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あかやまぶき 2011.92 あかやまぶき 2011.9 310・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。

●会員増強月間始まる

　　熱血先生の経営指南�
11　連載  できるe-Tax�
12　連載  企業訪問　㈱明治記念館調理室
13　連載  企業訪問　㈱麻布文明堂
14　法人会の活動［7〜8月の法人会］
15　麻布街角物語�、事務局から、編集後記
16　青年部会から、女性部会から、行事日程

２　会員増強月間始まる
４　麻布税務署人事異動
　　新署長インタビュー
６　署職員のご紹介
　　新会員のご紹介（平成23年6〜7月）
８　トップインタビュー　勅使河原 茜氏（㈶草月会）

10　都税事務所からのお知らせ

来る９月７日、明治記念館（元赤坂）にて、「会員増強運動の集い」を行います。
今年も昨年同様、新規会員を増やしましょう！

■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。

　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委員会（総務、財務、会員増
強、税務研修、広
報、親睦、社会貢
献）に分けて活動
しております。

　メリットの再確認を！
　大変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

　法人会のネットワークは
　全国100万社、麻布3,686社
　　(2011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100万社の会員企業、
41都道府県に442の単位会を要する団体として発
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。

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。

〜昨年の模様〜



あかやまぶき 2011.94 あかやまぶき 2011.9 5今年の暑さも後半戦。相変わらず厳しい残暑ですが、実りの秋に向けてラストスパート！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。

●特集・麻布税務署人事異動●特集・麻布税務署人事異動

麻布税務署

馬
ば と り

鳥  武
たけし

署長
税務の仕事にはネットワークとチームワークが
欠かせない。だからこそ、コミュニケーション
が大切になってくると語る。明るく朗らかな人
柄で麻布署のキーマンとして手腕を振るう。

麻布法人会 坂本会長と サンエー・クラブ 重松会長と ティー・クラブ 岡田部会長と

署員が働きやすい雰囲気を
つくる事が一番大切

　コミュニケーションが基本と語る馬鳥署長、
これからのご自身の役割について、「麻布税
務署には副署長が４人おり、事務系統の日々
の運営は副署長に任せておけば良いと思って
います。私は『みんなで力を合わせてやろう』
ということをお願いしており、署内の皆が働
きやすい環境をつくることが自分の仕事だと
思っています。それには職員同士の信頼関係
が欠かせませんので、部屋に籠もらずよく署
内を見渡して、その醸成にも努めたいと思い
ます。職員がみんな仲良くできる雰囲気をつ
くり、良い仕事ができることが一番大切だと思います」と
麻布署での抱負を語った。

今も昔もやるべきことの基本は変わらない

　10年前に赴任していた麻布税務署と今とでは何か変わっ
たところがあるのだろうか。

「雰囲気は変わっていませんが組織機構などの枠組みはず
いぶん変わりました。ただやり方は変わっても、やるべき
事の基本は変わっていないと思います。e-Taxの導入もそ
の一つに掲げられますが、近年普及率も50％を越えており、
今後もその向上に努めたいと思います。麻布法人会の皆様
は、高い目標を掲げそれに向かって尽力いただいており、
大変感謝しています」と。そしてこのシステムを導入する
ことの優位性についても語ってくれた。

一つ信念を持っていればかならず道は開ける

　好きな言葉は「江戸時代の思想家、佐藤一齋が著した『言
志四録』の中にある『一

いっとう

燈を提
さ

げて暗夜を行く。暗夜を憂
えずに只

た

だ一燈を頼め。』という言葉です。これは先の見
えない真っ暗闇の不安のなかにあっても恐れることなく、
己の提げる一燈を信じて歩めと教えてくれています。ここ

に言う『一燈』は、愛する人だったり、過去の経験だった
りと、人によりそれぞれかと思いますが、私は『信念、心
の拠り所』と理解しています。しっかりした信念をひとつ
持っていれば、まわりがよく見えない困難な状況下でも、
わき目をふらず己が信念を貫いていけよと。そして私にと
っての信念は『誠心誠意』。まったく新しい仕事をやるな
かでも、一つの信念を持っていれば道は開けるのではない
かと思っています。月並みですがそれがモットーです」と
力強く語ってくれた。

法人会に対して期待すること

　最後に、麻布法人会に期待することを伺った。
「麻布法人会は、税に関する研修会や地域に根ざした社会
貢献活動などを続けてこられ、既に完成された組織である
と考えております。ただ、公益認定のため、若干、これま
でと違った方向性を示すこともあろうかと思いますが、税
務署との協調関係に変わることはありません。今後とも果
敢に活動を推進していただきたいと思います。またサンエ
ー・クラブ、ティー・クラブの皆さんとは、研修会の機会
もあると伺っております。今から楽しみにしております」

（取材：斎藤竹雄・須藤純男　文責：岡野孝子）

父の言葉が支えに

　７月に麻布税務署に着任した馬鳥署長、実は10年前にも
副署長として赴任していた。「私は平成13年から15年、ち
ょうど六本木ヒルズが完成した頃に麻布にいたのですが、
税務署の周りはずいぶん変わりました。ただ今回改めて地
図を見てみますと、赤坂・六本木などの繁華街があるかと
思えば、実はお寺や美術館があったりと多面性があり、い
ろいろな顔があります。まるで万華鏡のようにちょっと視
点を変えるとびっくりするような景色をみせてくれる街だ
と思います」と印象を語った。
　馬鳥署長は、神奈川県の平塚市出身。「馬鳥」という名
字は大変珍しいが、生家周辺の地域に見られる名字だとい
う。以前、調査先の経理担当者が同じ「馬鳥」という名字
で、出身地を尋ねたら平塚市で、しかも家の場所までわか
ったというエピソードがある。
　生家は豆腐店を営み、男３人兄弟の次男坊。「父はよく、
店の税理士さんと話をしておりまして、長男には家を継が
せ、私は税理士にと決めていたようです。私は大学へ行く
つもりだったので何もしていませんでしたが、先生の薦め
で大学受験の予行演習に、夏に行われる公務員試験を受け
ることになりました。その結果、合格通知と税務大学校の
案内が送られてきました」と。さらに「その案内を見た父
が『税務大学校は勉強ができて、しかも給料がもらえるな
ら、大学よりいいな』と。それから税務職員になって41年
経ちました」。
　昭和45年の春から全寮制の税務大学校に入学することに
なり、ご両親と３人で寮を見に行く途中で靖国神社に立ち
寄った際、「父が『俺の若い時代は、おまえの年の頃には
お国に命を捧げたのだ。おまえもしっかり覚悟を決めろ
よ』と一石をうたれました。今思えば父の信条でもあった
と思います。税務職員になってからもその言葉を思い出し

て、つらかった時期を乗り切ったこともありました。父に
は世話になったという気がしていますね」と語ってくれた。

コミュニケーションの大切さを実感

　馬鳥署長は税務大学校を卒業してから、小田原署、小石
川署、調査部、麻布副署長、麹町副署長、国税庁監察官室、
荻窪署長、調査部課長・次長などを歴任しているが、その
中で「私は調査部に長く籍を置いていましたが、平成元年
に調査部内で調査担当から内部担当に異動しました。内部
担当は調査の事績を集計分析して次の調査に活かそうとい
う部署です。その時前任者から、データはワープロの中に
入っているから集計分析は簡単にできますと言われました。
当時ワープロは出始めで、見たことはあっても使い方が全
くわかりません。仕事はしなくてはならないけれど、どう
したら良いかわからないから次第に追い詰められて、夢に
までワープロが出てくるのです。その時、上司が見るに見
かねて『のんびりやればいいよ』と声をかけてくれました。
その一言で肩の力が抜けて、仕事も上手く運ぶようになり
ました」と当時のことを語った。
　この経験を基に、署内では「コミュニケーションを大切
にしよう」「何か困っていそうな人がいたらこちらから声を
かけよう」と話しているという。
　さらに当時を振り返り、「一にも二にもコミュニケーシ
ョンをとって助け合う、そうすればたいていの困難は乗り
越えられます。自分ひとりではダメだったかもしれません
が、周りの人から声をかけられたことで、人に支えられて
いるということがわかり、一歩踏み出せたのではないかと
考えています。特に税務の仕事はひとりではできません。
先輩達が営々と築き上げてきた技法を受け継いで調査をし
たり、収集した情報を調査に活かすなど、チームワークと
ネットワークで仕事をしているので、コミュニケーション
は基本だと思っています」。



あかやまぶき 2011.96 あかやまぶき 2011.9 7今年は若干セミの数が少なかった･･･？　こう感じている人が多いようです。熱中症対策と節電と。調整が難しいところです。古くからの涼の知恵が生かされた夏でした。

●税務署からのお知らせ●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23年6月〜7月　16法人入会〕　     　　  　　　 　　麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

麻2
麻3
麻6
麻6
六4
六11
赤1
赤5
赤10
赤13
麻7
麻17
六9
六9
赤3
赤15

㈱六本木企画
㈱ＡＩＷＩＬ
㈱サン・クライムズ（店名：サロン・ド・グー)
㈱ビットゲート
㈱コングエイト
エコジャパン㈱
日商岩井紙パルプ㈱
赤坂石油㈱
㈱ぴーたん
㈲ビジネス・アソシエイツ・インターナショナル
レボンボニエーレ㈱(店名：Cucina 13 aprile)
㈱仁保　（店名：Vino Hirata）
㈱NEXT　LEVEL
㈱アキ・ゼネラル
クリエイティヴメモリーズ・ジャパン・インク
㈱シネマネストJAPAN

南麻布2-2-7
南麻布3-20-1
西麻布1-4-44
西麻布1-4-11
六本木4-8-7
六本木7-13-2
赤坂1-1130
赤坂2-11-15
赤坂4-3-13
赤坂6-7-14
西麻布2-24-9
麻布十番2-13-10
六本木6-12-2
六本木6-16-5
赤坂1-8-6
赤坂7-5-34

広告
ソフトウェア
飲食
通信
ペットコンシェルジュ
飲食
紙卸
飲食・ビル賃貸
ＣＧ制作
医薬品・医療コンサルティング
イタリア料理
イタリア料理
投資教育
不動産賃貸
アルバム関連製品の輸入・卸
映画制作・配給

3455-3409
6859-8534
5771-3690
5413-3151
6864-8611
5770-5541
6234-6350
3583-4717
3560-2145
3583-3183
3486-6310
3456-4744
5322-1814

　
3568-6161
6904-4461

6月

7月

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

①神奈川県
②野球
③「明るく元気に」
皆様どうぞよろしくお願いします。

法人第３統括官

石
イシヅカ

塚　伸
ノブヒロ

弘

①福島県
②テニス・海外旅行・音楽観賞
③「一隅を照らす」
よろしくお願いします。

法人審理上席

笹
ササゴシ

越　兆
チョウイチ

一

①東京都
②スポーツ観戦・ジョギング
③「誠実」
よろしくお願いします。

副署長(法人担当)

中
ナカジマ

嶋　明
アキノブ

伸

①神奈川県
②登山・フットサル
③「空」
一年間よろしくお願いします。

法人審理官

瀬
セ ガ ワ

川　丈
ト モ キ

貴

①千葉県
②サッカー・ラグビー・
　スキー
③Practice makes perfect.

副署長(法人担当)

秋
アキモト

元　秀
ヒデヒト

仁

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
ス ズ キ

木　礼
ヨ シ ミ

美

①北海道
②自転車
③自然体
皆様、どうぞよろしく！

法人第１統括官

中
ナカヤマ

山　勝
カツノリ

則

①宮崎県
②読書
③一所懸命励みます。

源泉審理官

山
ヤマモト

本　壮
マサアキ

朗

①山梨県
②音楽鑑賞
③「親切ていねいに」
よろしくお願いします。

法人第２統括官

渡
ワタナベ

辺　曻
ノボル

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
イケ

　森
モリ

　信
ノブ

　雄
オ

丸
マル

　山
ヤマ

　和
カズ

　史
フミ

澤
サワ

　田
ダ

　　　守
マモル

北
キタ

　澤
ザワ

　一
イチ

　郎
ロウ

宮
ミヤ

　崎
ザキ

　康
コウ

　憲
ケン

鈴
スズ

　木
キ

　正
ショウ

　一
イチ

出身地

北海道

新潟県

北海道

三重県

北海道

東京都

前任

３年目

渋谷

２年目

柏

２年目

５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

工
ク

　藤
ドウ

　広
ヒロ

　吉
キチ

戸
ト

　田
ダ

　光
ミツ

　雄
オ

永
ナガ

　島
シマ

　英
エイ

　一
イチ

三
ミ

　浦
ウラ

　弘
ヒロ

　法
ノリ

大
オオ

　口
グチ

　克
カツ

　也
ヤ

出身地

岩手県

群馬県

大分県

北海道

北海道

前任

東村山

２年目

東京局

麹町

２年目

（注）対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。
※詳細は、源泉徴収義務者の皆様に後日送付予定の「平成23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、次の間い合わせ先にお尋ねください。
■説明会、源泉所得税関係　麻布税務署（源泉所得税担当）　03（3403）0591
■用紙請求、法定調書関係　麻布税務署（管理運営部門）　　03（3403）0591
※自動音声案内にしたがって、説明会（会場案内）、用紙請求（源泉所得税関係・法定調書関係）については「2」

番（税務署）を選択してください。なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的なご相談については「1」
番を選択し、電話相談センターをご利用ください。

■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、法人会におきましても次のとおり、源泉部会の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２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８日㈫
10:00〜12:00 赤坂1〜6・元赤坂・元麻布

11月９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23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１枚ですが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分
　については、同じものを２枚提出してください。
③法定調書の提出に当たっては、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、法
　定調書と一緒に提出してください。
　　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23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光ディスク（CD、DVD）磁気ディスク（FD、MO）により、法定調書を提出することができます。（合計
　表は紙による提出となります。）なお、提出に当たっては、事前に「支払調書等の光ディスク等による提出
　承認申請書」の提出が必要になります。（詳しくは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm）
⑥国税電子申告・納税システム（e-Tax）により、すべての法定調書及び同合計表について作成・提出するこ
　とができます。（詳しくは、 http://www.e-tax.nta.go.jp）

平成23年分の法定調書の提出期限は、平成24年１月31日（火）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

法定調書は、e-Taxでの提出が便利です。ぜひご利用ください。

麻布税務署

①出身地
②趣味
③好きな言葉
その他一言
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●特集・トップインタビュー

「世の中に和を生み出す」
そんな思いを持ち続けたい

花はいけなくていい、と意外なすすめ

　「自分の好きなことを見つけなさい」
それが家庭での教えだった。子どもと接
することが好きで幼稚園教諭に就き、草
月会に入ったのはその後のこと。
　「『花はいけなくていいから』という父
の言葉に背中を押され、働き始めました。
最初は広報部に所属し、草月全体の動き
を学びながら創作活動を始め、副会長に
就任しました。また幼稚園教諭の経験を
生かそうと、子どものいけばなの教室を
作り、今は３〜18歳までの子たちが60人
くらいで男の子も多いです。インターナ
ショナルスクールの子も多く、彼らが友
達を連れてくるのでどんどん増えていて、
おもしろいクラスになっています」
　「茜ジュニアクラス」のいけばなは自
主性が基本であり、またそれを育てる場

でもある。時間をかけてでも子どもが一
人でやり遂げるのを待つ。
　「花や器は全部自分で選ばせます。私
たちからこれをやりなさいとは言いませ
ん。親の指示に頼る習慣のある子は、一
人だと迷ってしまい花を選ぶことさえな
かなかできない。そんな時は待つしかな
いですが、ちょっとしたアドバイスはし
ます。ただ、最終的に自分が選んだとい
う実感は持たせた方が意味があると思い
ますね。自信を持って、自分で選び抜い
ていくことを教えてあげる。私のジュニ
アクラスのいけばなは、花をいけること
を習う、それだけではないんです」
　子どもの心の成長を見守る中で思うの
は、「自分の思いを言葉や行動でしっか
り表現できる人を育てたい」ということ。
　「いけばなには“しきたり”が多くあ
るように思われていますが、決してそう

ではなく、大事なのは何のためにそれを
やるのかだと思います。いけばなは自分
らしさを表現するものだと子ども自身が
感じて、一つひとつ自信を積み重ねるこ
とで自立していくと思うんですね。子ど
ものいい面を周りの大人が気づかせてあ
げれば、個性は伸びると思います。そし
て、マイナスの面は良い方向に導くとい
う風に変えてあげられるのが、子どもに
対するいけばなの一番おもしろいところ
だと思っています」
　大変なことだが、やりがいはあると笑
顔で話す。家元という立場になって初め
て、人と関わることの楽しさを知ったと
いう。
　「親の目線からは気づきづらいその子
の良さを伝えるなど、親御さんとのコミ
ュニケーションも大切にしています。こ
れからの日本をつくる子どもたちをどう

育てるかは、いつでも親や周りの大人た
ちが真剣に考えるべきことですよね。一
人ひとりが素敵な大人になることが、日
本をよくすることだと思います」

幅広いいけばなの世界を展開

　「時代の変化に伴い、いけばなの表現
も変わることを、私たちから発信しなけ
ればと思っています。展覧会などにわざ
わざ足を運ばなくても、ふと立ち寄った
カフェの空間にいけばながあるというよ
うに、偶然出会わせる必要がある。玄関
にあるものだけがいけばなではないんだ
と、興味を持ってもらえたら最高にうれ
しいですね。触れて、感じられる場所を
作ることで、いけばなの可能性は自然に
伝わると思います」
　伝統文化を継承する立場として、いけ
ばなへの壁をなくしたいと、様々な場所
での取り組みをしている。
　「部屋の小さなスペースやグラスにで

も花はいけられるように、いけばなは簡
単で身近なものだとコツコツ伝え続ける
ことが、いけばなという日本の伝統文化
に気づくことにつながると思います。そ
こに花があることで人との会話や笑顔が
生まれる、日常の慌ただしさを忘れてほ
っとする、それだけでいい。そういう
力があるということを感じてほしいです
ね」
　「花を見て、心安らいでほしい」など、
いけばなには必ず何かの思いが込められ
ている。今年の３月に起きた東日本の震
災の中にあっても、花は人々に潤いをも
たらした。
　「草月の東北地方の支部の人たちが自
ら立ち上がり、避難所に花をいけて皆さ
んに喜ばれました。そういうことがいけ
ばなの役割ではないかと。これからも、
いけばなという自分にできる表現で、世
の中に笑顔や幸せをたくさん生み出した
いです」

気分転換から新たな発想を

　人と接することの多い日常から離れ、
時にはひとりの時間を楽しむことも。
　「車の運転が好きで、運転しながら音
楽を大きめにかけて気分をすっきりさせ
たり、旅行をして、いつもと全く違う環
境に自分を置きます。ハワイや沖縄は、
心をからっぽにできる場所。癒されて、
しかも何か発見があるんです。ハワイで
見かけたハンギングヘリコニアという花

は、普段手にするそれと違い、野性的で
とてもエネルギーを感じました」
　日々自分を磨こうとする向上心あふれ
る姿が印象的で、穏やかな雰囲気は、い
つまでも話していたいような気持ちにさ
せてくれた。今後、花のもつ未知の世界を
どんな表現で示してくれるのか楽しみだ。
　　　　　（取材：斎藤竹雄・須藤純男
　　　　　　文責：神山亜由子）

　「たくさんの出会いから色々なものを吸収して、自分
という器をもっと豊かにしていきたい」。常に自分と向
き合いながら、日本の伝統文化を後世へ繋げるため、型
にはまらないいけばな表現を積極的に発信している。

草月流第四代家元

勅使河原 茜氏
（てしがはら　あかね）

音楽と照明といけばなが共鳴し､作品を作り上げる過程を演出する｢家元いけばなLIVE｣(広島･アステールプラザ2010年7月)

家元継承10年記念　個展「KOKOROのかたち—勅使河原茜の花」（東京・青山スパ
イラルガーデン　2011年5月）。『個展の準備を進めている段階で起きた、東日本大震
災と福島での原発事故。多くの方々が苦しみの状態にある中で、今自分は何を表現す
べきなのだろうか—。迷う私の頭の中によみがえってきたのは、豪雪に身をしなわせ
て耐え忍ぶ竹の姿でした。竹の生命力に一筋の希望の光を見出し、雪解けとともにし
なやかに立ち上がる竹の姿に力強く再生する命のかたちを重ねて、私なりの被災地復
興への祈りを表現しました』

▪勅使河原 茜氏プロフィール
草月流家元。1960年に勅使河原宏の次女とし
て誕生。幼稚園教諭として勤務した後、1985
年に草月会入会。蒼風、霞、宏の３代の後を
継ぎ、2001年に第四代家元を継承。「自由な
創造」を大切にする草月のリーダーとして、
「いけばなの魅力を多くの人たちに伝えたい」
とさまざまな空間で作品を発表。近年は舞台
空間にゼロからいけばなをつくり上げる様子
を音楽と照明などとともに演出するパフォー
マンス「いけばなLIVE」を全国各地で上演
し、新たないけばなの追究に意欲を見せてい
る。2011年には家元継承10年を迎え、東京・
青山スパイラルにて個展「KOKOROのかた
ち—勅使河原茜の花」を開催。また、いけば
なを通じて子どもの感性を培うために1989年
に「茜ジュニアクラス」を開講し、指導に力
を注ぐ。

●特集・トップインタビュー

たくさんある花のなかから、自分たちで今日の花材を選びます。 先生（家元）に作品をみてもらい、アドバイスをもらいます。 子どもならではの自由で独創的な作品です。 取材に臨む勅使河原氏、情熱溢れるお言葉をいただ
くことができました。

竹のトンネルをくぐり、入っていく。竹の大作のほ
か、色とりどりの小品が並ぶ。個展「KOKOROの
かたち—勅使河原茜の花」
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水で発電できる乾電池「ＮＯＰＯＰＯ」が発売されました。可愛らしい名前ですが、20年ほどの保存が可能だ
ったり、水がない場合は唾液やジュースでも使用できたり、意外とタフネス。

します。（平成23年11月10日㈭までにお申込いただくと、12月の
第３期分から口座振替をご利用いただけます。）
＜口座振替のお問い合わせ先＞
主税局徴収部納税推進課口座振替係（03−5912−7520）

＜減免の対象①耐震化のための建替え＞
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日までの問に、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
＜①減免の期間と額＞
新築後新たに課税される年度から３年度分について固定資産税・
都市計画税を全額減免（減免の対象となる戸数は、建替え前の家
屋により異なります）

＜減免の対象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20年１月２日から平
成27年12月31日までの問に、現行の耐震基準に適合させるよう一
定の改修工事を施したもの
＜②減免の期間と額＞
改修工事完了年の翌年度分から一定期間、居住部分で１戸あたり
120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税を耐震減額適
用後全額減免

　減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減
免申請期限が異なりますのでご注意ください。
　詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合
わせ＜ださい。

（港都税事務所　03−5549−3800（代））

＜こ利用になれる納付方法＞
◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
　○一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
◆口座振替
◆コンビニエンスストア
　○納付書1枚あたりの合計金額が30万円までのものに限ります。
　○一部、都税の取扱いをしていないコンビニエンスストアがあ

ります。ご利用になれるコンビニエンスストアについては、
納付書の裏面をご確認ください。

◆金融機関・郵便局のペイジ一対応のATM、インターネットバ
ンキング、モバイルバンキング

　○一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
　○　　（ペイジマーク）の入っている都税の納付書をお持ちの

場合に限ってご利用できます。
　○領収証書は発行されません（領収証吾が必要な万は、金融機

関等の窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。）。
　○新規にインターネットパンキングやモバイルパンキングで納

付する方は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。
　○システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場

合があります。詳しくは主税局ホームページ（http://www.
tax.metro.Tokyo.jp/）「都税の納税等について」をご覧ください。

固定資産税・都市計画税の納付には、安心便利な
口座振替をご利用ください。

　お申込みは、口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで
に、口座振替依頼書(ハガキ式のもの)に必要事項を記入の上、ポ
ストに投函していただくか、預(貯)金通帳、通帳届出印、納税通
知書をご持参のうえ、金融機関または郵便局の窓口へお願いいた

●都税事務所からのお知らせ

●熱血先生の経営指南 �

●できる e-Tax

　

Vol.29

　金融円滑化法が2012年３月31日で終了し
ます。それ以降は現在のように「お金がな
い！」という理由だけで借りたお金の返済
を待ってもらえることはできなくなります。
今後は、それなりに銀行が納得できる事業
計画が必要になります。
　また、今年の秋より借入の際、連帯保証
人になれるのは原則代表者のみ、例外的に
経営に参加している配偶者や代表者が病気
等の場合の後継者がなれることに改正され
ます。これは、一見代表者以外の第三者の
保証が不要になりますので、良い情報に聞
こえますが、逆を言うと「確実に返済して
もらえる所にしか銀行はお金を貸さない」
ということです。
　今後３年間で中小企業の10分の１は倒産
すると言われています。今までの「どんぶ
り経営」は止めて、生き残るためのしっか

ちの会社は大丈夫か？」「リストラされな
いか？」「給料が下がらないか？」と不安
になっています。今こそ社員一人ひとり
の目標を定め、自分の給料は自分で稼ぐ
という意識を持たせるよう人材教育に力
を入れましょう。

⑥経営者の人生計画を変えるチャンス。「自
分は何をしたいのか？」「それをいつまで
にしたいのか？」「その為にはどうしたら
良いのか？」この３つだけを考えましょ
う。

⑦経営者の真の仕事を再確認する。時給
1000円の社員と同じ仕事をしたら、社長
の仕事は大赤字。社長に仕事は次の３つ
だけ。

　ⅰ．会社の社員を含めた利害関係者全員
に、この会社のゴールはここですと示
すこと。

　ⅱ．社員が全力投球できる環境を作るこ
と。

　ⅲ．資金が足りなくならないようにする
こと。

　これからの３年間が勝負です。

危機を
経営改善の転記にする
〜危機を乗り越えるための方法とは〜
税理士・事業再生仕事人　飯島 一郎

9月は固定資産税・都市計画税第２期分の
納期です(23区内)

6月にお送りした納付書により､9月30日㈮までにお納めください。

　　りとした「事業計画書」の作成に取り
　　組まなくてはなりません。
　　　そのために今やらなければならない
　　ことは次の通りです。
　　①「利益を出すこと」より「生き残る

こと」を考える。つまり、継続こそ
が会社経営の目的となります。

②資産を減らさず、現金を懐にしまう。現
金をできるだけ使わない、支払サイトを
伸ばす、新規投資を控える、持っている
資産は売却しないなどが挙げられます。

③経営手法を見直す。好景気の時と不景気
の時では経営のやり方は根本的に違いま
す。利益は結果として出るものではなく、
初めから出す仕組みを考える必要があり
ます。

④商品・サービスを変えるチャンス。お客
様が求めているものを提供する。景気が
悪い時は、本当に価値のあるものか、非
常に安いものしかお金を払わないもので
す。商品・サービスの差別化を考え、そ
の開発を行いましょう。

⑤社員の意識を変えるチャンス。社員も「う

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・都市計画税を

減免します(23区内)
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●企業訪問●企業訪問

希望される企業は、当会事務局へ御社を取材します!!あかやまぶき企業訪問希望される企業は、当会事務局へ御社を取材します!!あかやまぶき企業訪問

　昭和42年、明治記念館を訪れるお客
様に飲食のすべてを提供することを目的
として設立。伝統と格式を守りながら時
代に合わせた感性をプラスしお客様の晴
れの日に特別な料理を提供し続ける。

お祝いの席にふさわしい料理を追求

　㈱明治記念館調理室は、明治記念館の
グループ会社として料理・飲食部門を担
当している。
　明治記念館は明治神宮の一施設として、
昭和22年に日本初の総合結婚式場として
開館した。現在の本館の建物は明治21年、
明治天皇ご臨席のもと明治憲法草案審議
の御前会議が行われた由緒ある場所であ
る。その後、現在の場所へ移築、「憲法
記念館」と命名された。平成24年は、㈱
明治記念館調理室は設立45年、明治記念
館は開館65周年、20万組目の結婚カップ
ルをお迎えすることになる。
　結婚披露宴の料理も、ティーパーティ
ー形式や折り詰めを持ち帰り、家族全員
でごちそうを食べるという時代もあった
が、食事の形態は日々進化していく中で、

常に、お祝いの席にふさわしい料理の追
求を心掛けている。

特別な日の料理をふるまう精鋭

　㈱明治記念館調理室は和食部、洋食部、
中国料理部、製菓部、レストラン部、総
合保健衛生監督室、生産管理部で構成さ
れ、厨房では、知識と経験を併せ持つ荒
川専務取締役統括総料理長を筆頭に100
人以上のスタッフが調理を担当している。
　一番のメインは婚礼料理、その他には、
企業の集会や宴会、夏のビアガーデンの
料理までと豊富。「料理は会の趣旨を踏ま
え、お客様のニーズや年齢層などに合わ
せて、メニュー構成や味付けをします。」
　また、一日最高25組以上もの調理を同
時進行で行う厨房は、まさに繁劇状態。

「一生に一度の婚礼の御席でミスは絶対
許されない」と語るのは、過去に保健衛
生や食品監督室で責任者を歴任した後、
今年４月に社長に就任した田中社長。

食の安心とお客様の満足への配慮

　「レストランは、来店したお客様に満
足していただく事を主眼と
しますが、集宴会や婚礼は
主賓の方に加え、招かれた
ゲストの方の存在も大きく、
多岐に渡り細心の心配りが
求められ、安全な食材を提
供すると共にゲストへの配
慮も、とても重要です」と
語るのは、青柳洋食担当総
料理長。
　特に婚礼は予約商売。新
郎新婦は事前にパンフレッ
トで見た料理を想定して当
日を迎える為、スタッフは
パンフレットに違わぬ料理
を提供する様、常に義務感
と、食材確保の責任感とを
念頭に置いている。
　メニューに関しても、ラ
イフスタイルの変化などか
らあっさりした味付けや、

和食と洋食を融合した懐石膳の人気が高
い。また、食物アレルギーや病気療養中
のお客様には、事前の申請に基づき特別
なメニューを構成する。過去には、ベジ
タリアンの方用のフルコースや全種類減
塩のメニューを提供する等、きめ細かい
サービスを実践している。お客様のご希
望やご期待にお応えするには、緻密な計
算とアイデアも必要である。

世界レベルへの挑戦と
次世代への技術の継承

　今年１月にパリで行われた「第61回ク
ラブ・プロスペール・モンタニエ料理コ
ンクール」に初の日本人代表として参加
し、見事３位に入賞した青柳洋食担当総
料理長は「日々の努力を怠ると、苦労に
まわると思っています。日本代表である
と共に、明治記念館の代表でもある。な
んらかの成績を残さなければというプレ
ッシャーの中、入賞という結果は部下の
教育にも関連は深い。一番難しいのは
日々の部下の教育。自分が率先して行動
すれば、彼らも何かを感じ取り、自己の
成長へと繋げてくれると思っている」。
　食に関する規制や消費者の動向が厳し
さを増す現状、「飲食を提供するにあた
っては、食の安全・安心のため、調理師、
事務方、仕入取引先の三位一体の協力関
係があればこそ。どれひとつ欠けても成
立しないと考える」と述べた。
　　　　　（取材：大橋茂、吉田真紀子
　　　　　　文責：岡野孝子）

おもてなしの心で幸福をふるまうお料理を
株式会社 明治記念館調理室
港区元赤坂２−２−23　☎ 03−3746−7767
　　　　　　　　　　　 HP  http://www.meijikinenkan.gr.jp

田中  節夫
たなか　よしお

昭和21年生まれ。昭和44年、東京水産大学卒業後、
同年衛生局入都。平成17年、食品衛生分野の専門
家として株式会社明治記念館調理室に入社、豊富
な経験と広い人脈を生かしその手腕を振るう。平
成21年4月、同社取締役に就任した後、同年11月、
同社常務取締役に就任。平成23年4月より、同社
代表取締役社長に就任し現在に至る。

　長年続けてきたお菓子の製造・販売を
一時中断してアロマテラピー商品やオー
ガニック商品など「こころ・からだに
やさしいグッズ」の販売を行っている
ABJOY（エービージョイ）。ここには
過去の「のれん」にあぐらをかくことな
く時代の風をプラスした新しい視点の麻
布文明堂がある。

伝統のキーワードを継承した
店づくり

　ABJOYは麻布文明堂のお菓子づくり
の伝統のベースである３つのキーワード

「自然」、「体にやさしい」、「清潔」を継
承し、「こころ・からだにやさしいグッズ」
販売という新しい事業を始めた。
　その理由は「カステラの材料はとても
シンプルで材料費も安いが、つくる工程
ではすべてが手づくりで大変な労力がか
かる。時代が移り変わり人件費や市場に
数多くカステラが出回ってきたことなど、
さまざまな理由から、一時的にお菓子づ
くりを中断しようと思った」と内田社長。
お菓子づくりの原点は自然、体にやさし
い、そして清潔。この３つを念頭におけ
ば別の事業をはじめても大きな失敗はし
ないだろうと考えたという。
　こうして始まったABJOYのABは麻布
文明堂の頭文字、JOYは愛犬の名前。
　お菓子づくりの時代から培われてきた
キーワードのもとアロマオイルやオーガ
ニック商品、こころ癒されるさまざまな
グッズを販売している。

時代の風を感じとる

　内田社長は30年間にわたり新聞のスク
ラップを行っている。時代の風を感じと
る方法に王道はないが、興味のある内容
を切り取りスキャニングし、テキストに
置き換え、検索がしやすいようにいくつ
かの項目に分類している。
　こうすることで単にたくさんの情報を
追うのではなく、手間のかかる作業をし
ながら、しっかり情報を絞って「噛む」
ことで自分の身になってくるという。そ
の内容は政治、経済、法律から日常の些
細なことまで実に幅が広い。
　また、会社や個人のスケジュールもき
ちんと管理している。これで過去の出来
事の確認などができるほか、会社の資料・
歴史としても活用している。
　内田社長は「スクラップはさ
まざまなところにアンテナをは
り、情報収集力や整理分類する
能力がつくばかりでなく、整理
しながら情報を噛んでいると何かが
ひらめく。これは大事なこと」。さらに「誰
も持っていない自分独自の武器を使うこ
とが重要。スクラップも会社のスケジュ
ール表も他の人がやらないことをやるこ
とで、独自の視点で世の中を見ていくこ
とができるようになる」と語る。

五感に響く新しいタイプの店舗を

　今は一時的にお菓子の製造・販売を中
断しているが、近い将来「五感（味覚・

聴覚・視覚・触覚・嗅覚）
に響く」をコンセプト
にしたアートな空間で

「味覚（甘さ・辛さ・苦さ・
酸っぱさ）」に訴えるお菓子

を提供する新しいタイプの店舗をオープ
ンさせる予定だという。
　現在グッズの販売だけでなくビルの管
理、居住空間の提供、AB菜園・緑地の
管理などを行っているが、「今は、また
食に戻るための旅の途中。いろいろな物
を見ることは食にも多く役立つ。新しい
風をおこすには時代をじっくり見極めそ
のための準備も大切」と語った。

（取材：M.C､吉田真紀子  文責：岡野孝子）

「五感に響く｣をコンセプトにこころ･からだにやさしいグッズを提供
株式会社 麻布文明堂
港区六本木３−１−30　☎ 03−3583−0002

内田  秋人
うちだ　あきと

1948年神奈川県横浜市戸塚区生まれ。私立成蹊
大学経済学部卒。
㈶日本生産性本部を経て、1990年㈱麻布文明堂
代表取締役社長に就任。

　　　　　㈱明治記念館調理室 洋食部 
　　　　　洋食担当総料理長(担当部長)　青柳義幸氏（左） 店内の様子
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親睦委員会

●第172回ゴルフ大会　
［7/14  葉山国際カンツリー倶楽部］

　２回目となる葉山でのコンペでは、見
事、白川氏が優勝の栄誉に輝きました。

参加者24名（初参加３名）
次回 第173回大会のご案内
　　 ９月28日㈬茨城ゴルフ倶楽部

プレー後の一枚

●ゴルフ部会　納涼寄席
［8/22  明治記念館］

　会員の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。
今回は落語家の春風亭朝也氏をお呼びし
て、「子ほめ」「片棒」を披露していただ
きました。また親睦パーティでのアトラ
クションでも、参加者の皆様は大いに楽
しまれました。
　

広報委員会

●取材活動
　会報「あかやまぶき」で、トップイン
タビューや企業訪問といった取材活動と
編集・発行を行っています。

税務研修委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

［7/6  麻布税務署］
　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
ついて解説しました。37名参加。
　
　
　
　
　
　

●新設法人説明会
［8/8  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い
て解説しました。16名参加。
　
　
　
　
　
　

熱心に講義に耳を傾ける受講者の方々

総務委員会

●会員向け生活習慣病健康診断
［7/21  こどもの城］

　㈶全日本労働福祉協会と協同での法人
会会員向け有料検診を実施しました。今
回は、31名の会員企業の皆様からお申込
みをいただきました。次回の検診は24年
１月に実施予定です。

会員増強委員会

●同期会
［7/5、6、13  霞会館］

　法人会初めての試みとして、近年新し
く入会された会員企業をお招きしての、

「同期会」が開催されました。入会年次
ごとに平成20年、21年、22〜23年の３回
開催され、役員を含め、延べ73名の方に
お集まりをいただきました。
　会は和やかに進行しつつも、ときに活
発な議論が行なわれ、法人会への意見、
要望が数多く出されました。また「１分
間自社ＰＲ」や名刺交換会では、普段馴
染みのない業界の方とも交流を深められ、
多くの業種が集まる法人会ならではの会
となりました。
　今後は同期会幹事を中心に結束を固め、
法人会事業への参画が期待されます。

●

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。集募

●法人会の活動〈5〜6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

次号は11月の「あかやまぶきＮＥＷＳ  VOL.４」です。次号
予告

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

　麻布飯倉片町の植木坂に続く路地を入った所に、ひっそ
りと島崎藤村居住跡がある。
　藤村は大正２年（1913年）に渡仏して３年後に帰国し、
港区内を転々としていましたが、大正７年から昭和11年、
47才から65才の18年間を、この土地を、生涯一番長く住み、
文学者として最も充実した
時期を過ごした。
　代表作の「夜明け前」、
地名がついた「飯倉だよ
り」、童話集「ふるさと」「お
さなものがたり」など数々
の名作を生んだのは当地で
の出筆です。
　藤村旧居は戦災で焼け、
当時の家は無くマンション
になっています。

広報副委員長　須藤純男

◎事務局から◎

◆年会費の早期納入のご協力を
　年会費は会活動の資金源です。お忘れのないようお早め
にお振込みください。

◆口座振替による会費納入のお願い
　ご希望の方はご連絡ください。

◆移転・休廃業その他変更点が生じましたら
　お早めにご連絡ください。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。

◆HPに会員専用ページ開設
　当会ホームページ上に会員専用ページのログインにはユ
ーザー名「azabu」、パスワード「mb219」が必要です。

　話はアナログ放送終了の事。ビ
ルオーナー、老若男女皆、地デジ

対応に躍起になったにも拘わらずケーブルテレビ等受信の
所は、2015年の3月まで、デジタルをアナログに変えてい
るのでアナログテレビで見られる。我がビルも見られてい
る。この事を知っていれば、今大枚をはたく必要がなかっ
た。国家的詐欺だと私は思う。私は、2011.7.24.12：00の

ザーという音と砂画面の瞬間を楽しみにしていたが、見ら
れず誠に残念でならない。
　とは別に“東京タワーにありがとう”と言いたい。2013
年春までデジタル波をタワーから送信するが、アナログの
役割は無事終えた。私にとってのタワーは、空気のように
無くてはならず、愛しい存在であるが、皆様にとっては如
何であろうか？　　　　　　　　　　　　　　　（Ｍ．Ｃ）

31

島崎藤村旧居跡

講師の小島先生からの分かり易い解説

坂本会長から出席者へのご挨拶

多くの交流が生まれたようです

Ｂ.Ｇ　坂本＝77　
Ｎ.Ｐ　江田・岡・白川・杉山・竹田・東山・結城

7/14

優勝

２位

３位

氏　名

白川　享伺

保坂真美子

額賀真理子

法　人　名

㈱クオリティ

㈱クオリティ

㈲ジョイコンセプト

G

98

101

100

Ｈ

36

34

32

Ｎ

62

67

68

麻布税務署新署長インタビューの模様



＝お知らせ＝
９月20日㈫　11：00〜　日帰り管外研修　
   本年の研修ではシルク・ドゥ・ソレイユを鑑賞いたし
　ます。
11月 　税を考える週間行事（予定）
　 税についての知識を深めて参りましょう。

「花王東京工場」見学
　６月８日　私たちテ
ィークラブ22名のメン
バーは亀戸にある、主
に化粧品を生産したり、
総合美容技術を研究す
る、花王東京工場を施設見学の場に選びました。女性の興味
を刺激するテーマだからです。見学時間は14時からでしたの
で、まずは工場近くの亀戸の老舗料理屋「升本」で昼食を頂
きました。ヘルシーながらも味も量も満足なお店でした。そ
こから歩いて工場へ。係の方の御迎えを受け、花王製品及び
工場のビデオを見て、基本知識を身につけてから実際にすっ
かりオートメーション化された工場を見学いたしました。心
に残った事は、「清潔第一」という事です。現場に入る為に
は何重もの関門があり、すべての準備を整えてから仕事に着
く事が出来るのです。又見学で楽しかった事は、一人一人の
肌や毛髪の状態をチェックできる機会があり、参加者のほと
んどが自分のタイプを知ることが出来ました。最後にはお土
産も頂き大満足な見学会でした。その後亀戸天神を参拝しそ
の近くの甘み処「船橋屋」でくずもち等も食べながら懇親し
た事も付け加えておきます。

ティー・クラブ　幹事　結城光江
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）

　8/11㈭富士小
山ゴルフクラブ
にて今年も恒例
のＯＢ・現役ゴ
ルフコンペを実
施しました。
　今年は３週間
前に皆様方へご案内出来たのでＯＢの方（坂本様・玉置
様・大原様・浅本様・綿引様）が５人参加で開催できま
した。行き帰りの渋滞は多少ありましたがコースは標高
が高いので去年の軽井沢同様、最高気温30度程度でプレ
ーという贅沢な環境でのプレーでした、日陰はとても涼
しく感じゴルフより昼寝でもし
たくなるような雰囲気でした。
　成績ですが優勝は午前中の大
タタキを見事午後挽回した綿引
様です。２位はグロス78の坂本
様、３位はグロス77の後藤様で
す、予想通りベスグロは２人の
戦いだったのですが残念ながらベスグロ賞は無しでその
分皆様方へ参加賞として北海道のメロンを１個ずつお持
ち帰りいただきました。プレー中及びプレー終了後ＯＢ
の方からの貴重なお話もいただき有意義な１日を過ごせ
ました。来年もまた企画いたしますので宜しくお願いし
ます。　　　　　サンエー・クラブ　副会長　中村武志

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

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。～2011年11月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

新設法人説明会

決算法人説明会

源泉所得税研修会
（源泉部会）

日帰りバス旅行

みなと区民まつり出展
(麻布税務関係団体として)

親睦バーベキュー

簿記講習会
（中級コース）
法人税申告書作成研修会

（入門編）

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。
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。
対象は部会員。会員募集会費無料。要申込み。
 9月「給与所得（現物給与・経済的利益）」
10月「年末調整の基礎」
11月「年末調整（あらまし、改正点）」
お一人様5,000円。
詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

タックスクイズ、バルーンアートなど

お一人様3,500円。
詳しくは同封のチラシをご覧下さい。
中級者向け講習会。
詳細はチラシ・ＨＰをご覧下さい。
研修内容、参加方法など、詳細は後日お送りい
たしますご案内のハガキをご覧下さい。

9/9、10/6、11/10
             13:30〜16:00

9/21    13:30〜16:00

11/11  13:30〜16:00

9/15､10/12  14:00〜

10/1

10/8・9　終日

11/2　 18:30〜

11/1〜25
（火・金曜 全8回）
11/21・22
            13:30〜16:30

11/2　 午前   9:45〜
　　　　 午後 13:45〜

麻布税務署会議室

赤坂区民ホール

麻布税務署会議室

麻布税務署会議室

長野県小布施町

芝公園増上寺会場

豊洲「CAFE ; HAUS」

麻布法人会事務局

麻布税務署会議室




