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11　都税についてのお知らせ
12　連載  企業訪問　㈲ごちそう亭阿津満
13　連載  企業訪問　ノード・マイノス㈱
14　法人会の活動［１〜３月の法人会］
15　麻布街角物語�、濱崎先生の温灸教室⑩
　　事務局から、編集後記
16　青年部会・女性部会から、活動クローズアップ

２　会報発行の増刊について、行事日程
３　60周年行事のお知らせ
４　税制改正　政府の基本方針
６　連載�  できるe-Tax
７　新会員紹介、熱血先生の経営指南�
８　特集・トップインタビュー　森稔氏（森ビル㈱）

10　税務署からのお知らせ

　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7月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

会員親睦ハイキング 会員無料（昼食付）、従業員ご家族歓迎、要申込。
詳細はHP参照4/10　10:00〜15:00 千葉県　下総・佐倉

会報発行の増刊について
新年度（平成22年度）より会報は年間６回の発行になります。

「あかやまぶき」４回・法人会ニュース（仮称）２回です。（基本的に奇数月の発行）
今年度は始まりが４月となりましたので、変則となります。
新鮮な情報をお届け出来るよう努力します。
皆様のご協力、ご鞭撻 これからも宜しくお願い致します。
次回の発行は７月のあかやまぶきです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会　齋藤竹雄

源泉部会
（源泉所得税研修会）

部会員対象。会員募集会費無料。
4/14　「源泉徴収のあらまし、総則」
5/12　「報酬・料金等の源泉徴収事務」

4/26、5/18　
           14:00〜16:00 麻布税務署会議室

新設法人説明会
新設法人対象（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。

4/7、5/12、6/9
           13:30〜16:00 麻布税務署会議室

決算法人説明会
決算期を迎える法人対象(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。

4/8、5/13、6/10
           13:30〜16:00 麻布税務署会議室

簿記講習会（夜間）
春の実務入門コース 会費5,000円。全5回。チラシまたはHP参照。5/11･14･18･21･25

           18:00〜20:00 麻布法人会事務局会議室

第40回通常総会
創立60周年記念式典

会費10,000円
（チャリティー抽選券2,000円を含む）
３ページ参照

総　  会  15:30〜16:30
記念式典  16:45〜17:45
祝 賀 会  18:00〜20:00

ホテルニューオータニ

源泉所得税基礎講座 申込不要。源泉徴収事務制度の概要、毎月の源
泉徴収事務手続、現物給与を巡る所得税。6/8  　10:00〜16:00 港区立商工会館研修室

改正税法説明会 申込不要。税制改正の内容とその取扱い。午前
午後同内容開催。

6/28　
   AM　10:00〜12:00
   PM　13:30〜15:30

赤坂区民センターホール

●60周年行事のお知らせ

　本年麻布法人会は創立60周年社団化40周年を迎えます。これもひとえに皆様
方のご支援の賜物と感謝申し上げます。
　つきましては、下記の日程で記念式典および祝賀会を行います。多勢の会員
の皆様方と60周年を祝いたいと存じますので、是非ご参加くださいますようお
願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　麻布法人会　会長　吉田　正昭
　　　　　　　　　　　　　　　60周年記念事業　実行委員長　坂本　章二
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●会　　場　ホテルニューオータニ　ガーデンタワー５階

　　　　　　記念式典　翠鳳の間　　祝賀会　鳳凰の間

　　　　　　千代田区紀尾井町４−１　電話　03−3265−1111

●お申込み　封書にて改めてご案内をお送りいたします。ご参照ください。

●会　　費　祝賀会出席者　お一人様10,000円
　　　　　　　　　　　　　（チャリティー抽選券2,000円を含む）

●内　　容　記念式典　・60周年記念宣言

　　　　　　　　　　　・功労者表彰　など

　　　　　　祝 賀 会　・各種アトラクション

　　　　　　　　　　　・チャリティー抽選会（ハワイ旅行　他豪華賞品）

　　　　　　　　　　　・方面部対抗ゲーム　など

●日時　平成22年 5月24日（月）
　　　　記念式典　午後４時45分〜午後５時45分
　　　　祝 賀 会　午後６時00分〜午後８時00分

記念式典・祝賀会記念式典・祝賀会
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●平成 22 年度 税制改正 ●平成 22 年度 税制改正

ホワイトハウスで行われる晩餐会の食事は、１人あたり約200ドルほどで作られるそうです。 地球温暖化が叫ばれて久しいですが、ドイツの研究所から、実は氷河期に入ったのではないか、という発表があ
ったとか。
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●できる e-Tax

Vol.24

【e-Taxの感想】  
麻布第15支部長　岡　治彦

　直接税務署・金融機関に出向かなくても良い、とい
うメリットもありますが、私の場合、正しく受領され
たかどうかがすぐに通知されるのがメリットだと感じ

ました。
　また、国税庁が積極的に講習などを行っているとの
ことですので、不安な方はまず受講してみて、e-Tax
に触れてみてはいかがでしょうか？

オンラインでらくらく

　 異動届出書はe-Taxで！
●一度の届出書の入力で、２件の届出書を作成できます！

●１回の送信で、２ヶ所の税務署に送信できます！

●添付書類（登記事項証明書等）の送付は不要です！
　※異動事項の内容確認のため、登記事項証明書等を確認させていただく場合があります。

持参又は郵送

持参又は郵送
届出書の作成

データの入力と送信

送信

送信

持参又は郵送

持参又は郵送
届出書の作成

データの入力と送信

送信

送信

※e-Taxをご利用になるには、事前に諸手続が必要になります。

　詳しい情報は国税庁ホームページで

　納税地の異動届出書を「異動前
税務署用」と「異動後税務署用」
の２枚作成。

　納税地の異動届出書を「異動前
税務署」と「異動後税務署」それ
ぞれに持参又は郵送して提出。

　１回の入力で、「異動前税務署
用」と「異動後税務署用」の納税
地の異動届出書を一度に作成！

　インターネットを通じてオフィ
スのパソコンから「異動前税務署」
と「異動後税務署」あてに一度に
送信！

今までは…

e-Taxを利用すると 　しかし、残念ながら、ある統計によ
りますと日本人は、その我慢が１年半

（18カ月）しか持たないそうです。そ
うなると、今年の３月いっぱい位が限
界となります。物を買いたくてウズウ

ズしていた日本人の我慢が限界に達します。
　一方、乗用車が売れていないと言われる
中、唯一、生産が追い付かず、納車待ちの
車がありました。そう、トヨタの「プリウ
ス」です。（今は別の意味で問題になって
いますが…）
　プリウスの購買意欲を掻き立てたのは

「エコ」です。エコを言い訳にして、新規
購入や買い替えを誰に憚ることなく実行で
きたのです。
　つまり物を買って頂くには、それなりの

「大義名分」が必要です。
　購入して頂くための「言い訳」を考える
ことが一つのカギとなります。
　そうなると、これから物を買って頂くた
めのコツは、「買う言い訳」を売り手側が
考えてあげることです。
　贅沢と思わせない仕掛け作りです。エコ、
健康、老後、子育て、介護、親孝行、防災、
防犯などは、一つのキーワードになるかも
知れません。

　先日、ある経営コンサルタントから、日
本人の購買動向について面白い話を聞いて
まいりました。
　現在、アメリカでは、全く乗用車が売れ
ていないようです。その理由はアメリカ人
が自動車ローンを組むことができないため、
欲しくても買えないということです。
　一方、日本でも乗用車は売れておりませ
ん。ただ、日本人は買うお金は持っていて
も、あえて買わないそうです。
　つまり、車を「買えない」のではなく「買
わない」、この二つの言葉に大きな違いに
ある訳です。
　日本人はこの景気低迷の中、周囲の目を
気にしたり、先行きの不安などを理由に買
い控え、言い換えれば、欲しいという欲求
を我慢しているのです。
　日本人は、周囲の目線、やっかみや嫌味
を言われることを嫌います。ましてやこん
な時代ですから、皆と同じようにしていた
いのです。

　また、減税対象や助成金が貰えるなどの
言い訳も強い味方となります。
　ですので４月以降は消費が増えることが
予想されます。
　住宅も低迷していますが、エコを重視し
たソーラーパネルの設置やオール電化によ
る住まいの購入。
　介護を理由とした乗用車の取得や同居・
バリアフリーのための改築や新築。
　母親を高齢者専用賃貸住宅に入れるため
の出費。
　親孝行のための旅行や、プレゼント、あ
るいは会食など。

　さらには、自分自身へのご褒美（一年間
頑張った自分を自分で慰労します）。ちな
みに、デパートの宝石売場では、宝石の使
途の第１位は圧倒的に自分自身だそうです。
恋人へのプレゼントは第２位だそうです。
　考えるといろいろと打つ手は無限に出て
きそうな気がします。

我慢の限界が来る！！
〜購買意欲をどう捉えるか〜
税理士・二代目後継者塾　飯島 一郎

●熱血先生の経営指南 �

●新会員のご紹介交流は、企業の力。
〔平成21年12月〜22年2月　29法人入会〕　     　　　　    麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

麻12
麻12
六1
六3
六3
六4
六4
六5
六8
六8
六12
赤16
赤17
赤17
青2
青4
六3
赤7
赤7
青6
青13
麻6
麻7
麻12
麻13
六8
六11
青5
外

アキラグローバルビジョン㈱
㈱イーポッド
Treading Screen Japan㈱
六本木楼外楼飯店
㈱キサナ
㈱ルイーズ
㈱SKパートナーズ
㈲グローバルヒューマン
㈱エキサイター
六本木龍名館花ごよみ
㈱キリーク
㈲月刊水発行所
㈱プロジェスト
㈱船井財産コンサルタンツ
星光工業株式会社
㈱ザ・ファースト
㈱アールケイ・クリエーション
税理士法人　赤坂見附総合事務所
監査法人　アイリス
㈱ウィッシュ
㈱マラネッロ
㈱POBコーポレーション
㈱ジュネス
㈱エナジャイズ
ラ・フェーヴ㈱
㈱ReP
㈲コンバート開発
サステナブル・イノベーションズ㈱
㈱東京正直屋

東麻布1-10-12
東麻布1-15-9
六本木2-2-8
六本木3-16-33
六本木3-13-12
六本木4-5-9
六本木4-8-12
六本木5-2-11
六本木6-8-10
六本木6-6-9
六本木7-17-12
赤坂7-11-10
赤坂8-4-14
赤坂8-4-14
南青山2-2-15
南青山2-18-2
六本木3-11-10
赤坂3-1-16
赤坂3-1-16
南青山4-9-28
北青山3-6-26
南麻布3-11-44
西麻布2-24-37
東麻布1-11-1
東麻布3-3-11
六本木6-8-10
六本木7-13-2
北青山2-7-26
日本橋本町2-6-13

照明・音響サービス
自動車部品制作・販売
金融サービス
中華料理店
対個人サービス
コンサルティング
飲食店経営
美容
情報通信
飲食店経営・貸しビル
創作ダンス・演奏
出版
経営コンサルティング
各種コンサルティング
一般機械器具製造
総合広告代理
不動産管理
税理士
会計監査
貴金属販売
飲食
化粧品輸入販売
広告企画
インターネット情報サービス
飲食
Webサービス
ビル賃貸
コンサルタント
ケータリング

5545-1311
3584-2125
4540-8501
3582-3757
5524-5391
5951-0089
6459-2439
3432-3654
5411-7489
5474-4135

5545-3688
6439-5580
6439-5800
6438-9279
3796-3755
3470-5803
5545-4912
5575-5567
5585-2790
3353-8279
6277-2308
5469-5333
3455-8730
5549-4747
5411-8312
3408-7741
5785-6842
5643-1356

12月

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

1月

2月

春らしい陽気になってきました。春のにおいって、花粉のにおいなんだと思います。 先日、確定申告に行ってきました。最終日だったのですが、作成会場には長蛇の列が。皆さんも、早め早めの申
告を心がけましょう。
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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

人 と々「夢」を共有して
街創りの「想い」を大地に描きます

　高度な土地利用を図り、街をコンパクトに、
かつ多彩な都市機能を統合した形に再生し
て、都心をヴァーティカル・ガーデンシティ 
(垂直の庭園都市)に変貌させたい。それによ
って、職住は接近し、身近に文化があり、そ
れを楽しむ時間も持て、人々がもっと有意義
な人生を送れる都市になる。
　「『都市』を変えるエンジンは、多くの人の

『想い』だ」とは森氏が説き続ける説だ。
　作家志望だった氏は、今、紙に替えて、そ
の想いを土地に描く。国内で、海外で「想い」
を果敢に実現されている森氏に、港区を軸と
する都市構想の夢を伺った。

森タワーに広がる東京の全景

　六本木ヒルズの森タワーのオフィス階はワ
ンフロア約1,360坪。窓辺を一周するその距離
は、銀座で言えば一丁目から四丁目に近い距
離ともなる広大さだ。その森タワーのあるフ
ロアに案内されて息をのんだ。フロアいっぱ
いに東京都広域の緻密で精巧な立体模型が広
がっている。墨田区押上に建築中の東京スカ
イツリーまでもが既に完成した形でくみこま
れている。
　この模型は、森ビルが、東京のあるべき姿
を考え、社会に対して果たすべき役割を議論
し、実現するための解決策を探るためのツー
ルだ。（表紙の森氏の背景が当模型）
　この模型を見ると、中央、千代田、港の都
心各区、新宿や池袋などの副都心には高層ビ
ルも目立つが、全体的には、平板な家屋の屋
根がまるで岩に張り付いた苔のように地表を
覆ってひしめいている。これを見た取材陣は
都市問題にはうといものの、この雑然とした
大都会が、大地震に襲われたらどんな惨事に
なるだろうかと、身の毛もよだつ恐怖をかき
たてられた。
　社長室につづく広い特別会議室で森氏にお
会いした。壁には、氏が師と仰ぐル・コルビ
ュジエの額絵が飾られている。
　あの近代建築の始祖という巨星の絵だ。絵
画や彫刻にもすばらしい作品を残し、いまだ
に人気も高い。森氏が提唱するヴァーティカ
ル・ガーデンシティ（垂直の庭園都市）構想
は、ル・コルビュジエの都市計画の思想を受
け継ぎ、さらに進化させたものだ。

　数々の障害を越えねば到底実現できなか
った困難な再開発を成し遂げてきた森氏だが、
その話しぶりや表情は実に柔和でおだやかで
あり、強靭な猛将とはとても思えない。
　「国の政策もあり、日本では多くの人々が
都心でも田舎のような戸建て住居を求めたこ
とで、年々、土地は細分化され建物も建て詰
まっていきました。結果として、東京は大都
市としては世界的にも稀な、平面過密の極め
て歪な都市構造となり、防災面や都市インフ
ラ面、そして環境面でも数多くの問題を抱え
ています。住宅地が延々と郊外に延びて、緑
もなくなり、職場と住まいは耐え難いほど離
れてしまった。耐震性向上による安全性の確
保、都市緑化などによるヒートアイランド現
象の緩和、職住近接による移動エネルギーの
削減、建物の長寿命化による環境負荷低減な
ど、これらを解決するのが、私たちが提案す
る垂直の庭園都市なのです」。
　森氏の話は、さらに熱を帯びる。「空とい
う巨大な空間、さらに地下、これを上手に活
用すれば人が使えるスペースは格段に拡がり
ます。土地を増やすことはできなくても、空
間を増やすことはできるのです。地上の緑も
驚くほどに増えて環境にも良い。大地震に備
えた安心で安全な街への更新を効率的に図り
ながら、そうして生まれた豊かな空間に、そ
こに住む人、働く人はもちろん、世界中から
訪れる全ての人々にとって快適で魅力ある場
所を提供する。私はよく都市の“磁力”とい
いますが、世界から人やモノ、情報を惹きつ
ける国際都市・東京の再生が、ひいては日本
経済の再生につながると信じています」。　

東京のパワー劣化を防げ

　東京の不安は災害だけではない。グローバ

ル化が進展し、今や激しい国際都市間競争が
繰り広げられるなかで、東京がアジアを牽引
する国の首都だという地位も大きく揺らいで
いる。世界の先進的な企業が、東京を素通り
してアジアでの拠点を中国の北京や上海、シ
ンガポールや香港などに設置されるケースが
増えている。
　日本が、そして、まずは東京が、どのよう
に変わるべきかを国家的視点で考えなければ
ならないのは緊急の大問題である。経済や文
化など、都市の魅力で後退を続ける東京に輝
く未来は無い。戦災の焼け野原から立ち直っ
た活力も新たに、東京を世界を結ぶハブ都市
に築き上げねば、日本には劣化あるのみだ。
　森氏の頭のなかには、ニューヨークの摩天
楼ともヨーロッパの街並みとも違う、アジア
の特性を生かした東京の未来都市のグランド
デザインが出来上がっているという。
　「垂直の庭園都市の進行形として東京の未
来像は鮮明に見えています。どうすれば実現
できるかという道筋もわかってきました。そ
の未来像を皆さまにも理解してもらえるよう、
コンピュータグラフィックや模型などで映像
化する作業にも入っています」。
　これはビッグニュースである。森氏と森ビ
ルという会社には、不可能と誰もが考えたア
ークヒルズや六本木ヒルズの大規模再開発を
実現させた驚異の力がある。

森ビルの原点と転換

　既存の枠組みを越えて、新しいことに挑戦
するのが森ビルの社風だ。この会社は上場を
していない。
　「私たちが手がけてきた再開発は、単純に
土地を買収してまとめるというものではなく、
じっくりと時間をかけながら、地元の方々と

ご一緒に共同で進めていく仕事です。仮に上
場していたら、短期的視点で利益配分を急ぐ
株主の反発で到底実現出来なかったでしょう。
上場していないからこそ、責任を持って、長
期的な視野で街やエリア全体の価値を上げて
いく仕事ができるのです」。
　森ビルの開発は、新橋・虎ノ門エリアに建
てられたいわゆるナンバービルに代表される
オフィス単体のビルから、複合開発のいわゆ
るヒルズシリーズの再開発へとうつっていく。
数々のオフィスビル開発の経験を経て、「街
の主役は人間だ」と考えるようになった。森
ビルの仕事は、時代の流れを先読みしながら、
その場所にふさわしい人々、そのエリアに求
められる人々のライフスタイルや価値観に合
った仕掛けをつくることに変わっていったの
だ。
　それはアークヒルズの再開発から始まった。
貸しビル業から総合的な都市開発ディベロッ
パーへの転換だ。アークヒルズ、六本木ヒル
ズ共に、17年をかけた巨大な再開発。その完
成までの凄まじいまでの歴史と苦闘の詳細は、
森稔氏の著書「ヒルズ　挑戦する都市」（朝
日新書）をお読みいただきたい。その想いの
深さ、完成までの道のりの険しさは、ここで
紹介できるものではない。

地元の方々との共同作業

　森ビルの再開発の過程では、地元の住民の
存在は欠かせない。地元の方々と十分に話し
合いを重ね、住民とデベロッパーである森ビ
ルが一体となって、理想の街を実現する。「そ
の時々でめぐり合った地元の方々との関わり
が、再開発推進の原動力となっている」と森
氏は振り返る。そして、出来上がった街を地
元住民と共同運営する。

　それが森ビルの街づくりの大きな強みだ。
たとえば、六本木ヒルズでは毎週土曜日の朝
市「いばらき市」、月１回の清掃活動や夏の
太極拳、盆踊りなどを自治会と一緒になって
開催している。
　森ビルの仕事は海外にも拡がり、2008年に
は森ビルが開発を進めた上海・浦東地区の「上
海ワールドフィナンシャルセンター」が竣工
した。地上101階、500メートル近い高さ、シ
ャープな外観美、先進の機能を誇る超高層都
市だ。
　その実績から、森ビルには、アジアの諸都
市、政府から都市づくりへの参加、グランド
デザインの提案などの要請が続いているとい
う。
　積極的なアジア各地の動きに比べ都市再生
に向けた東京の動きはあまりにも鈍いようだ。
森氏が大地に描くグランドデザインは、いつ
発表されるのか伺ってみた。
　「グランドデザインは決して一企業で実現
できることではありません。まず第一に、国
や行政が地域のコンセンサスを形成していか
なければなりません。もちろん、我々として
もこうあるべきというものを研究していると
ころです。我々の試案が最終的に実現性のあ
るグランドデザインにつながっていくことを
望んでいます。」

港区そして東京、日本のために

　江東区有明を起点として千代田区の神田佐
久間町に至る大動脈となる環状２号線の事業
化も東京都により開始された。この道路の本
線は、地下トンネル方式の立体的な高規格道
路として整備される計画だ。新橋—虎ノ門は
今、官民が協力して街と道路を一体的、かつ
立体的につくり変えようとしている。地下道

路をまたぐ形の超高層ビルも建築されるとい
う。そのⅢ街区の再開発には、森ビルが特定
建設者に指定されている。道が狭く、消防車
も十分に通行出来なかった六本木六丁目とそ
の周辺を大きくまとめて再開発を果たし、震
度７にもゆるがない職・住・遊・商・学・想・
文化・交流が重なり合った庭園都市「六本木
ヒルズ」としてよみがえらせた森ビルの英知
が、また人々を奮い立たせる未来のビジョン
を見せてくれるだろう。また、「六本木交差
点付近から南側の鳥居坂までの約8.1ヘクタ
ールを対象にした、六本木五丁目西地区の市
街地再開発事業についても『安全安心で緑豊
かな丘陵都市』『国際的な文教都市』をコン
セプトに、将来の街づくりに向けて、地元の
方々との検討が進んでいる」と言う。
　さらに、「もともと港区は、その歴史からも、
各国の大使館や文化施設が集積するなど、東
京随一ともいえる国際的かつ文化的なエリア
です。港区には、このポテンシャルを活かし
て、世界から人々を惹きつける国際都市・東
京の核として、担うべき大切な役割があるの
です」。
　港区のために、東京そして日本のため森稔
氏には、ずっとお元気で活躍していただきた
い。街づくりのパワーは十分に理解できたの
で、最後に、ご自身の健康づくりの構築プラ
ンをお聞きした。
　「週に２回、朝、ヒルズスパでランニング
マシーンを使ったり、週末はかならず宍戸ヒ
ルズや静ヒルズにゴルフに出かけて、身体を
動かしリフレッシュするようにしています。
また、出勤時を含めできるだけ六本木ヒルズ
の中を歩きまわります。街を楽しんでいる皆
さんの姿を見るのが好きということもありま
すが、よりよくするために、改善や工夫の余
地がないかを見つけたりするためでもありま
す」。
　　　　（取材：斎藤竹雄・須藤純男・C.M
　　　　　文責：酒井俊二）

森　稔氏
（森ビル株式会社　代表取締役社長）　　　　　

◀環状二号線プロジェクトⅢ街区外観イメージ　　▲六本木ヒルズ空撮

▪森　稔氏（もり・みのる）プロフィール
1934年、京都府生まれ。東京大学教育学部卒。59年、
森ビル株式会社設立と同時に取締役。93年より同社
代表取締役社長。98年経済戦略会議委員、2001年総
合規制改革会議委員等を歴任。日本経済団体連合会
理事、東京商工会議所議員、首都大学東京客員教授。
スウェーデン北極星勲章、名誉大英勲章、イタリア
共和国連帯の星勲章等を受勲。

取材風景

六本木ヒルズの太極拳

六本木ヒルズ「いばらき市」

上海環球金融中心
（左）
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●税務署からのお知らせ

− 税に関する情報は国税庁ホームページヘ　www.nta.go.jp −

たまごかけご飯が静かなブームだそうです。たまに食べたくなります。

振替納付日について

平成21年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。

平成22年度国税専門官募集
　国税専門官とは、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・
会計等の専門知識を駆使し、適正・公平な課税を実現し、租税収入を確保するための事務
を行います。

◇　受　験　資　格　　１　昭和56年４月２日から平成元年４月１日生まれの者
　　　　　　　　　　　２　平成元年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　　　　　　　　　　　イ　大学を卒業した者及び平成23年３月までに大学を卒業する
　　　　　　　　　　　　　見込みの者
　　　　　　　　　　　　口　人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

◇　申込書交付期間　　２月１日（月）〜４月14日（水）

◇　申込書受付期間　　４月１日（木）〜４月14日（水）

◇　試　　験　　日　　第１次試験　６月13日（日）
　　　　　　　　　　　第２次試験　７月20日（火）〜７月27日（火）のうち
　　　　　　　　　　　　　　　　　指定された日　

※確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。

平成21年分の所得税の確定申告

平成21年分の個人事業者の
消費税及び地方消費税の確定申告

平成22年４月22日（木）

平成22年４月27日（火）

●都税についてのお知らせ

麻布税務署での法人事業税・都民税申告書等の受付について
　平成22年度の麻布税務署における「税務署出張受付」は次のとおりです。
　円滑な実施に向けて皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

◎平成22年度　各月の実施日
　　　　４月　　４月30日（金）　　　　　10月　　11月１日（月）
　　　　５月　　５月31日（月）　　　　　11月　　11月30日（火）
　　　　６月　　６月30日（水）　　　　　12月　　12月28日（火）＊
　　　　７月　　８月２日（月）　　　　　１月　　１月31日（月）
　　　　８月　　８月31日（火）　　　　　２月　　２月28日（月）
　　　　９月　　９月30日（木）　　　　　３月　　３月31日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊12月申告分については昨年同様、12月に実施させていただきます。
◎実施場所・時間
　　麻布税務署一階ロビー　午前９時30分から午後４時30分まで
◎受付対象
　　原則として、法人事業税・地方法人特別税・都民税申告書及び届出書
　　　　　　　　（港都税事務所所管分に限ります。）
◎留意事項
　①　受付時間を過ぎた場合は、直接、都税事務所の窓口へご提出いただくか、郵送又は都税事務所の
　　　「申告書等受箱（夜間受付箱）」へ投函してください。
　②　都税の申告書は、税務署に郵送しないでください。
　③　申告書が大量にある場合は、できるだけ午前中にお越しください。

問い合わせ先　東京都港都税事務所 法人事業税課　〒106-8560 東京都港区麻布台3-5-6  電話 03(5549)3806

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！
　東京都では、現在、法
人事業税・地方法人特別
税・法人都民税、23区内
の事業所税、23区内の固
定資産税（償却資産）に
ついて、eLTAXを利用
した電子申告等の受付を
行っています。あわせて、
法人事業税・地方法人特
別税・法人都民税、23区
内の事業所税について、
eLTAXを利用した電子
納税も行っています。

　東京都で現在ご利用できる手続は下表のとおりです。（平成22年４月１日現在）

法人事業税・地方法人特別税
法人都民税

事業所税
（23区内）

固定資産税(償却資産)
（23区内）

○予定申告　　　○中間申告
○確定申告　　　○均等割申告
○清算確定申告　○修正申告　　など

○納付申告　　○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○償却資産申告電子申告

○法人設立・設置届出　○異動届出
○法人事業税減免申請
○法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書
　の提出期限の延長の処分等の届出
○申告書の提出期限の延長の承認申請
○法人税に係る連結納税の承認等の届出

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する
　明細 ─────電子申請

・届出

○本税の納付　　○見込納付
○加算金の納付　○延滞金の納付

○本税の納付
○延滞金の納付
○加算金の納付

─────電子納税

＜利用手続についてのお問い合わせ＞
　【　　　　　サポートデスク】　　電話番号：0570−081459（IP電話・PHSをご利用の場合：03−5339−6701）
　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：月〜金　午前８時30分〜午後８時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日・祝祭日、年末年始12月29日〜１月３日は除く）
　【　　　　　ホ ー ム ペ ー ジ】　　http://www.eltax.jp/

＜申告内容や審査・納税についてのお問い合わせ＞
　【電子申告、電子申請・届出】　　所管都税事務所の各税目担当係
　【電　　  子　　  納　　  税】　　所管都税事務所の徴収管理係
　【主 税 局 ホ ー ム ペ ー ジ】　　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

バンクーバーオリンピックが閉幕しました。今年も数多くのドラマが生まれ、手に汗を握りました。選手の皆様、
お疲れ様です。
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　「なだ万では、桃の皮は竹を削って作
った包丁を使って剥いていました。素
材が金属でないこの包丁の切れ味は凄い。
生のトマトもこの包丁でなら１ミリ厚に
切れる。普通の包丁では絶対に出来ませ
ん。こうした料理に使うものや、器の焼
き物などで優れたものを見つけるのも大
好きです」。
　笑顔が、ひとつ増える料理を作り続け
たいと、柔和な顔がほほ笑んだ。

（取材：大橋　茂・文責：酒井俊二）

希望される企業は、当会事務局へご連絡ください。御社を取材します!!希望される企業は、当会事務局へご連絡ください。御社を取材します!!

●企業訪問 ●企業訪問

　座右の銘は「食人皆師」。衆人皆師を
意識、お客様だけでなく、調理場の後輩
からも指針を学びたいとする料理人魂の
こもる造語だ。
　地下鉄「赤坂見附」の一本、渋谷寄り
のみすじ通りのビル地下１階にある瀟洒
な店だ。和造りにこだわらない内装にも
進取の気性に富んだおやじ宮本さんのお
おらかさが漲っている。

「坊ちゃん」の街育ちの「おやじ」

　店主で板長でもある宮本社長は、自分
のことを客からも従業員からも、おやじ
さんと呼ばれている。どんな人との間に
も距離を作りたくない開放的な人柄だ。
　おやじは、四国・愛媛県八重浜市生
まれ。幼い頃に両親と松山市に転居した。
夏目漱石の名作「坊ちゃん」で知られた
いで湯と城と文学の街の育ちだ。最近は
テレビの影響か正岡子規ゆかりの街とい
う方が分かりが早いともいわれる。
　阿津満はおいしいものをリーズナブル
にお腹いっぱい召し上がってもらいたい
という気持ちから開いた店だと言われる
が、料理人としてのおやじの経歴は実に
超一流だ。これだけの、すごい腕を持つ
店主が造る料理を、この価格でいただけ
るなんてオンの字以外の何物でもない。
　関西で板前修業を始めてすぐ名門料亭
の雄、あの「なだ万」に入社。本店の山
茶花荘、ホテル・ニューオータニ店、そ
して昭和59年にシンガポール店に赴任。
この店の料理長はやがて「和の鉄人」と

してテレビで活躍する中村孝明氏だった。
　宮本店主はこの名門料理道場ともいう
べき「なだ万」で、味の極意を叩き込み
帰国して、帝国ホテル店の副料理長に抜
擢されて総理官邸での宴会なども担当。
1979年、カーター米大統領やサッチャー
英首相を迎えた、東京サミットの料理に
も腕をふるい美味さで賓客を唸らせた。
　ごちそう亭「阿津満」を開店したのは
4年前。55席が食を楽しみたい人を歓迎
しようと待っている。

法人会員には500円引き奉仕

　アラカルト、コース料理とメニューは
豊富だ。紹介した椿コースは4,500円。な
るほどリーズナブルだ。２時間の飲み放
題を付けて税込6,000円、麻布法人会報で
見たと一言あれば500円をご奉仕します、
と宮本氏が約束された。
　ご趣味は食材の市場めぐり。築地が休
む日曜日でも浦安とか船橋の市場はやっ
ているので店が休みの日など入りびたる
と言われる。大の映画好きでもある。
　店名の阿津満（あずま）は、愛妻、真
佐子さんの旧姓である東からという。店
のシンボルカラーの緑やイメージ戦略は
娘のさやかさんによる決定。家族全員の
愛情が注がれた暖かさがここにある。
　板前の命は包丁とは、よく耳にする言
葉だが、おやじさんの宮本氏も何本かの
高価な愛用の包丁はお持ちだ。が、金気
の匂いを遮断したい食材にはセラミック
の包丁を使うと言われる。

㈲ごちそう亭　阿津満
港区赤坂３−21−５　三銀ビルB1　☎ 03−3589−0709

心を込めた料理を、お腹いっぱい、どうぞ

宮本　認
みやもと　みとむ

1952年、愛媛県八重浜市生まれ。八幡浜高校卒
業。大阪や神戸の高級料亭で修業をかさね、上
京して「なだ万」入社。本店の山茶花荘、ニュ
ーオータニ店、シンガポール店に勤務し帰国後
は帝国ホテル店副料理長。1906年10月、「阿津満」
を開店。

　北欧のインテリアは、どこかのカフェ
や雑誌の特集などで一度は目にしている
はずだ。シンプルながらもさりげなく主
張することを忘れないデザインは日本で
も親しまれ、私たちのくらしになじんで
いる。

北欧のライフスタイルに触れて

　個性的なオフィスの外観に、ふと立ち
止まり中をうかがってしまう。「実際に
何をやっている会社なのか謎だとよく言
われます。でもひとことでいえば『北
欧』をキーワードとしたマーケティング
会社ですね。たとえばテーブルウェアや
インテリアグッズなどの北欧デザインブ
ランドのエージェントとして販路の開拓
やブランディングを行っているかと思え
ば、フィンランドの首都、ヘルシンキ市
やエストニアの首都、タリン市の観光局
のエージェントとして両都市の観光プロ
モーションに携わったりしています」そ
れにしてもなぜ「北欧」なのだろうか。
　「今の日本はものがあふれている状態
ですけど、色々な意味でシンプルなのが
本来の日本らしさなのかなと思うんです
ね。10年ほど前に初めて北欧を旅行した
ときに、彼らのシンプルさを保ちながら
もそこから湧き出てくる想像力やデザイ
ン力の凄さ、そして温もりのようなもの
を肌で感じ取ったのです。シンプルさを
共通項として、彼ら独自のフィロソフィ
ーを日本に紹介したいと思ったのがきっ

かけかもしれません」
　ブランドの新規開拓は、現地の展示会
をはじめ雑誌やショップにもアンテナを
張る。気に入ったブランドにはすぐに手
紙を書いたり、熱心に説得したこともあ
るそうだ。「ゼロから構築して運良く色々
な方と出会えて、今は15ブランドほど取
り扱っています」根気強さと行動力で、
北欧との縁をつなげてきた。

自然に寄り添うくらし

　北欧で日の光は貴重で、日差しを存分
に浴びられる夏は、７〜８月の初めくら
いまでの期間だ。「北欧には、わりとカ
ラフルなものが多いんですよ。冬の時期
に家で過ごすことが多い中、気持ちが明
るくなる色やデザインで楽しむんです」
シンプルなグラスは丸みを帯びたデザイ
ンに温もりがあり、長く使い続けたいと
感じる。
　「北欧それぞれの国に独自の国民性が
あり、長い歴史の中で培われてきたそれ
らを根底にデザインが生み出されていま
す。今後はそのストーリーを楽しくお伝
えしていきながら、商品を展開していき
たいと考えています。北欧といえば、う
ちの名前が出てくるようにしたいです
ね」日本とのつながりをさらに強めたい
と意欲的だ。ヘルシンキまでは直行便で
約10時間。お話をうかがい、夢あふれる
サンタクロースやオーロラの国が、ぐっ
と近くに感じられた。

　「北欧デパート」で検索すれば、ネッ
トでショッピングも可能。またコンセプ
トが合えば、麻布法人会員の企業と仕事
をしたいとも話されている。
（取材：須藤純男・文責：神山亜由子）

ノード・マイノス㈱
港区東麻布１−15−６　サンアイビル203　☎ 03−3582−6787

優れたデザインは人の心を豊かにする

星　篤史
ほし　あつし

1970年、神奈川県横須賀市生まれ。関西大学法
学部卒業後、出版業界に就職。ライフスタイル
や旅行関連の雑誌の広告営業畑を歩み、2004年
にノード・マイノス株式会社を設立。現在では
一年の1/3をヘルシンキを拠点に活動中。趣味
はシーカヤックとクロスカントリースキー。

お店はビルの地下に

ヘルシンキ市観光局の代表もつとめる椿コース 暖かみのある雰囲気が漂う店内

北欧製のインテリアが

ブランドごとに特色ある商品が並ぶ
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●

●第14回囲碁祭
［3/13 ANAホテル東京内囲碁サロン

RANCA］
　14回目を迎えた囲碁祭は、囲碁サロン
RANCAにて17名で和やかに開催された。
個人戦を３局行い、上位の方は、豪華賞
品を手にされた。対局終了後の懇親会に
て、参加者はお酒とお寿司に舌鼓を打ち、
満足された様子で帰路についた。

社会貢献委員会　　　　　　　　　　
●第31回献血活動

［3/15 ミッドタウン］
　今回の活動は、献血申込者67名からの
ご協力をいただきました。ありがとうご
ざいました。

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。１月15日「サラリ
ーマンの確定申告」15名、２月16日「退
職所得」９名、３月4日「海外勤務をめ
ぐる源泉税」17名参加。

【お詫びと訂正】
　前回の会報（平成22年１月号）にて、
第166回ゴルフ大会のスコア表に誤りが
ありましたので、以下のように訂正させ
ていただきます。
　参加者、関係者の皆様にご迷惑おかけ
いたしましたことをお詫び申し上げます。

総務委員会　
　　　　　　　　　    　
●新年賀詞交歓会

［1/19 明治記念館］
　会員、ご来賓、関係友誼団体合わせて
203名の参加者を得て盛大に開催されま
した。

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●新設法人説明会

［2/2 港区立商工会館］
　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い
て解説。25名参加。

●決算法人説明会
［2/8 港区商工会館］

［3/23 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
ついて解説。２月65名参加。

●企業経営研修会
　「政治・経済・外交・福祉・環境を含
　め日本の国の形、行方」

［2/24 国際文化会館］
　講師に衆議院議員・自民党広報本部長
の小池百合子氏をお招きして、幅広いテ
ーマでご講演をいただいた。
65名参加。
　
　
　
　
　
　
　

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〈1〜3月の麻布法人会〉 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

新会員は壇上でご紹介されました

Ｂ.Ｇ　坂本＝75　Ｎ.Ｐ　竹花・三浦・大熊・坂本

イーグル賞　岡由美　竹花英文

11/25
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佐藤　俊夫
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浦山　祐子

法　人　名
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創立60周年記念式典特集号次号
予告

●麻布街角物語●温灸教室●事務局から●編集後記

◎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。

募

〔頸臂（けいひ）〕
鎖骨の上のくぼみの中心にあります。

〔主治効能〕
腕から手に関す
る症状に効果が
あります。
例えば、手のま
ひ、神経痛、リ
ウマチなど

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

⑩

温灸による
健康効果について解説温灸の穴

つぼ

頸臂

市販のお灸を用意してください

溜池町

《解説》　今は赤坂と町名も変わり、昔の面影はなく辛
うじて交差点や駅名に名残を残している。
　溜池は江戸城外濠の一部を構成していた。元々水の
湧く所であり堤を作り水を溜めるようにしたためこの
名がある。その形から別名ひ
ょうたん池とも呼ばれ、溜池
山王駅辺りにあった。
　神田上水、玉川上水が整備
されるまではこの溜池の水を
上水として利用していた。　
　宝永年間より断続的に埋め
立てられ明治時代には住宅街
となり溜池町となった。
　昭和初期から40年代にかけ
てはこの周辺に輸入外車の販
売店が集積するようになり、
自動車街と呼ばれるようになった。輸入車は当時の平
均的日本人の生活水準からは極めて高価な存在で、当
時のカーマニアたちはカメラ片手に散策を楽しんだ。
昭和50年代以降はオフィスビル化が進み、今は当時の
面影をほとんど残していない。　　　（齋藤竹雄　記）

26

14

　国民の期待を背に民主党政権が
誕生しましたが、当初より首相自
身又、小沢幹事長の「政治とカネ」

の問題、マニフェストの実行性？その他様々な問題で低迷
している現政権、さりとて今一の野党自民党ですが、季節

の春は必ずやってきます。厳しい経済情勢ですが、桜花の
如く明るく好転してほしいものです。
　私達広報委員も好転の一助になればと、明るく温かい紙
面作りに励みたいと思います。

（伊藤　勝之）

広重「名所江戸百景」に描かれ
た江戸末期の溜池。対岸に山王
社の森を望む。

今回もありがとうございました

人気の講師とあって会場は満員に

●法人税申告書作成研修会（初級編）
［2/15 港区立商工会館］

　11月に開催した入門編の続編である今
回の初級編は終日の研修。麻布税務署担
当官を講師に、署作成のオリジナルテキ
ストを基に電卓を使用して学習した。37
名参加。
　

組織委員会

●新会員交流会
［2/19 国際文化会館］

　昨年２月から１月までの新会員を対象
に、交流会を行い、当会で48名が参加。
活発に名刺交換や自社ＰＲが行われ、参
加した方々は親睦を深められた。

厚生委員会　　　　　　　　　　　　　
●第12回ボウリング大会

［2/10 品川プリンスボウリングセンター］
　今回で12回目を迎えた好評のボウリン
グ大会は、72名もの皆様方にご参加頂き
盛大に開催された。ボウリング後の懇親
会にて、参加者は食事とお酒でお腹と心
を満たし、さらに賞品が参加者全員に贈
られた。団体戦では、混合チームの４名
様が優勝し豪華賞品を手にした。

交流会は活気あふれるものとなった

18レーンを借切って、大変な賑わいに



＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊
５月18日（火）　第12回ティークラブ総会

是非是非、お誘い合せの上ご出席下さい(^^♪
５月24日（月）　総会・60周年記念式典

ティークラブ役員も多数参加致します(^^♪

【門田真乍子先生のカラーセミナーにて】２月27日
　この日ご参加くださった全員に、幸運が降りてきました！
　先生が話されていたように「人間は元気な人を選ぶ」
としたら、ご自身のパーソナルカラーを知り、プラスα
な自分になれるように、色の持つ力を借りずにはいられ
ませんよねっ。そして、帝国ホテルの一流のサービスを
受け、身も心も溶けてしまいました。
　また、シャンパンと共に皆様と談笑しながら食べる美
味しさは、格別でした。
　先生、皆様、有難う御座いました。（C.M）
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▶

新会員交流会

　　　　　　　　　　　　　　　 　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

サンエー・クラブ（青年部会）
忘年会＆賀詞交歓会で得たもの

▼実利的な忘年会
　さる平成21年12月７日㈪、サンエークラブの大先輩の経営される赤坂
津つ井総本店で恒例の忘年会を開催致しました。今回の忘年会は、例年
と異なり、参加会員が自社の資料を持ち寄ってのプレゼンテーション大
会を執り行ないました。日頃から、よく顔を合わせてはおりますが、必
ずしもお互いの会社を理解していないことが多いもの。会員が実際どん
な業務を行っているのか説明を聞くことでお互いに対する理解が進み、
実に興味深いものでありました。普段聞けない話や、全く知らなかった
サービス、商品について聞くことができ、新たな商談などのきっかけと
もなりました。普段は、利害関係など考えずに親交を深めあい、一方で
このような機会に、お互いのビジネスとしての関係を深めあう、この活
動こそは、麻布法人会、サンエー・クラブならではの醍醐味と言っても
過言ではありません。興味をお持ちの方には、我々はいつでも門戸を開
けております。お気軽にご連絡ください。
▼会員を鼓舞する賀詞交歓会
　明けて平成22年１月19日㈫、明治記念館において、親会である麻布法
人会の賀詞交歓会にサンエー・クラブとして参加致しました。昨年は、
一昨年のリーマンショックに始まる金融不安の影響が、ここ、麻布管内
にも襲いかかる激動の一年でありました。しかし、新たな年を迎えて、
麻布税務署長、麻布法人会会長や
諸先輩、その他御来賓の皆様のお
話を伺い、昨年の思いをリセット
することができました。会場も例
年と異なり、まさに気持ちをリフ
レッシュ致しました。最後に、明
治記念館の玄関先で麻布税務署長
を囲んでの写真撮影に臨み、サン
エー・クラブの今年の結束を誓うことができ、充実した賀詞交歓会とす
ることができました。　　（サンエー・クラブ総務委員長　大和田幹夫） ティー・クラブ（女性部会）

長閑（のどか）

ボウリング大会 囲碁祭

◦平成22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）
　→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

部会員
募集中


