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平成22年度 税制改正に関する提言を発表

当会ホームページ　  http://www.azabu-hojinkai.or.jp/

　第26回法人会全国大会が長良川国際会議場（岐阜県岐阜市）で10月８日に開催されました。同大会（㈶全国法人会
総連合主催）は、全国各地の法人会会員が一堂に会し、連帯感の醸成と研修及び情報の共有化等を目的として毎年開
催されており、その中で「税制改正に関する提言」を発表する場として位置付けています。本年も全国110万社の総
意を結集した「平成22年度税制改正に関する提言」が発表され、今後はその実現に向けて全国各地の法人会において
政府、各政党及び関係省庁等に対する提言活動を具体的に実施することになります。（当会ホームページの会員専用
ページに「行動する法人会」（税制改正に関する提言活動）を掲載中）
　誌面の都合で同提言は要旨を掲載致します。詳細をご覧になられたい方は当会ホームページをご利用ください。

税制改正に関する提言（要約）
第一　経済社会の今後のあるべき姿
　中小企業を取り巻く環境は一層厳しさを増し、先行きに見通しの
立たないところが多い。そうした中で、政府は経済財政運営の基
本指針をまとめたが、肝心の歳出削減は具体的に触れられていない。
政府は行財政の無駄をなくす不断の努力を続けるべきである。
第二　行財政改革の推進
　政府が行っている行財政改革は、民間の行っているリストラ策に
比べて生ぬるい。国や地方自治体は、今後さらに行政経費を切り詰
め、国・地方議員定数の削減、公務員制度改革等が急務である。
第三　社会保障制度・国民負担のあり方
　社会保障については、国民が納得できるような制度に向けての改
革が必要であり、特に年金制度は、保険料と税負担のあり方や、受
益と負担の公平等の中期ビジョンを明確にすべきである。
第四　国と地方のあり方
　国と地方の役割分担の明確化、行政の効率化による歳出削減、道
州制の導入など一層の改革推進を求める。
第五　税制改革のあり方
　地域経済の担い手である中小企業を活性化させるためには、努力
した者が報われる税制こそが重要である。具体的には、法人税率の
引き下げ（軽減税率の恒久化を含む）と事業承継税制の確立を最重
要課題として提示する。
第六　租税教育の充実
　学校教育はもとより社会全体で租税教育に取り組み、税の役割を
正しく理解して、真の納税者意識を定着させる必要がある。

税制改正に関するスローガン

●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、抜本
　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！

●税務功労者のご紹介

　去る11月16日㈪、麻布税務署並びに管内関係民間６団体の共催による納税表彰式が「ホテルはあといん
乃木坂（南青山）」ソレイユホールにて静粛に挙行されました。

◆麻布税務署並びに管内関係民間６団体による納税表彰

後列左から　椎津相談役、佐藤、
池田、黒川、岡田、吉岡、中島

前列左から　白石顧問、綱川、
岡、額賀、吉田会長、玉置、
齋藤、妹尾、懸田　　　（敬称略）

ホテルはあといん乃木坂にて

本年度も当会から多くの税務功労者が受彰の栄に
浴されましたのでご報告いたします。（敬称略）

玉　置　　　誠　　［㈱ダイヤトリコ］　　　　　　　　　　　　　　　　　当 会 副 会 長
齋　藤　竹　雄　　［㈲サイトー印刷］　　　　　　　　　　　　　　　　　当 会 常 任 理 事
妹　尾　　　敬　　［㈲敬商事］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事
懸　田　健　一　　［㈱ミトス］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当 会 常 任 理 事

　麻布税務署長表彰（４名）

綱　川　智　久　　［㈱綱川建築事務所］　　　　　　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事
岡　　　治　彦　　［㈲日本経済新聞岡新聞店］　　　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事
中　島　孝　俊　　［東光化学工業㈱］　　　　　　　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事
額　賀　真理子　　［㈱ギャラリーぬかが］　　　　　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事

　麻布税務署長感謝状（４名）

池　田　幸　司　　［社会福祉法人天使園港区あんしん介護センター］　　　当 会 支 部 役 員
奥　秋　和　美　　［㈱Ｄ・Ａ・Ｍ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　当会女性部会幹事
黒　川　光　博　　［㈱虎屋］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当 会 副 会 長
佐　藤　　　純　　［青山人事コンサルティング㈱］　　　　　　　　　　　当 会 事 業 委 員
堀　田　富美男　　［さわやか信用金庫　赤坂支店］　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事
吉　岡　琢　磨　　［㈱陶香堂］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当　 会　 理　 事

　社団法人麻布法人会長感謝状（６名）

創立60周年、社団化40周年記念祝賀会　平成22年5月24日㈪開催 運動すると筋肉痛になるのは判っているのに、どうして無茶をしてしまうのだろう。
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　昨年８月の衆議院議員選挙で民主党が勝利して政権交代を
果たし、1955年から50余年、ほとんど自民党総裁が就任
した内閣総理大臣も、鳩山由紀夫首相に替わって早くも半年
近くが過ぎた。平成維新とまで言われた改革も、長引く不況
を追放するには至らず厳しい幕開けをむかえた新年だが、今
年は寅年。負けてなるかと、麻布経済界の顔である四氏が元
気に吼えた。

トラ年らしく元気な一年に…

司会　明けましておめでとうございます。国家としては難問
を色々抱えたままの新年幕開けですが、恒例となった新春座
談会。今年、なすべきことなど元気な声をお聞かせ下さい。
鈴木　トラ年らしく豪快に走りたい新年ですね。しかしなが
ら、リーマンショック以降、企業は人員整理を始めとして、
リストラ・スリム化を進めてきましたが、不況の影響で、な
かなか利益が出せないでいますね。法人の多い当署では、大
幅な税収減となります。税収が減ると、必要な政策が実行で
きないなど、国民生活にもいろいろ差し障りが出て来ます。

田中　それは都税事務所にも言えます。特に法人２税と言わ
れる事業税と都民税の落ち込みが非常に大きく、グローバル
企業が多い港区は特に影響が甚大で21年度の税収は20年度に
比べ55％と見ていましたが50％を割っているのが現状です。
新居　東京税理士会麻布支部は今年で60周年を迎えます。こ
の間オイルショックやいろんな不況にさらされて来た訳で
すが多分今回がいちばん大変な試練ではないかと思います。
我々のクライアントは法人会員そのものの企業さんで、その
法人が厳しいというのは我々の厳しさに直結します。仲間う

●特集・新春座談会

ちでは、企業整理や倒産で２割ものお客さんが減ったという
話もあります。残念ながら７割を越す会社が赤字の現状では
高額納税に結びつきません。
吉田　情報に敏感で、それが招く結果を見極めねばならない、
生かさねばならないと痛感しています。サブプライムローン
の崩壊、リーマンブラザースの倒産と、情報は知っていたが
それが示す警鐘に甘かったと…。津波はいろいろな形に変り
ながら大体二年後に中小企業を襲います。いろいろな情報を
経営に生かせる体質を創って行くことが、中小企業にとって
は命取りになるか、発展できるかの境目になると思うのでこ
の強化を今年のテーマにしたい。　　　　　　　　　　　
鈴木　不況脱出には、消費意欲の上昇が必要だと思いますが、
従業員の給料が上がらない中では厳しい。アメリカ経済の立
ち直りも重要ですが、日本は持ち前の底力を発揮して欲しい
ですね。今年、後半以降に期待というところでしょうか。
田中　まずは雇用が安定して、消費が伸びないといけない。
年金もそうですが、やはり先々の不安が無くならないと景気
に力がつかない。

新居　政権が変わって税の世界でいちばん大きいのは税制調
査会の変革です。自民党時代の政府税調と自民党税調の二つ
により決定されていた税制改正のプロセスが政府税調に一本
化され明快になりました。また納税者番号制を導入しての納
税や、給与所得者も年末調整を確定申告制に変更すると言わ
れています。これらが実行されると課税の公正さがかなり保

●特集・新春座談会

証されます。こうしたことが経済に効果的に働けば明るい今
年がライトアップされるでしょう。ただ、税収が物凄く厳し
い状況では、消費税の問題は避けて通ることは出来ないので
論議だけは早めに始めるべきかと思います。

麻布法人会は設立60周年記念

司会　麻布法人会も設立60周年を迎えます。これからどう発
展させようとお考えでしょうか。
吉田　人間で言えば「還暦」です。生まれかわった心境にて
続きを踏み出します。政府そのものも公共事業優先政策から
個人生活重視へとシフトしています。こうした変化も視野に
入れながら対応を考えていけば目指すべき方向も見出せると
思います。また、会員であることのメリット、喜び、誇りな
ど充実感をはっきり実感、体得できる法人会へと力を強めま
す。具体案を導くために、この会報を使ってアンケート形式
で全会員からご提案願い、役員会の知恵を超えるプランを引
き出せるようにすることなども考慮しています。
鈴木　今まで、ライバル企業同士は競争して成長してきまし
たが、この不況下で、物流を一緒に行うなど連携・協調して
物事に当たるように変化してきましたね。法人会は異業種交
場ですので、情報を持ち寄り企業同士が学びあって、発展し
ていくことが出来ると思います。そして、地域社会、学校等
へのボランティアを通じて、地域住民に愛される会を目指し
ていただきたい。サンエークラブには、青年のエネルギッシ
ュな活動を、ティークラブには元気で活発な女性ならではの
活動を期待してます。部会のネーミングのような麻布独自の
ハイカラな活動をお願いいたします。
田中　私は寅年生まれで今年が年男。自分自身が60周年です。
ところで港都税事務所は正月４日に田町から麻布台３丁目の
新庁舎に移転しました。敷地面積はすこし狭くなりましたが
高いビルになり印象も明るくなりました。事務フロアは１階
から７階ですが、受付、証明関係は１階に集約して皆様の便
宜を図っています。とにかく港区は東京都の真中といった感
じで注目を集めている地域です。景気回復の暖かい風も、こ
のあたりから吹きわたってもらいたいですね。
吉田　今年の５月24日、麻布法人会の設立60周年記念式典を
ホテル・ニューオータニで盛大に行う予定です。不況で意気
消沈した空気を撥ね飛ばすようなイベントに出来るよう実行
委員一同張り切っています。
司会　皆様にもぜひ60周年のイベントを楽しんでいただきた
いと存じます。60と言えば我々の地域活動のひとつである献
血事業で、60名もの麻布税務署職員の方々に献血をしていた

だきました。お礼申し上げると共にご報告いたします。とこ
ろで情報化社会も密度を高めていますが、電子申告の状況は
如何でしょうか。
鈴木　平成20年度のｅ-Taxによる申告は、対前年比で、所得
税申告169％、法人税申告192％と19年度より大幅に伸びてい
ます。昨年９月からは、届出をした預貯金口座から、ワンク
リックで国税の納付が出来る「ダイレクト納付」を開始する
など、利便性の向上に努めていますので、是非ご利用ください。
新居　３年前に税理士が電子署名に送信する場合は代表者の
電子署名は不要となりました。法人会員の皆様でも、まだそ
れをご存知ない方もいらっしゃるので吉田会長にPRをお願
いします。

今年に贈る私たちからの言葉

司会　では明るい一年でありたい今年のための色紙のご披露
願います。鈴木署長さんからお願いいたします。
鈴木　私は『忍と認』です。昔から「忍」という言葉が好き
でした。半年近くも雪に埋もれる山形の「雪国」育ちだから
でしょうか。耐え忍ぶ、忍耐力は大事だと思います。また、

「認」はお互いを認め合う事の大切さ、確認する事の大切さ
を再認識するという意味で書きました。
田中　私は『心機一転』。庁舎も新築、自身も還暦。すべて
が一からのスタートです。不況で沈んだ気分も転換させて明
るい一年を招きたい願いを込めました。
新居　これは出身高校の校訓なんですが『克己･尽力･楽天』。
至善を選び力を尽くせば真に楽天の境地に達するという意味
です。まあ一生懸命に頑張ればなんとかなるよ、といった所
でしょうか。良く言えば九州らしい大らかさがあります。窮
屈さと心細さを感じる不況の日々ですが負けないで下さいと、
そんな気持ちで選びました。
吉田　私からは、冒頭にも申しましたが『情報を経営に生か
そう』です。今年をスタートに、この心得を至上にしたい。
溢れる情報をどう選別し、どのように経営戦略に活かしてい
くか、企業が力強く生きて行く最大のポイントです。

鈴木　最後に税務署からのPRです。来月から所得税の確定
申告の時期を迎えますが、法人会会員の皆様には、是非２月
中の早めの申告と提出をお願いしますとともに、e-Taxのご
利用をお願いいたします。
司会　地域社会と密着して活動する法人会です。60周年を迎
えますます発展を目指す麻布法人会のために今年もご協力、
ご尽力をお願い致します。本日はありがとうございました。

（文責：酒井俊二）

円高の流れが止まらず、一時1ドル84円台に。この先どうなってしまうのだろうか。 寒くなるとお風呂に入るのが億劫になりますが、そんなときに思い出すのが糸井重里さんの名文句「人に会うのは、
お風呂に入るのと似ています。風呂も、入るまでは億劫がってぐずぐずしてても、湯上りに後悔したことはない」

 出席者

　 鈴木  久雄 氏　麻布税務署長

　 田中  博隆 氏　港都税事務所長

　 新居  之昌 氏　東京税理士会麻布支部長

　 吉田  正昭 氏　麻布法人会長

　 司会　齋藤  竹雄　麻布法人会広報委員長
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に実行します。１つは、「固有の目的」つ
まり、経営理念・経営目標です。創業精神
や就任当時の想い、企業風土、また、精神
的拠り所となるものです。もう１つは、「普
遍的目的」つまり、社会から経営資源（人・
物・金・時間・情報など）を借りて活動し、

利益を得て、社会、株主、社員、顧客、自社に
還元します。
　そのために経営計画には、次の３つの要素が
必要です。
①自らの会社のことを知ること。これは、販売

力分析と体力分析（基礎力・組織力・発展力）
を知らずして経営はできないということです。

②社長の姿勢。社員を動かすには人柄以上に社
長の姿勢が大事だということです。この姿勢、
考え方は、すなわち理念、ビジョンとなります。

③前向きな数値計画。これは、前向な数値なく
して事業は語れないということです。社長が
マイナス思考の会社では社員は絶対ついてき
ません。

　この数値計画の立案こそが、経営を「戦略」
⇒「戦術」⇒「行動計画」に繋ぐための目標と
なる数値なのです。
　前述のように、決算書が「診断書」に例えら
れるのなら、経営計画書は「処方箋」と言える
でしょう。
　我々は、ＭＡＰⅡという経営計画立案ソフト
を使って、経営計画作成のお手伝いをしていま
す。ここで、お手伝いと言っているのは、あく
までも経営計画を作成するのは経営者自身だか

●都税事務所からのお知らせ

平成21年10月14日
東京都港都税事務所

　東京都港都税事務所（昭和39年竣工）は、建物及び
設備の老朽化のため、新庁舎へ移転しますので、お知
らせします。

●新会員のご紹介 交流は、企業の力。
〔平成21年9月〜11月　40法人入会〕　     　　  　　  　　  麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

麻1
麻19
六9
赤18
青6
青9
管外
麻6
麻15
麻16
麻18
麻21
六10
赤7
赤10
赤11
赤17
赤17
青6
青9
青15
麻6
麻6
麻7
麻12
麻13
麻17
六2
赤5
赤6
赤9
赤10
赤10
赤13
赤18
赤20
青4
青5
青10
管外

エスピージャパン㈱
ファーイーストリポータース㈱
WESTMONT JAPAN INVESTMENTS㈱
㈱アベニュー
エイアンドエー㈱
㈱宮永コンピテント
服部税務会計事務所
㈱ｗArp
ヨコイクリエイティブ コンサルティング㈱
麻布スペースサービス㈱
㈱東京都民銀行麻布支店
㈱アイドマ
ライフトラスト㈱
赤坂エージェンシー
ターンアラウンド・コンサルティング㈱
環境ルネッサンス㈱
㈳日本人格障害及び障害における結婚詐欺相談機構
㈱リンクス
㈱エーワークス
㈱ヨックモックホールディングス
公立学校共済組合東京宿泊所
㈱オペレーションファクトリー
㈲ＥＧＡデザイン
㈱クオーク・インク
サン建物㈱
麻布合同事務所
㈱ヴァリエルイズ
メディア・メトル㈱
㈱ＳＭＫ
ヴァンテージマネジメント㈱
㈲ごちそう亭　阿津満
ティアレ
三崎産業㈱
㈱アイファス
日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ㈱
東京ミッドタウンマネジメント㈱
㈱ワークライフパートナーズ
マネジメントシステムズ㈱
㈱ゼットアイジー
㈱ゴールドクロス

南麻布4-12-26
麻布台1-4-3
六本木6-10-1
赤坂8-12-25
南青山4-1-11
南青山5-4-19
虎ノ門3-8-2
西麻布2-13-6
麻布十番1-7-8
麻布十番2-6-2
麻布十番3-1-2
麻布台3-5-7
六本木7-5-11
赤坂3-1-2
赤坂4-1-1
赤坂4-13-5
赤坂8-8-1
赤坂8-6-13
南青山3-4-7
南青山5-3-3
南青山4-17-58
西麻布1-7-4
西麻布1-15-4
西麻布2-2-2
麻布台1-11-10
東麻布3-8-8
麻布十番2-20-14
六本木3-4-24
赤坂2-15-9
赤坂2-10-16
赤坂3-21-5
赤坂4-2-2
赤坂4-3-1
赤坂1-12-32
赤坂8-10-39
赤坂9-7-1
南青山2-14-4
南青山2-29-9
南青山6-3-14
北新宿1-1-15

広告制作
出版
ホテル投資
芸能企画制作
広告制作
教育関連
税理士事務所
モバイルマーケティング
広告等の原稿制作
コインパーキング運営
銀行
飲食店
不動産賃貸
生損保代理
コンサルティング
廃棄物処理・発電
被害者支援社団法人
建設
広告
不動産管理
旅館
飲食経営コンサルタント
庭デザイン・小売
経営金融コンサルタント
不動産
税理士・会計士
企画・デザイン
テレビ番組制作
鍼灸マッサージ
Webサービスの企画・運営
飲食
飲食
屋外広告
M&Aアドバイザリー
健康食品販売
不動産売買
有料職業紹介
事業企画・開発
飲食店経営・企画
食料品卸売

6277-2301
5570-9701
5413-6161
3479-9473
5775-3828
3400-3485
3433-4331
5766-7297
3423-5150
5772-7213
3452-1301
5575-5700
3402-0755
3583-2411
6234-1563
3582-7211
5411-7383
6438-1546
6804-1237
5485-3333
3403-1546
5772-3456
6411-5689
3409-9825
3586-3100
6277-8864
3452-2006
6234-4011
3568-3741
6459-1733
3589-0709
5545-5510
3586-7145

5412-0800
3475-3113
6438-9227
5772-5401
3400-4327
5332-8161

9月

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

●麻布法人会長賞受賞中学生の「税の作文」
「一人一人の自覚」

　港区立高陵中学校
　３年３組　越田　有貴
　私は地方の小学校を卒業
してすぐに東京に引っ越し
てきました。東京には地方にないものがた
くさんあり、驚くことも多かったです。そ
してその驚く事の中に、「税金」も関わっ
ていました。それは病院の医療費が中学三
年生まで、つまり義務教育が終わるまで無
料という事でした。東京でできた友達は普
通だと言っていましたが、地方から来た私
にとっては驚く事の中の一つだったのです。
　その驚きをきっかけに私は、税について
少し関心を持つようになりました。身近な
事でいえば,今までなんとなく使っていた
教科書も税金によって支給されたものだと
知り、大切に扱うようになりました。学校
から配られたパンフレットも何度も目を通
し、税金についての知識を増やそうと思い
ました。まだ中学生ですが、いつか働くよ
うになった時のためにちゃんと税の事を知

っておきたいとも思ったからです。
　学校で配られた税金についてのパンフレ
ットの中に、税金とはどんなものかを一言
で分かりやすくまとめて書いているもの
がありました。それが、「税金は、社会共
通の費用をまかなうためにみんなで出し合
う会費のようなものです」という事でした。
私は思わず、「そうかも。」と呟き、税金と
いうのはみんなが協力してやっているから、
今の安全な社会が築けているんだと思いま
した。そして納税というのは凄く大切な事
で、それと同時に面白く、考えれば凄い事
なのだと思いました。なぜかというと、「納
税」というのは日本全体、約一億二千万人
もの人達がそれに協力してずっと続けてき
ているのです。そしてそんな大きなものに
自分が関わっていて、日本を支えていると
考えれば、それは凄い事だと思うのです。
考えすぎなんて事はありません。もし誰も
納税をしなくなったら、間違いなく日本は
崩壊してしまうのですから。自分が日本を
支えていると考えていいと思います。そし

て支えられていると考えるべきなのです。
　税金は公共のサービスにも使われていま
す。なら、救急車で人が助かった事にも間
接的ではあっても納税という形で人助けを
した事になります。身近に起っているほと
んどが、自分に関わっているのです。そう
考えると、少し税金のイメージが変わるの
ではないでしょうか。私は少し消費税を払
う事が面白くなりました。しかし、税金が
どこでどう使われているかなんて、全ては
分かりません。だからこそ税金に少しでも
関心を向けて、知ろうとしなければなりま
せん。全てが全て、良い事に使われている
訳ではないと思うのです。そしてその良く
ない事に、間接的にでも自分が関わってい
る事も忘れてはいけないのです。
　私は税金の事をきちんと理解し、大人に
なっても納税という国民の義務を果してい
こうと思います。税金は難しくてまだまだ
分からない事ばかりですが、日本をそして
世界を明るい未来へ導くものになると私は
思います。

10月

11月

●地下鉄日比谷線　　　神谷町駅　　　　徒歩10分
●地下鉄南北線　　　　六本木一丁目駅　徒歩  9分
●地下鉄
　大江戸線・南北線　　麻布十番駅　　　徒歩11分
●都営バス（渋88系統）　麻布台停留所　　徒歩  1分

港都税事務所は
平成22年1月に
移転します

１　新庁舎での業務開始日
　　平成22年１月４日（月）
　　＊現庁舎での業務は、
　　　平成21年12月28日（月）で終了します。
２　移転場所
　　〒106-8560　港区麻布台三丁目５番６号
　　（現庁舎：港区芝五丁目36番５号）　
３　移転先電話番号
　　（代表）０３−５５４９−３８００

【新庁舎案内図】【新庁舎案内図】
最寄駅等

　会社が１年に１回、年度末にその事業年度の
決算書を作成します。人間に例えるなら「通信
簿」です。その期（通常は１年間）の成績が表
示されています。
　貸借対照表は、期末時点の財産と債務及び自
己資本が、損益計算書は、その事業年度の収入
と原価、経費、損失が表れています。また、キ
ャッシュフロー計算書は、同じくその年度のお
金の流れを営業、財務、投資に分けて表示して
います。これらを医学用語で例えるならば、「診
断書」と言えるでしょう。
　診断書であれば、その会社の悪いところある
いは問題点が記載されているはずです。これは
経営の６要素で表せます。具体的には、「収益性」

「生産性」「資金性」「安定性」「健全性」「成長性」
です。
　しかし、この診断書はあくまで、今まで行っ
ていたことの結果でしかありまあせん。つまり、
過去の実績なのです。日々会社を取り巻く環境
が変化している昨今では、過去のデータのみか
ら経営課題を抽出することは不可能です。
　そこで、必要になるのが中期の経営計画の立
案なのです。
　経営計画は、２つの経営目標を達成するため

らです。
　自ら５年後のあるべき姿を語って頂き、それ
を数字に落としていきます。すると、損益、財
産・債務の状況はもちろん、法人税や消費税と
いった税額計算も行い、資金繰りまですべて自
動計算します。ですので、来期の中間納税等も
自動的に資金繰りに予定されます。
　実際には、売上計画、経費計画、人件費計画、
投資計画、借入計画これに売掛金回収日数、買
掛金支払日数、在庫回転日数等を入力します。
すると、５年後のあるべき姿を達成するため
に、１年目にやらなければならないこと、２年
目、３年目、４年目、５年目にやらなければな
らないことがはっきりと見えてきます。
　我々は、この経営計画立案の日を「将軍の
日」と名付け（登録商標）、全国800の会計事務
所で「あんしん経営をサポートする会」を組織
し、普及をしております。

　経営者の皆さんは365日忙しいのが当たり
前。その中で忙しい日数を364日にして、１日は、
自社を見つめ直す日を作ってみてはいかがでし
ょうか。

今こそ経営計画の立案の時
〜将来のあるべき姿を〜

「あんしん経営をサポートする会」

代表幹事・税理士　飯島 一郎

●熱血先生の経営指南 �

車のガラスは、今後軽量なポリカーボネート樹脂に置き換わっていくと言われています。またボディーにも、ス
ーパーカーではカーボン（炭素繊維）素材が使われ始めています。

中央線の三鷹〜国分寺区間の高架化工事が完了しました。架線下のスペース利用や、交通渋滞緩和から生まれる
経済効果に期待が集まっています。

（駐車場が御座いません。お越しの際には、公共交通機関の
  ご利用をお願いいたします）
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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

地元赤坂へ、
社員と共に元気を届ける

跡取りで仕事を一生のものに

　一人娘として跡取りのことは常に頭に
あったものの、結婚相手に跡を取っても
らうことばかりを考えていたそう。入社
する前の広告代理店での営業で、仕事に
対する気持ちに変化が起き始めた。「そ
の時初めて『仕事って楽しい』と心から
思ったんです」家業ではちょうど地ビー
ル免許を取得し、ビールを造り始めた頃
だった。「“自分は仕事が好き。一生続け
たい”“地ビール楽しそう。家業おもし
ろそう”この二つが私の中で化学反応を
起こしたんです。そうだ、跡を取ろうと。

入社する時は跡取りという強い決意があ
ったから、何があってもそこだけはブレ
ないんですね。それに跡取りなら定年が
なく、一生仕事ができるでしょう？」う
れしそうに笑顔で話される。現在は跡取
り修行中だ。

小さくてもいい、キラっと光る会社へ

　いるだけで元気をもらえるような社内
には、パっと明るい空気がある。この取
材中も「よし！やるぞ！」と女性社員
の前向きな声を聞いた。ここ本社の半分
は女性だという。「うちは女性社員が多
いです。トップが女性なので、女性に

とって働きやすい環境ではないかと思う
のでしょうね」女性社員の多くが石渡さ
んの姿を将来の自分の目標として入って
くるようだ。「今は結婚、出産をしても
働き続けたいという女子の学生が増えて
います。ところが社会のシステムがまだ
充分に機能していないために、結婚、妊
娠、出産を経るとどうしても働きづらい
環境になりますよね。今うちの社員と話
しているのが、企業内保育を将来やろう
かと。そうしたら、『それならずっと働
きたい』って。自分の中で、社員一人ひ
とりにこうなってほしいとビジョンを持
ちながら育てているので、愛着が当然あ
ります。他の誰でもいいわけではないの
で、一人が長く働ける環境を作っていく
ことが、これから必要かなと思っていま
す」求められて働くことは、やりがいに
もつながるはずだ。　

　「うちののれんを守るために頑張って
くれるのなら、私はあなたとその家族を
一生守る思いでいるよ」社員たちとの約
束は、お互いの絆をより強くしているよ
うだ。「この会社に入ってよかったと心
から思ってくれる社員を通して、お客さ
まに商品をお届けして喜んでいただきた
い。そのためにも今は、しなやかでしっ
かりとした企業の土台を作っていくこと、
社員と共に前進すること、そればかりを
考えています」

赤坂とのつながりを強める地域活動

　「お客様を一軒でも多く回ることが、
明日の一歩につながるから」地道な営業
活動を展開し、赤坂周辺をしっかり市場
にしようと努力されている。「企業は社
会貢献だと社長から教わったことがあり
ます。地域があって商いをさせていただ
いているのだから、地域のお役に立たな
ければと」ところで取材帰りに寄った赤
坂のお店で、ホッピーの袋を手にしてい
ると「ホッピーの社員の方ですか？いつ
もトイレ掃除に来て頂き、感謝していま
す」と声をかけられた。私たちがつい通
り過ぎてしまうような簡単なことにも目
を向け、できることからコツコツと取り
組まれている。
　「去年の秋は30人近い社員で氷川神社

の山車を引っ張ったんですよ。皆で会社
の印“桜”が散ったピンクの手ぬぐいを
頭にお揃いの衣装を着て、息を合わせて
心を一つにするってすごい楽しくて。普
段しないことをするのは、いつもと視野
や視点が変わるのと、体を動かすことで
気持ちが一つになるんですよね」またそ
の時のある光景から、思い浮かんだこと
があるそうだ。「ちょうど子供みこしが
走っていったのを見て、将来私たち社員
の子供だけでホッピーみこしを上げたい
ねって。私たちは山車を引っ張って…。
実現するだろうなって思いますけどね」
楽しそうに話しながらも、しっかりと先
を見据えている様子がうかがえた。

心はずむ自分だけの時間

　手書きのブログはお気に入りの万年筆
たちで書かれたもので、やさしいタッチ
が魅力だ。「もうコレクターの域に入り始
めています。好きなものに囲まれている
とワクワクし、仕事が楽しくなりますよ
ね。それが周りに伝播していて、万年筆
を持っている社員がけっこういますよ」
　スケジュールはいつもぎっしりで行動
的な反面、家で過ごす時間も好きなのだ
とか。「朝のちょっとした時間、ゆっく
りした休日ができた時の朝などに、日
頃思うことを綴っていると気持ちが整理

されるし、自分と向き合う時間にホッと
します。ペンの手入れをするだけでも気
持ちがいいし、インクは季節によって入
れ替えるんですよ」カラフルなターコイ
ズは夏の色、山栗や山ぶどうという名に
ぴったりのおいしそうな秋冬の色などは、
見ているだけでも楽しい。お守りのよう
に持ち歩いている万年筆を、快く見せて
くださった。
　夢中になれることでひと息つくのも、
いつも元気でいられる秘訣だろうか。こ
れから先もずっと、私たちに変わらぬ明
るい笑顔を届けてくれるだろう。

（文責：神山亜由子）

　３代目社長の跡取りを目前に控え、飛び回る
日々の石渡さんはまさに「空飛ぶ看板娘」。社
員一人ひとりの個性を見つめ、人材の育成に体
当たりで臨む姿がそこにあった。新体制でスタ
ートする2010年４月は、創業100周年の節
目にあたる。

石渡美奈氏

◀ホッピー製造ライン（by ANZ PHOTO）

▼ホッピー330製造ライン（by ANZ PHOTO）

取材風景

▪石渡美奈氏プロフィール
ホッピービバレッジ㈱取締役副社長
1968年東京都生まれ。立教大学卒業後、日清
製粉（現：日清製粉グループ本社）に入社。
人事部に所属し、93年に退社。広告代理店で
のアルバイトを経て、祖父が創業したホッピ
ービバレッジに入社。広告宣伝を経て、2003
年、現職に就任。
㈱武蔵野社長の小山昇さんを経営の師と仰
ぐ。著書に、「社長が変われば会社はかわる！」

（阪急コミュニケーションズ）。趣味は万年筆
を集めること。現在、早稲田大学大学院商学
研究科在学中。

赤坂オフィス　玄関

2009年9月に行われた赤坂氷川祭にて。当日30名近い社員が参加しました。（by ANZ PHOTO） 赤坂氷川祭でお神輿を担ぐ社員たち（by ANZ PHOTO）
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趣味の万年筆にて
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●できる e-Tax●できる e-Tax

平成21年分の所得税確定申告期における
e-Tax及びe-Taxヘルプデスクの受付時間について

　平成21年分の所得税確定申告期におけるe-Tax及びe-Taxヘルプデスクの受付時間については、次のとおりと
なります。

１　e-Taxの受付時間（送信可能時間）

お　知　ら　せ
　下記の日曜日に「東京国税局（千代田区大手町１−３−３）」において、所得税等の確定申告書作成のアド
バイス、申告書の受付及び申告書用紙の配布を行います。

２月21日㈰　　　　　２月28日㈰
◎２月21日㈰及び２月28日㈰は、国税の領収及び納税証明書の発行は行っておりません。国税の納付は、振替

納税又はe-Tax（電子納税）をご利用ください。
　なお、納付書で納付される場合は、ご自分で納付書に金額等をご記入の上、お近くの金融機関で必ず納期限
（所得税は３月15日㈪、個人事業者の消費税及び地方消費税は３月31日㈬までに納付してください。

◎２月21日㈰及び２月28日㈰は、麻布税務署では執務を行っておりませんので、ご注意ください。また、電話
での相談も行っておりません。

◎上記以外の土曜日、日曜日及び祝日は、執務を行っておりません。申告書はe-Tax（国税電子申告・納税シ
ステム）、郵便又は信書便による送付、税務署の時間外文書収受箱への投函などで提出することができます。

　パソコンによる所得税及び個人消費税の確定申告書等作成のアドバイスを行う
　「パソコン申告センター」を西新宿に開設します。　　　　　 国税局・税務署

●税務署からのお知らせ

○開設期間　平成22年２月１日㈪〜３月15日㈪
　　　　　　（ただし、土、日曜及び祝日を除く。）
○相談時間　９：15〜17：00

○開設場所　「アクアプラザ」
　新宿区西新宿６−５−１　新宿アイランド地下１階
※昨年開設した広域還付申告センター（東京駅及び船
　橋駅会場）は、開催しません。

◦24時間
（注１）１月18日㈪は、午前８時30分からご利用が可能です。
（注２）メンテナンス等で休止する場合があります。
（注３）３月16日㈫０時を過ぎて受信した平成21年分の所得税確定申告

のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなりますので
ご注意ください。
インターネット環境によっては、送信に時間を要する場合があ
りますので、余裕をもってお早めに送信願います。

※送信した申告等データは、即時通知及び受信通知に表示される「受付
　日時」に到達したものとみなされます。

平成22年１月18日㈪〜３月15日㈪

◦月曜日〜金曜日（祝日等及び
　12月29日〜１月３日を除く）
　午前８時30分〜午後９時

　但し、以下の日については、
　午前８時30分〜午後10時30分
　平成22年５月27日㈭
　平成22年５月28日㈮
　平成22年５月29日㈯
　平成22年５月31日㈪

左記の期間以外

２　e-Taxヘルプデスクの受付時間

◦月曜日〜金曜日（祝日を除く）、
　及び２月21日、28日、３月７、14日の日曜日　
　午前９時〜午後８時

平成22年１月18日㈪〜３月15日㈪

◦月曜日〜金曜日（祝日等及び
　12月29日〜１月３日を除く）
　午前９時〜午後５時

左記の期間以外

昨年５月にスタートした裁判員制度で最高裁は、９月末までに開かれた裁判に参加した裁判員らに対するアンケ
ート結果を公表した。それによると、約98％の裁判員が務めた感想を「よい経験と感じた」と回答している。

平成22年５月24日㈪創立60周年、社団化40周年記念祝賀会を開催いたします。
社員ご家族多数でご出席下さい。

【e-Taxの感想】  　　　　  麻布法人会理事　崎谷　秀彦
　当初は操作が難しいなどと言われ身構えておりましたが、
年々改良がなされているようで、すんなりと導入すること
ができました。またe-Taxによって、ペーパーレス化が進

むとともに、郵送の手間などがかからなくなるというのも
魅力です。そういった意味では、エコロジーに貢献するシ
ステムとも考えられるのではないでしょうか。是非、普及
して欲しいと思います。
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●企業訪問 ●企業訪問

　青山の閑静な裏通りになじんだ今右衛
門東京店。店内には心地よい香りが漂い、
季節に応じた花瓶や額皿等、色鮮やかな
色鍋島今右衛門の磁器が静かに並んでい
る。温かい笑顔に迎えられ、居心地のい
い空間でひとときの安らぎを得た。

現代によみがえる器の美

　色鍋島は江戸時代、将軍家への献上品
として佐賀の鍋島藩によってつくられた
磁器である。城中で使う食器で贈答品で
もあり、市場に出されず一般には知られ
ていなかった。「今右衛門は、国の重要
無形文化財の総合指定をいただいており
ます。これは今まであった日本の文化、
技術をきっちり守って後世の人に伝える
仕事なんです。ですから、なるべく昔な
がらの製法をそのままにしています」そ
う話す今泉氏は十四代今右衛門氏の兄で
ある。今右衛門窯では色鍋島の伝統と技
術を守り継ぎながら、日々愛用できるよ
うな、現代性を持たせた使いやすい器を
追及している。伝統的な鍋島文様を、現
代の生活にもなじむようデザインされた
器や額皿等は、贈答品として求められる
お客様も多い。　

細部まで考慮されたつくり

　色鍋島今右衛門の磁器の特色は、青み
のある白い地肌にある。「これは特殊な
釉薬を使って松木による薪窯で焼くから
出る色なんですね。真っ白というのはよ
くありますが、それだと絵柄が浮くんで
す」わずかな青の発色が、周りの絵とな
じんでいる。そして赤の色絵は、使うほ
どにやさしい赤へと変わりツヤが出るそ
うだ。今右衛門の器は、何年もかけて楽
しむことができる。
　「磁器は一つひとつ匣

さや

に入れて、灰が
付かないように焼くんです。窯を暖め、
匣を暖め、やっとやきものに熱が伝わる。
そうしないと、この青みのある白さのよ
さが出ない。36時間つきっきりで丁寧に
焼成しています」
　器を手にとって食べる日本の食文化の
流れから、今右衛門の器は軽く、ものを
入れてちょうどいい重さになるようにつ
くられている。お客様には自分の手に合
ったものを選んでいただきたいので、「手
にとってみてください」と気さくに声を
かける。その一言には、美術品として見
るのではなく、今右衛門の器を通して文

有限会社 今右衛門陶舗
港区南青山２−６−５　☎ 03−3401−3441

今右衛門が受け継ぐ手仕事の技と和
なごみ

の心

今泉 善雄

佐賀県生まれ。多摩美術大学絵画科で日本画を
学んだ後、佐賀県立有田窯業大学校でやきもの
の勉強をする。今右衛門の器の制作に携わって
いた時期もあり、現在は有限会社今右衛門陶舗
の代表取締役として、販売や営業活動に従事。

　花はいろいろな関わりかたで、人々に
夢や喜び、感動や興奮を与えてくれる。
　その花の持つあらゆる顔を引き出し創
り演出して、その魅力の世界、感性の歓
びをビジネスにまで昇華させるのがこの
人。今、もっとも注目されている華の芸
術家だ。　

感性がすべてという仕事です　　　　　　　　
　清楚な花嫁を美しく飾るブーケ。オフ
ィスやショップ、レストランなどの雰囲
気を柔らかく演出するディスプレイ。花
や観葉植物のギフト。さらにはＣＭ、カ
タログ、映像メディアなどでのフラワー
デザインの仕事。商品の新作発表会や展
示会での花や観葉植物を使っての雰囲気
づくり。ホテルのロビーやショップのウ
インドウ装飾。フラワーアレンジメント
の教室など花をビジネスにする木村志保
社長のテリトリーは広く、そして華麗だ。
　「1995年ブライダルの仕事から花と共
に暮らす毎日です。三年後に独立して、
フラワープロデュース葉という名前を使
ってフリーで有名ブランドの新作発表会
やイベントの装花などの仕事をしました。

桜新町からスタートをしま
したが青山か赤坂、
麻布あたりに活動
拠点を持つのが夢
だったのです」。
　その夢を実現さ
せたのが2006年。現
在のオフイスで株式
会社としての新しい
スタートである。生
花のみならずディス

プレイ、花をテーマにしたオブジェなど
業務の幅も拡大させた。
　「花は生き物です。目利きが大切なの
で週３回、羽田空港近くの大田市場へ仕
入れに行きます。未明の４時半起きです。
夜もかなり遅くなることが多いので好き
でないと絶対に出来ない仕事です」。
　クライアントは難しい条件にも平気で
注文を出してくる。「桜まつり」という
イベント受注では桜前線が、はるか南
にある時点にもかかわらず東京で展示会
場を満開の桜で飾りたいといった具合だ。
これを実現させるには並々ならぬ情報網
と仕入れ先のネット、経験などのノウハ
ウを持っていなければ不可能だろうとは
素人にでも推察できる。しかし木村社長
は枯木に花を咲かせた童話のように展示
会の初日に満開させた実績を持つ。また
我々には見当つかないが花は種類も膨大。
　「バラは800種類ぐらいありますが私は
200種は使い分けます。グリーンひとつ
とっても30種類は、表現上、使い分けて
います」。　　　

フラワーアーティストの輝才

　ART BOX INTERNATIONALという
版元から昨年10月に出版された「現在日
本のフラワー作家108人」という豪華本
がある。その表紙を飾るのは、木村志保
社長の作品だ。いま、日本で注目をあつ
める気鋭のフラワーアーティストを代表
する快挙で、麻布法人会はこうした才能
を持つ会員も擁するわけで拍手を捧げた
い。　　　　　　　　　　　　　　
　「常に花や葉の色合い、フォルム、動き、
微妙な質感にまでこだわりを持ちデザイ

ンを導き出すかが問題で、それぞれが持
つ美しさを、どのように組み合わせれば、
より輝いて見えるかを考えることが大切
です」。
　そこには花より美しい、しなやかな人
がいた。

（取材：曽我禎夫／文責：酒井俊二）

㈱フラワープロデュース葉
エ フ

港区南青山４−17−22　TZビル1・2F　☎ 03−5411−9900

花に託した願いは、観る人の「こころ」にとどきます

木村 志保
きむら　しほ

1967年、大阪府生まれ。1995年フラワースクー
ルの講師やブライダルの仕事をスタート。2003
年バリ島のホテル・リッツカールトンが新築し
た教会での結婚式で現地フローリストにコーチ
ングした頃から海外活動も。2006年、株式会社
フラワープロデュース葉（エフ）設立、代表取締
役。作品のテーマはスタイリッシュ＆コンテン
ポラリー。気鋭のフローリストとして注目され
ている。

玄関

定期活込み　企業受付

ブライダル

化に触れ、食事を楽しんでほしいという
一途な思いが込められている。
　プライベートで友人の個展に顔を出す
時には、その後の友との食事やお酒の席
を楽しむという。器は人との和をもたら
し、私たちの心をいつまでも潤していく。

（取材：大橋茂／文責：神山亜由子）

展示会イベント装花 ギフト用花束
二階展示室

十四代作珈琲碗
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●

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

［11/10 麻布税務署会議室］
［12/10 赤坂区民ホール］

　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。11月56名、12月123名参加。

●新設法人説明会
［9/7、10/7、11/9、12/3 麻布税務署会議室］
　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。９月25名、10月６名、11月15名、
12月11名参加。

●法人税申告書作成研修会（入門編）
［11/24 港区立商工会館］

　麻布税務署担当官を講師に、署作成の
オリジナルテキストをもとに電卓を使用
しての実務演習では、午前と午後に開催
し、合計27名参加。２月は初級編です。

厚生委員会　　　　　　　　　　　　　
●第33回会員親睦ハイキング

　　　　　［10/24 千葉県上総一ノ宮］
　一ノ宮町の「果樹の道」で、肥沃な

●みなと区民まつり
［10/10-11］

　本年で11年目となるブース出展は、税
理士会麻布支部、間税会と共催し、Tax
クイズとマジックバルーンの制作配布を
した。クイズ用紙を1700枚配布し、ブー
スは例年通り賑わいをみせた。
　区民まつりで回収した募金4､220円を
㈶ジョイセフに寄付しました。

●第13回グリーンロードSIX
［11/7 六本木Tキューブ等］

　法人会からの参加者は五つのコースに
分かれ、清掃活動を行った。地域美化を
心がけている参加者は、身も心も爽快な
気分に浸った。社会貢献委員・事務局含
め参加11名。

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。年調実務研修会
では、毎年参加人数が会場をいっぱいに
する。
10/16『年末調整（基礎）』55名参加。
11/5 『年末調整（計算例・合計表・給報）』
115名参加。

大地が育んだ森林を散策しました。生
憎、途中から雨に降られてしまいました
が、昼食は参加者の皆様が海の幸に舌鼓
を打ちました。

●第166回ゴルフ大会　佐藤氏優勝
［11/25 茨城ゴルフ倶楽部］

　前夜の雨が少し残って小雨の中でのス
タートでしたが、午後からは青空の素晴
らしいコンペとなりました。
参加者　６組　24名

イーグル賞　岡由美　竹花英文

社会貢献委員会　　　　　　　　　　
●第29・30回献血活動

［9/28、11/30］
　第29回の六本木ヒルズでは、税務署か
らも多くの方が駆けつけてくれました。
第30回目の献血活動は、初めて赤坂Biz
タワーにて開催致しました。次回は３月
中旬開催予定。

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〈10〜12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

熱気溢れる説明会

Ｂ.Ｇ　坂本＝75　Ｎ.Ｐ　竹花・三浦・大熊・坂本

11/25

優勝

２位

３位

氏　名

佐藤　俊夫

坂本　章二

裏山　裕子

法　人　名

㈱東京合同鑑定事務所
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平成22年度税制改正・政府の基本方針決まる、できるe-Tax�次号
予告

※※※お知らせ※※※
１月19日㈫　賀詞交歓会受付にて、ボランティアタオル
　　　　　　をお集めしますので、お願い申し上げます。
２月17日㈬　PM6：00〜帝国ホテル
　　　　　　「門田真乍子先生のカラーリングセミナー」
　　　　　　あなたの第一印象をキラリとUPさせませんか
【一泊研修　二期倶楽部へ】10月14日15日
　那須高原の豊かな自然の中を一時間かけて散策。会議
室で、オーナー北山ひとみさんの公演を聞きながら、経
営に携わる者にとって北山
さんの知性と感性豊かな生
き方に教えられることがあ
りました。桜、緑、紅葉、雪
の季節と、四季折々に訪れ
たい、素敵な宿でした。

●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4月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容
新年賀詞交歓会 会費　お一人8,000円　要申込　名刺持参1/19　17:10〜19:00 明治記念館

◎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（青年部会）
第23回「法人会全国青年の集い」岩手大会　報告

　「イーハトーヴ発見2009いわて」（新たな理想郷の発見）を大会テーマ
に、第23回「法人会全国青年の集い」岩手大会が、平成21年11月５日６
日の２日間にわたり開催された。
　サンエー・クラブでは、会員を代表して４名が出席した。
　第１日目部会長サミットⅠが、盛岡グランドホテルで開催され、全国
から381名の部会長が参加し親睦を深め、第２日目部会長サミットⅡは、
メトロポリタン盛岡で開催され、「青年部会運営の指針〜法人会の存在
意義と租税教育〜」という演題で全法連青連協顧問田口典彦氏による基
調講演が行われた後「法人会青年部会のあり方」「租税教育の進め方」を
テーマに１テーブルを10名の部会長ごとの振り分け約40テーブルの円卓
会議が行われ、熱心な討議と発表があった。
　その後、厳粛な中大会式典が無事挙行され、記念講演としてお茶の水
女子大学名誉教授藤原正彦氏による記念講演が行われた。
　その後「大懇親会」にて全国442法人会青年部のうち参加者約2,100名
の懇親が行われた。
　全国大会に参加して感じることは、税
に関する活動を全国規模でこれだけ多く
の青年が熱心行なっていることにあらた
めて感心するとともに、これからの自分
自身の活動に向けて大きな励みに成った。
　　　㈳麻布法人会
　　　サンエー・クラブ会長　淺沼洋一 部会員

募集中 ティー・クラブ（女性部会）

福寿草

〔10月14日〕

募

ベテラン税理士による講義

必要不可欠な申告書作成研修

湖のほとりにて

11/25　茨城ゴルフ倶楽部にて

ご協力、ありがとうございました

マジックバルーンづくり

清掃中の風景

源泉部会
（源泉所得税研修会）

対象は部会員。要申込。会員募集会費無料。
1月「サラリーマンの確定申告」
2月「退職所得」
3月「海外勤務をめぐる源泉税」

1/21　14:00〜16:00 麻布税務署会議室
2/16　14:00〜16:00 港区立商工会館
3/4　14:00〜16:00 港区立商工会館

2/2　13:30〜16:00 港区立商工会館新設法人説明会
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きを解説。申込不要。講
師は麻布税務署担当官、東京税理士会税理士。

2/8　13:30〜16:00 港区立商工会館
決算法人説明会

対象は決算を迎える法人（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。

3/23　9:30〜12:00
　　　13:30〜16:00

麻布区民ホール
（午前と午後は同内容）

法人税申告書作成研修会
（初級編）

申告書別表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。講師は麻布税務
署担当官。11月入門編の続編。

2/15　10:00〜16:00 港区立商工会館

新会員交流会 新会員対象、内容未定、法人会役員および署幹
部との懇談会、要申込2/19　14:00〜16:00 国際文化会館

第12回ボウリング大会 お一人3,500円、詳細はチラシ参照2/10　18:00〜21:00 品川プリンスホテル
ボーリングセンター

第14回囲碁大会 お一人3,500円、詳細はチラシ参照3/13　13:00〜18:00 ANAインターコンチネン
タルホテル東京37階

第34回ハイキング 会員無料（昼食付）、従業員ご家族歓迎、要申込。
詳細はチラシ、HP参照4/10 千葉県佐倉重要な研修会は、毎回盛況

調査部所管法人税務研修会 東京国税局調査部所管法人対象。対象先にはご
案内を郵送いたします。内容未定。2/9 国際文化会館
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▶

〔志室（ししつ）〕
第２腰椎棘突起下の両側
10cm（男性）　８cm（女性）

〔主治効能〕
排尿困難、浮腫、
腰脊部の強ばり、
痛み、脚の痛み

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

⑨

温灸による
健康効果について解説温灸の穴

つぼ

市販のお灸を用意してください
草月会館

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》　青山通りに面した草月会館は、エントランス
にあるイサムノグチ氏の石の作品「天国」が圧倒的で、
表通りの喧騒とは別世界を作り出しています。勅使河
原蒼風氏（1900年−1979年）が創始したいけばな草月
流の魅力は、型にとらわれず、いける人の個性を自由
に映し出す点にありまし
ょう。
　草月流の作風に魅せら
れて、赤坂の虎屋菓寮で
は20年以上にわたり花を
いけて頂いています。昨
春には、とらや東京ミ
ッドタウン店にて、いけ
ばなと和菓子のコラボレ
ーションも実現し、店内
には生き生きとした桜の華やかな空間が作られました。
地域の繋がりから生まれた、いけばなと和菓子の交流
を大切にしたいと思っています。

広報委員　黒川光博（虎屋17代当主）

25

　最近、役職のある方と会うこ
とになりました。私は男性かな
と思っていたら女性でした。嬉
しくなって“女性だったのです
ね”と言ってしまいました。す
ると、その方から「私の心は男
です」と答えが返って来てしま
いました。残念なことに“役職
のある方は男”という社会通念
が二人の間に流れてしまったの
でしょうか？
　均等法が施工され24年。待機
児童問題、家事・育児・介護が
女性の役割として期待されてい
る事、103万円の暑い壁が仕事
を持つことを困難にしている状
況は否めません。これから私達
大人は、女・男問わず分ち合え
る社会にしてゆきたいものです。

（C.M）

区民まつり 税務署との懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　 　　各種活動も充実（14ページ参照）

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（リフト券など割引）
　・当会活動写真（プリントアウト用）
　　→ハイキング、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




