部に顔を出し、練習をサポートすることもある。

ゴルフ場−富士山

３代目プリウス

ゴルフ場 倶楽部ハウス 本社ビル 整備工場



あかやまぶき 2009.10 15あかやまぶき 2009.1014

●

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

［7/17 麻布税務署］
［9/8 赤坂区民センターホール］

　決算・申告の実務、法人税の概要、改
正税法、消費税、印紙税、源泉所得税に
つき解説。７月44名、９月132名参加。
　

　
　
　
　
　

●新設法人説明会
［8/5、9/7 麻布税務署］

　法人税、消費税、源泉所得税その他税
知識や会社設立に伴う税務手続きにつき
解説。８月22名、９月25名参加。
　

　
　
　
　
　

●方面部主催税務研修会
［9/14 国際文化会館（麻布・六本木方面）］
［9/16 ホテルフロラシオン青山（青山方面）］
［9/18 赤坂区民センターホール（赤坂方面）］
　麻布税務署管内の全法人を対象とした
方面部ごとの研修。注目の税務研修では、
講師の麻布税務署幹部も熱弁を振るった。

厚生委員会　　　　　　　　　　　　　
●第164回ゴルフ大会　

［7/8 茨城ゴルフ倶楽部］
　梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です
が、雨のゴルフを楽しんでまいりました。
参加者も29名、８組と賑やかな会となり
ました。毎回協賛して頂いている保険会
社の皆様にも感謝申し上げます。

方面部　　　　　　　　　　　　　　　
●麻布第二方面部

［6/3 飯倉福祉会館］
　麻布第二方面部では地域に密着した活
動の一環として、「異業種交流会」を開
催致しました。麻布税務署の幹部の方に
は、経営者のための講演をして頂きまし
た。講演終了後の懇親会では、参加者
は、様々な業種の方々との情報交換によ
り、今後の経営・販路拡大への新たなヒ
ントを見つけたことと思われます。
●赤坂第二方面部

［8/7 卑弥呼］
　平成21年８月7日㈮赤坂第二方面部の
会員を中心に18時より赤坂にて勉強会・
懇親会を開催致しました。今回で４回目
の開催となりました。虎屋の方からは、
お菓子の歴史についての講演、水野プロ
モーションからは若手演歌歌手による唄
の発表などがあり、前回よりも盛り上が
り、会員同士の絆がさらに深まった会で
した。

退任役員への会長感謝状授与
　７月24日の理事会終了後、役員として
永く務められ、５月の総会において退任
された方に会長感謝状と記念品が授与さ
れました。（敬称略、括弧内は元役職）
　橋本悦郎（麻布第１方面部長・麻布
第10支部長）、水野秀一郎（六本木第３
支部長）、落合光治（六本木第６支部長）、
森谷敬一（六本木第８支部長）、関格（赤
坂第11支部長）、大須賀純也（赤坂第14
支部長）、渡辺純子（赤坂第22支部長）、
三ヶ部成男（青山第１支部長）、鈴木清

（青山第２支部長）、大塚公朗（青山第12
支部長）

●ゴルフ部会　納涼の夕べ
［8/20 明治記念館］

　会員皆様の親睦をより一層深めるため、
ゴルフ場外での懇親会を催しました。
　当日は、ゴルフコース設計者小林光昭
氏による講演、庭園での日舞鑑賞、仮装
パターゴルフ大会、ジャンケン大会等で
大いに盛り上がりました。

社会貢献委員会　　　　　　　　　　　
●第29回献血活動

　［9/28 六本木ヒルズアリーナ］
　今年で六本木ヒルズアリーナでの献血
活動は５回目となりました。次回活動は、
ホームページなどで詳細を掲載いたしま
すのでご覧下さい。

源泉部会（源泉所得税研修会）　　　　
　主に、源泉所得税の大口徴収義務者が
対象の無料実務定例会。
　9/24「お金じゃなくても給与になるも
　の─給与所得（現物給与・経済的利益
　の課税関係）─」

組織委員会　　　　　　　　　　　　　
●決起大会

［9/3 はあといん乃木坂］
　10・11月の会員増強期間を迎えるに当
って、麻布税務署の幹部の方々にご出席
賜り、会員同士の交流会を開催いたしま
した。今回は、各方面部の参加者がカラ
オケ等の余興を行い、とても楽しく時間
が過ぎ、今後の会員増強へ弾みのついた
会となりました。

集募
皆様からの雑学、つぶやき、ぼやき、川柳など何でも掲載していきます。
FAX・Email・郵送などで麻布法人会事務局宛で、100字以内でお送りください。匿名でも結構です。集

●法人会の活動〈7〜9月〉
7つの委員会が法人会の業務を分担しています

ホームページでは
タイムリーかつ詳細にお知らせしております

熱心に講義に耳を傾ける受講者の方々

Ｂ.Ｇ 坂本＝80　Ｎ.Ｐ 小堀・竹花・渡邉・大谷

7/8

優勝

２位

３位

氏　名

山下　政晴

小堀　佳弘

保坂真美子

法　人　名

シーアイショッピングサービス㈱

㈱ビジネス・リンク

㈱クオリティ

Ｇ

102

89

106

H

36

19

36

N

66

70

70

平成21年度税制改正に関する提言を発表、新春座談会、税務功労者のご紹介次号
予告

※※※お知らせ※※※
10月14日㈬　二期倶楽部へ一泊研修（高尚で優雅な時を）
11月19日㈭　税を考える　税務署において署長を始め署
　　　　　　 の皆さまとお話ができる絶好の機会です。
　　　　　　 是非ご参加下さい。
【日帰り管外研修にて】
　海軍料亭「小松」おかみ
による快活なおしゃべり、
記念館「三笠」での日本近
代史や海軍についての熱い
説明、護衛艦見学で垣間見
た艦内施設や自衛官の方々
の演習・生活。初夏の横須
賀、暑い１日でしたが様々な人の気持ちに思いを馳せた
貴重な１日となりました。　　　　　　　（山田育代記）

●青年部会●女性部会●事務局から●行事日程

　下記日程は変更になる可能性がございます。別途送付のご案内や本誌チラシまたはホームページ（HP）
でご確認ください。また、下記に特別に記載されていない限り、麻布法人会員が対象で無料です。～2010年1月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

新設法人説明会
対象は新設法人（会員を問わず）。税知識･会社
設立に伴う税務手続を解説。申込不要。講師は
麻布税務署担当官、東京税理士会税理士。

10/7、11/9、12/3 
             13:30〜16:00 麻布税務署会議室

◎事務局から◎
◆年会費の早期納入のご協力を
　年会費は、会活動唯一の資金源です。 ６月に皆様に配送させ
ていただいた請求書に基づいてお忘れなくお振込みください。
◆移転・休廃業その他変更点が生じましたら
　お早めにご連絡いただけませんと、年会費が発生いたします。
◆紛らわしい勧誘や集金にご注意を！
　法人会や税務署等と紛らわしい言動による参考書の購読や研
修会等へ参加により多額の料金を請求される事例が発生してお
ります。ご注意下さい。
◆上部団体、全・東法連のホームぺージについて
　東法連HPの「都内法人会の会員専用ページ」のご利用（リ

ゾート型プリンスホテル、ラフォーレ倶楽部、 JALホテルズ、
指定旅館、研修用ビデオ無料貸出、東法連法律相談、セコム・
セキュリティ紹介制度）にはユーザー名「tohoren」、パスワー
ド「0771」が必要です。さらに、ラフォーレ倶楽部お申し込み
の場合、会員番号「20052-08」が必要です。
◆当会ホームページの会員専用ページについて
　当会ホームページ上に会員専用ページを開設し、会員だけ
に対する情報をご覧いただけます。ログインにはユーザー名

「azabu」、パスワード「mb219」が必要です。ケータイ版ホーム
ページの協賛店利用カードを利用の際のパスワードも「mb219」
となります。

サンエー・クラブは、税を通して、
ともに学び、交流し、企業を発展させます。

　サンエー・クラブは、地域、社会、麻布法人会、日本経済
を担う、青年経済人の集まりです。法人会組織の中で唯一定
年制度を採用している組織であり、

“流れる川の水の如く”“常に人材が流動化”していきます。
組織の継続を担保する上で最も大切にしていることは

“人材づくり”と“人材創造”です。青年時代、共に汗をか
き活動したことや経験したことが財産となり、一生涯の友人
をつくることができます。青年部会の活動は、
　「何年在籍したかではなく、誰と何を行ったか」です。男
女を問わず、51歳迄の経営者そして組織のリーダーの皆さん
是非ご参加下さい。
必ず何か得るものがあることをお約束します。

―――――――――募　集　要　項―――――――――
 入会資格…麻布法人会の会員で、毎年度３月末日現在満51歳未満の経営 
　 　　　　者及び社員の方
 年 会 費…25,000円 ※年度の途中入会は月割り
 お問合せ　㈳麻布法人会　事務局　03-3408-1324 部会員

募集中 ティー・クラブ（女性部会）

毛 見　鎌倉時代末期から史料にみる税を決定することである。

〔7月15日〕

募

講師の中島先生の分かり易い解説

生憎の天候でしたが、この笑顔！

着席され、ご歓談される参加者

熱のこもった挨拶

みなと区民まつりに出展
（麻布税務関係団体として） タックスクイズ、バルーンアート 10/10・11　両日終日 増上寺会場

決算法人説明会

対象は決算期を迎える法人（会員を問わず）。
主に決算・申告の実務、法人税を解説。申込不
要。講師は、麻布税務署担当官、東京税理士会
税理士。

11/10  13:30〜16:00 麻布税務署会議室

源泉部会
（源泉所得税研修会）

対象は部会員。会員募集会費無料。 
10月「年末調整（基礎）」 
11月「年末調整（計算例・合計表・給報）」 
1月「サラリーマンの確定申告」

10/16、11/5、1/21 
             14:00〜16:00 麻布税務署会議室

簿記講習会（全5回） 入門者向け研修。詳細はチラシ・ HPから。11/4・10・12・17・19 
             18:00〜20:00 麻布法人会事務局 

第12回GRS 六本木地域の清掃活動11/7　 10:00〜12:00 六本木地域

法人税申告書作成研修会
（入門編） 

申告書について例題の記入と簡単な決算書から
申告書を作成。申込不要。初級編は2月予定。

11/24    9:30〜12:30 
             13:30〜16:30 区立商工会館

企業経営研修会 内容未定。HPでご案内。11/9　 18:00〜21:00 国際文化会館

新年賀詞交歓会 要申込。会費はお一人 1万円。1/19    17:00〜19:00 明治記念館

12/10  13:30〜16:00 赤坂区民ホール

健康セミナー セカンドオピニオンについて11/18  17:30〜19:00 国際文化会館
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▶

〔尺沢（しゃくたく）〕
　肘窩横紋上で上腕二等筋腱の橈側にあります。

〔主治効能〕
　せき、熱、呼吸困難、胸の痛み、のどのはれ、肘や
腕の痛み、けいれん、急性の嘔吐、下痢。

　体に合わない場合は、絶対にやらないこと。

参仙堂治療院院長　濱崎  正　お問い合わせ　03-3224-0438

⑧

温灸による
健康効果について解説温灸の穴

つぼ

尺沢

肘窩横紋

市販のお灸を用意してください
東京ミッドタウン

麻布法人会エリアにあるアート、伝説、逸話などを紹介！

《解説》六本木交差点からす
ぐの東京ミッドタウンには屋
外、屋内に合わせて20個のア
ート作品があるそうです。
　屋外には公園や遊歩道、池、
休息所などがあり、草木が多
く緑に囲まれています。その
中に点在するアートを散歩が
てらに鑑賞し楽しんでみては
いかがでしょう。
　個性を放つアートたちが来
る人に安らぎ、癒しを与えて
くれます。　　（曽我　禎夫）

24

　昨今エコが叫ばれ、地球
を取り巻く環境に敏感にな
ってきました。

　企業間でもペーパーレス化が進みPC間のメール
などのやりとりだけで要件を済ませる事が多くなっ
てきました。
　会報の「あかやまぶき」は年４回になり、ホーム
ページと共存しつつありますが、紙ベースならでは
の内容を考えながら、益々熱く読み応えのある会報
誌にしていきたいと思います。
　ご意見ご感想など、どしどし頂きたいと思います。

（須藤　純男）

　　　　　　　　　　　　　　　 　　各種活動も充実（14ページ参照）

理事会（7/24）

ホームページの会員専用ページ情報

※15ページ事務局欄に掲載のユーザー名とパスワードが必要です。
　  ・ 平成21年度税制改正に関する提言
 　　——行動する法人会（写真集）
　  ・ 東法連ビデオDVDライブラリー（貸出無料）一覧
     ・ プリンスホテルご優待プラン
　  ・ 当会活動写真（プリントアウト用）
  　   →バス旅行、健康＆クリーンウォーキング、納税表彰式、
　　　  ボウリング大会、囲碁祭ほか

掲
載
内
容
一
覧

ゴルフ部会 納涼の夕べ（8/20） 会員増強決起大会（9/3）


