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●税制改正に関する提言を発表

　法人会の平成24年度税制改正に関する提言が、９月13日に開催された全法連理事会で承認されました。
　全法連では、今回の提言のとりまとめにあたり、２月半ばに税制委員会を開催して、県連要望の集約や小委員会の設
置などを決定し、審議をスタートさせています。全法連の小委員会は、２月から８月まで計５回にわたって開催され、 
①県連要望、 ②税制アンケートの回答、 ③青年部携帯アンケートの回答などを加味し、より掘り下げた検討が行なわれ
ました。
　今後は実現に向け、それぞれの法人会役員から地元の国会議員や地方自治体に対する要望活動に移ることになります。
　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）
Ⅰ．東日本大震災からの復興に向けて
　復興債の償還財源として臨時増税処置を採る場合は短期とすべきであ
り、増税開始時期も、極力、景気に悪影響を及ぼさないよう配慮する必
要がある。
　税収の規模と安定性、さらに景気に対する中立性等の観点から、消費
税が最も適していると考える。その場合、被災者も同等の消費税を負担
することになるが、何らかの配慮的処置を講じる等して、その理解を得
ることが必要である。
Ⅱ．社会保障と税の一体改革
　社会保障制度は、給付のあり方を見直すとともに、負担についても「中
負担」にする必要があり、その財源は安定的でなければならない。
　成長戦略の実施とともに、聖域なき歳出の改革と社会保障と税の一体
改革案で示された消費税の段階的引き上げなどの歳入改革を同時に実施
しない限り、破綻は避けられないとの危機感が求められる。
Ⅲ．経済活性化と中小企業対策
　新たな成長分野育生に大胆な規制緩和を実施すると同時に、企業が将
来に向かって活力を維持し、雇用確保などの社会的責任を果たすことが
できるよう税制環境を整備する必要がある。
○平成23年度税制法案に盛り込まれた法人実効税率
　５％引き下げは法案通りの成立を求める。
○法人税率のさらなる引き下げにより、早期に欧州、アジア主要国並み

の30％以下の実効税率とするよう求める。
○中小企業の軽減税率の恒久化と適用所得金額の引き上げ、また中小企

業の円滑な事業継承をはかる観点から、中小企業の実情、実態に即し
た税制の構築が必要である。

Ⅳ．国と地方のあり方
　地方が依存症から脱却し、自立・自助の体質を構築することが地域活
性化、さらにはわが国経済社会に活力を与えることにつながると考える。

平成24年度税制改正に関するスローガン
（総論）
　行財政改革を推進するため、議員・公務員

定数の大幅な削減を！
　地域経済を担い、新成長の原動力となる中

小企業に活力を！
（震災復興）
　短期間に大規模かつ大胆な国費投入で復興

に全力を！
（所得税）
　所得税は広く薄く負担を求め、基幹税とし

ての役割強化を！
（法人税）
　法人実効税率は欧州・アジア主要国並みの

30％以下に引き下げを！
（事業継承税制）
　適用要件を緩和・是正し、企業の継続に役

立つ事業継承制度を！
（消費税）
　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！
（地方税）
　地方分権の推進のため、三位一体改革の更

なる徹底を！
（その他）
　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！

　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「乃木會館（赤坂）」
豊明の間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

納税表彰式の模様
乃木會館にて

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）

吉　田　正　昭　　［ミナト矢崎サービス㈱］　　　　　　　　　　当会相談役

　国税庁長官表彰（１名）

岡　田　敏　江　　［㈱アールノワール岡田］　　　　　　　　　　常任理事
佐　藤　　　崇　　［㈱佐阿徳］　　　　　　　　　　　　　　　　理事
鈴　木　秀　世　　［㈲鈴和商事］　　　　　　　　　　　　　　　常任理事
綱　川　智　久　　［㈱綱川建築事務所］　　　　　　　　　　　　常任理事

　麻布税務署長表彰（４名）

淺　沼　洋　一　　［㈱全新企画社］　　　　　　　　　　　　　　前サンエー・クラブ会長
　　岡　雅　敦　　［㈱葉山国際カンツリー倶楽部］　　　　　　　理事
菊　池　　　昇　　［㈲港屋総本店］　　　　　　　　　　　　　　理事
椎　津　雅　夫　　［日本室内設備工業㈱］　　　　　　　　　　　常任理事

　麻布税務署長感謝状（４名）

　社団法人麻布法人会長感謝状（３名）
浅　本　弘　強　　［キャピタル開発㈱］　　　　　　　　　　　　前サンエー・クラブ副会長
綱　川　智　久　　［㈱綱川建築事務所］　　　　　　　　　　　　常任理事
山　田　育　代　　［㈱オリンピック］　　　　　　　　　　　　　ティー・クラブ幹事

平成24年度 税制改正に関する提言を発表
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問税理士に相談して下さい。
司会：新年に向けての抱負や意気込みをお願いします。
馬鳥：「立（つ）」。干支の辰にかけたところがありますが、色々
な思いを込めて、この「立」を書きました。一つは震災から
立ち上がろう、そして円高の問題を含め弱っている日本経済
ですが、負けずに皆でスクラムを組んで立ち上がろうという
思いがあります。また、今年２月にオープンするスカイツリ
ーが空に向かって立ち、ロンドンオリンピックで日本選手が
表彰台に立つ姿も思い浮かべました。私としては2012年に臨
み、この７月に42年間勤めた税務署から独立する思いも込め
ました。
中村：「夢・希望」。これを再度自分のテーマにしたいと思っ
ています。昨年は大変な出来事が多々ありましたが、そこか
ら立ち上がるには、やはり夢と希望を持って皆と進もうとい
う意気込みがなければ変わりません。大きな夢を持ち、実現
させようという思いで書きました。
新居：「団結は力なり」。震災もありましたし、私ども税理士
会、その他組織でも、結束して緊急の事態に対処する意味で、
あえて本年も同じにしました。前回、麻布支部が野球大会で
優勝したご報告をしまして、引き続き去年も優勝することが
できました。皆で団結して一生懸命になればできることがあ
る、それを仕事でも活かしたいと、この言葉にさせていただ
きました。
坂本：「いい出会い」。皆さんが法人会をいい出会いの場とし
て活用してほしいですね。私どもが法人会の社会的な使命を
果たすためには先ずいい仲間やいい会員が沢山集まることで
す。ひとつの試みとして昨年、入会年次の比較的浅い会員を
対象に同期の方々に集まっていただこうと同期会を立ち上げ
ました。皆さんには大変活発に、自主的な運営を進めていた
だいております。同期会は毎年１年、１期ずつ増やしていく
形で、今後も継続していこうという考えです。そのほかにも
今までなかったビジネス交流会（ＡＢＣ＝麻布ビジネスクラ
ブ）を立上げ、異業種交流会や同業種の交流会を始める予定
です。これらの色々な催し物や部会に出席していただき、新
しい友人との交流を図ると共に、更にそれらがビジネスにも
結びつく形に広がっていけば、法人会もより活力のある団体
になっていくのではないかと思います。

馬鳥：新公益法人への移行にあたり、法人会の会員増強に関
するお話を伺いました。まずは同期会などで仲間内を固める
という斬新なアイデアで、今までと違う形で法人会を確立さ
せていこうというのは、税務署としても期待をしております
し、バックアップもさせていただこうと思っていますので、
ぜひ宜しくお願いします。
司会：皆様より体験に即した大変貴重なお言葉を頂きました。
本日は誠にありがとうございます。

（文責：神山亜由子）

でそれほど変化のない状況です。問題はこれからでしょうか。
坂本：飲食関係では、客足がかなり伸びてきているというお
話は伺います。復興景気に関する仕事は、相当出てきたと思
います。それと補正予算の早期執行で、今年早々からなお良
くなるのではと思いますが、問題は円高がどうなるかですね。
欧州の財務危機から発した、いわゆる国内産業の空洞化の問
題は、一番大きいのではないでしょうか。法人税は下げてい
かないと、皆海外へ出るしかなくなるでしょうね。
馬鳥：ただ、昨年などにしましても、アラブ諸国の政情やタ
イの洪水などカントリー・リスクは広範に渡り、海外進出に
も厳しいものがあるように感じられます。どれくらいの規模
でどう進出するかを見極めるには、個々の企業が自らリスク
を背負って情報を収集していかなくてはならない時代でもあ
るのでしょうか。
中村：やはり日本の企業は日本に戻ってもらいたいですね。
スキルを高めるためにも、もう一度技術力のある日本で、若
い人たちの就職先としても残ってもらいたい。円高が一番の
ネックだと思いますので、そこを国としてしっかり取り組ん
でいただきたいですね。
司会：世界経済のほか、何かありましたらお願いします。
坂本：社会保障と税の一体改革にしても、国家国民のために、
政局や選挙に絡めず主要政党がプロジェクトチームを作り一体
となって取り組まないと、なかなか解決できないのではないでし
ょうか。二大政党制で選挙を行う限り、どこの国でも財政再建は
難しいと思いますね。そして国民が本当にこのままでいいのかと
いう認識を持つ必要があるのではないでしょうか。

2012年を皆と共に一歩ずつ前進する
司会：e-TaxとeLTAXの実績についてはいかがですか。
馬鳥：麻布署管内でのe-Taxの普及率が比較的高い水準を維
持しているのは、法人会さんや税理士会さんがＰＲに努めて
いただいているお陰だと思っています。e-TaxとeLTAXが両
輪となってお互いに普及すれば、相乗効果が期待できますか
ら、これからさらにお願いしたいですね。
中村：今年から国税連携という形で、所得税の情報が国税庁
から地方へ電子送信されるシステムに変わっています。行政
の効率化を考えても大きな位置づけとなりますので、ぜひご
利用のほど宜しくお願いします。
馬鳥：結果的に国民の皆様の利益につながることでもありま
すから、e-TaxとeLTAXを普及させることは、必要と思って
いただきたいですね。
新居：e-TaxとeLTAXは、納税者の利便性、税務行政の円滑
な執行、税理士事務所の省力化の三本柱です。今ではＩＴ化
が当たり前になり、大体軌道に乗ってきましたので、あと２、
３年経てばかなり普及するのではないかと思います。電子申
告は税理士が代理送信しますので、まだご利用でない方は顧

会も２、３月の申告期には、寝袋持参でボランティアに行く
覚悟です。23年は、税理士会の色々な会合でのテーマが、事
務所やクライアント等の震災に関する危機管理がほとんどで
した。事務局のデータ管理をはじめ今回浮き彫りになった
様々な問題から、税理士会も今後１、２年の間にセキュリテ
ィの問題を含め、解決していきたい考えです。
坂本：法人会でも、昨年は震災抜きには語れないと思います。
東北３県の法人会の皆さんは大変な被害を受けたということ
で、全法連を通じて麻布法人会として100万円の義援金を送
らせていただきました。それからテレビ朝日のドラえもん募
金を通じての100万円、ゴルフ部会から26万1千円、気持ちだ
けですが、お役に立てればと支援させていただきました。事
業的には各会社が大きな被害を受け、一時生産も落ち込んで
いましたが、復興景気で暮れに向かい徐々に回復してきてい
るという実感でした。
司会：昨年のお話というと震災がメインになりますが、その
他の動きで何かございますか。
馬鳥：個人的には麻布の署長を拝命したことです。平成13、
14年と２年間副署長だった思い出深い麻布署にまた勤務でき、
当時お世話になった方々にまたお会いできることを非常にう
れしく感じました。管内の様子もわかっていますので、着任
してからも、すぐ全力疾走できたという手ごたえは感じてい
ます。
坂本：昨年５月の総会で会長を引き受けさせていただき、同
時に関係６団体の当番幹事等、昨年は思った以上に忙しい毎
日を送らせていただきました。会長職がこんなに忙しいとは
思いませんでした｡(笑)

震災からの復興と国内景気の回復に向かって
司会：卯年で景気が良くなることを願う話があった矢先の大
震災と放射能問題、二重の被害になってしまいましたが、震
災以降の税収についてはいかがでしたか。
馬鳥：震災以前はまずまずの景気で動いていましたが、震災
の影響は今年度決算に反映されると思います。それが今年の
税収にどう響くか、まだわからないですね。
中村：今のお話のように、５、６月の確定申告時に昨年の３
月の震災以降の影響が出てくるのではないかと。24年度につ
いては不透明だと思っています。

新居：年末にかけての決算では、確かに３、４月は一時的に
サービス業・飲食店は落ちましたが、決算が終わると前年比

　昨年の東日本大震災での甚大な被害は経済活動にまで及び、
今や日本国内のみならず、世界規模で災害や経済危機が頻発
している。これらの事態を通し、今まであたり前のように資
源を使い、衣・食・住に満たされていた私たちのくらしや価値
観が見直されつつある。今こそ、この難局をチャンスに換え
る機会と捉え、辰年を新しく生き直すスタートの年としたい。

元気になれる出来事を多く聞ける一年に
司会：世界情勢をはじめ諸々の動きが非常に激しく、先が読
めない状況ですが、昨年を振り返って感じたことをお願いし
ます。
馬鳥：誰しもそうだと思いますが、まず一番に思い出される
のは３月の震災です。税務署の仕事もずいぶん影響を受け、
通常と全く違う一年でした。被災地の仙台局の税務署では人
手が足りないため、東京局の職員が応援に行くなどのほか、
被災された方々や避難された方々への税務の対応にも追われ
ました。今年も確定申告の時期に職員を派遣するなど、現在
も組織を挙げての対応をしているところです。

中村：私も昨年といえば、３月の震災につきると思っていま
す。地方自治体の東京都は、３月末から７月末まで、各都税
事務所や本庁職員が一体となって避難民の受け入れや被災地
の市役所への支援に行き、私も、８泊９日で石巻市役所での
罹災証明の受付や税の対応をさせていただきました。現在は
短期派遣の形から離れ、今年の３月まで長期の派遣で岩手、
福島、仙台に職員が赴任しています。24年度も引き続き赴任
する予定です。
新居：同じように私たちも震災に始まり、東北会を全国の会
で支えようと、一年間取り組んできました。港区も、避難さ
れた方々が８月の時点で150〜160人ほどおり、11月に税金の
問題等避難者向けの無料相談会を全国規模で企画をし、大々
的に行いました。日本全国で税理士が支援をする形で、東京

●特集・新春座談会●特集・新春座談会

　出席者　馬鳥  　武 氏　麻布税務署長

　　　　　中村  信夫 氏　港都税事務所長

　　　　　新居  之昌 氏　東京税理士会麻布支部長

　　　　　坂本  章二 氏　麻布法人会長

　　司会　齋藤  竹雄　 　麻布法人会広報委員長

馬
鳥
　
武
　
麻
布
税
務
署
長

中
村
　
信
夫
　

港
都
税
事
務
所
長

新
居  

之
昌
　

東
京
税
理
士
会
麻
布
支
部
長

坂
本  

章
二
　
麻
布
法
人
会
長



あかやまぶき 2012.16 あかやまぶき 2012.1 7空腹状態で運動するよりも、適度に食事をした状態で運動した方が脂肪の燃焼は良いそうです。あれもこれも前が見えないことが多いこのごろですが、今日一日の営みの中に「光」のようなヒントがあるので
はないでしょうか。

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)

電子申告

電子申請
・届出

電子納税

　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（地方税ポータ
ルシステム）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。東京都で現在利用できる手
続は右表のとおりです。
　また、個人住民税の給与支払
報告書等の申告等が都内23区全
区で利用できるようになりまし
た。

●新会員のご紹介 交流は、企業の力。

〔平成23年10月〜11月　14法人入会〕　     　　  　　  　 麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

青2

青11

青12

麻4

麻7

麻9

麻10

六2

六2

赤5

赤5

青4

青9

青13

㈱フロンティアコンサルティング

HONA㈱

ホームプラス㈱

㈱La Cigogne

㈱フォーヴァル

㈱アウゲスビアクラブ

㈲MDN（NARUKAMI）

㈱コメール

㈱PLATFORM

㈱エイジ・エンタテインメント

㈱一龍

㈱ハッシュ

㈱ベルタ

㈱ストライク

南青山2-11-13

南青山7-1-27

北青山3-3-7

南麻布4-12-4

西麻布2-7-3

西麻布3-2-21

西麻布4-2-6

六本木3-4-33

六本木3-9-4

赤坂2-14-5

赤坂2-13-7

南青山2-23-8

南青山5-12-4

北青山3-5-25

コンサルティング

飲食業

リフォーム　不動産

飲食業

飲食業

飲食業

飲食業

飲食業

飲食業

エンタテインメント

飲食業

広告制作

美容・飲食・不動産

飲食業

5284-9196

5772-5433

6434-0633

6277-2447

6427-9728

6804-1655

5774-2777

6229-1930

3479-1995

3586-8707

3585-5278

5412-8011

3797-1154

5413-7701

10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｢中学生の税についての作文｣

税について

広尾学園中学校  ３年　清水  沙都乃

　私たちは消費税や所得税、酒税や自動車税などの税金を
普段から納めていますが、それらがどんなことに使われて
いるのかはあまり知らなかったので、今回この作文では、
税金の使い道について調べてみました。
　納められた税金は私たちが健康で安全な、しかも豊かな
環境の中で生きがいのある生活を送るために使われていま
す。たとえば、私たち中学生の身近なもので言うと、学校
などの教育施設や、机、椅子、教科書です。学校で貰った
教科書の背表紙には、「この教科書は、これからの日本を
担う皆さんへの期待をこめ、国民の税金によって無償で支
給されています。大切に使いましょう。」と書かれています。
小学生の頃は、へえ、そうなんだぐらいしか思いませんで
したが、今考えてみると、たくさんの人たちが働いて納め
た税金のおかげで私たちは勉強ができるのだから、教科書

でも何でも、もっと大切にしようと思いました。
　その他にも、私たちの生活や安全を守ってくれる警察や
消防、病院も税金によるものです。事件を未然に防ぐため
にパトロールをしてくれていたり、火事があったらすぐに
駆けつけて消火してくれたり、私たちが病気や怪我をした
時に診察してくれたりする光景は、今となっては当たり前
になってしまったけれど、それらが「当たり前」の様にな
っているのは税金のおかげなんだなと思いました。
　税金の使い道を調べたことを通じて、税金は国に納めて
いるのではなく、自分自身に納めていることであると考え
ました。なぜなら、もし誰も税金を納めなくなってしまう
と、救急車を使ったり、道案内をしてもらうだけでお金を
払わなくてはならなかったり、医療費がすべて自己負担に
なってしまったり、ごみ収集が有料になったりなど、公共
のサービスを受けるのにすべての費用を自分で負担しなけ
ればならなくなるからです。だから私は、税金を納めるこ
とは、私たちがより快適に生活する為に必要不可欠なのだ
と思いました。
　今、私たちが安心して暮らせているのは税金のおかげで
す。だからこれからは、積極的な納税者意識を持っていこ
うと思いました。

11月

●熱血先生の経営指南 �

●都税についてのお知らせ

関税などではなく金融です。証券、
保険、銀行の外資の存在がどのよ
うな形で現れてくるのか、とても
関心があるところです。
　このように先の見えない時代に、
我々がやらなければならないのは、

「備え」を怠らないことです。
　今後、２〜３年は全体的に売上が伸
びることは期待できません。そういう
時は、支出を抑えることは言うまでも
ありませんが、何より大切なのは、い
ざという時にすぐに動ける「体制」を
作っておけるかです。
　高くジャンプする場合には、一度し
ゃがまなければなりません。ただし、
そのしゃがんだ時に足に筋肉がついて
いなければ、いくら力を入れても高く
ジャンプすることはできません。
　会社で言えば、自社が今後必要とな
るであろう事項を考え、それに予定と
期限を入れて着々と準備することです。
　そこで必要になるのが年間の行動計
画と、それを月単位にした行動予定表
です。

　いよいよ2012年が始まりました。昨
年３月11日の東日本大震災の影響も、
復興や放射能問題を含めまだあとを引
きそうです。
　また、今年は、TPPの行方が気にな
るところです。これについては韓国
のFTAが今後参考になると思います。
そういう意味において、日本はアジア
の国から多くのことを学ぶ時が来たよ
うな気がします。
　昨年11月に韓国のソウルにある「韓
国ソウル地方税務士会」を訪問し、多
くのことを体験してきました。ソウル
市内のインフラの徹底した整備には感
心させられます。もはや、日本がアジ
アでナンバーワンの国でなくなってい
ることを感じました。
　TPPで気になるのは、農産物等の

　これは次のように区分して作成しま
す。
①社内関係
　マナーなどの社員教育、英会話、技

能習得などの社員研修、活性化する
ための組織の体制作り、モチベーシ
ョン向上のための新人事制度の導入
や就業規則の見直し、採用計画など

②資格、認可関係
　これが無いとすぐに仕事を受注する

ことができません。例えば派遣業、
古物商、ISO、Pマーク、各種代理
店登録など

③新技術、新商品関係
　製造業であれは素材や製造工程の見

直し、販売業であれば商品の購入経
路や販売方法など

　これらの進捗を管理してこそ、目標
を達成できるのです。

　2012年のキーワードは「即対応」つ
まりスピードが要求されます。嵐が通
り過ぎるのをじっと待っていたら、ひ
とり取り残されてしまいます。

行動計画の作成と
進捗管理
〜2012年をどう乗り切るか〜
税理士　飯島 一郎

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

＜利用手続についてのお問い合わせ＞
【　　　　　ホームページ】　http://www.eltax.jp/
【　　　　　ヘルプデスク】　0570−081459（IP電話・PHSをご利用の場合：03-5765-7234）
　　　　　　　　　　　　　月〜金 午前８時30分〜午後９時
　　　　　　　　　　　　　 （土・日・祝祭日、年末年始12/29〜1/3は除く）
＜申告内容や審査・納税についてのお問い合わせ（個人住民税を除く）＞
　【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
　（港都税事務所　０３−５５４９−３８００（代））
＊ 個人住民税についてのお問い合わせは区役所へ＊

地方税の電子申告を行うには

エルタックス 検索

○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
○法人設立・設置届出　　○異動届出
○中小企業者向け省エネ促進税制による
　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
○本税の納付　　　○見込納付
○加算金の納付　　○延滞金の納付

○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

○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

○本税の納付　○延滞金の納付
○加算金の納付

○償却資産申告

────

────

震災が教えてくれた税の使い道

山脇学園中学校  ３年Ｂ組  新堀  真緒

　2011年3月11日、未曾有の大地震が起きた。東北地方を中心的
に大きな被害を受けた。津波で全て無くなった町は道路の整備、
ライフラインの復旧など一からの町作りである。復興するため
には、費用がかかる。
　このような状況の中で、政府は復興財源をどうすべきか、話
し合っている。
　しかし、ここで一つ問題がある。国の借金が膨大であり、復
興財源を国債から捻出すると、今まで以上に借金が膨れ上がっ
てしまうのではないだろうか。国民一人あたり、七百万ともい
われる借金。しかし、復興は必要である。
　そこで、復興財源を確保するためには、消費税を引き上げるし
かないと私は考える。しかし、ただ引き上げるのではない。国
民が健康で文化的な最低限度の生活を送られるようにする物だ
けを上げずに、それ以外の物を上げるのである。例えば、食品
やガス代、水道代、電気代などの税率は上げず、洋服やアクセ
サリーなどのぜい沢品の消費税率を上げるという考えだ。そう

すれば、食生活の出費は今まで通りであり、所得が少ない人で
も安心して生活できると思う。
　東北復興が完全に終わるまでには、長い時間と人々の労力が
必要になる。そこで、やはり、消費税は有力な財源になると考
える。もし、消費税を先ほど述べたような形で引き上げて、国
民が払った消費税が復興財源の一部として、使われるとなれば、
国民の税に対する意識も変わってくるのではないだろうか。
　私は、現在、医療費の無料や教科書を無償に提供してもらっ
ているなどで恩恵を受けている立場である。そういう中で、唯
一関わりのある税金といえば、消費税である。今までは、ただ
払っているということだけで、消費税五パーセントを納めてい
るという意識はなかった。そして、何に使われ、どのような形
で社会に貢献しているのかさえも。
　納税は、国民の義務である。高度成長期から、日本は、生活
が豊かになっていくと、道路を作り、建造物を作り、便利さや
快適さを追求してきたように思う。全ては否定できないが、本
当に必要だっただろうか、というものもあるだろう。税金をそ
れらに使ってしまい、今回のような災害で十分なお金が出ない。
税金の使い方をもっと見直すべきではないだろうか。
　苦しくも、今回の大地震により、税金の使われ方を改めて、考
えるきっかけになってしまった。しかし、私たちにとっては、こ
れからの日本を考えるためには大切なことである。そして、私は、
税金の使われ方も理解できるような社会人になりたいと思う。



▪勝田哲司氏プロフィール ──────────────────────
経歴書　　　氏　　名　勝田　哲司
　　　　　　生年月日　1953年10月29日
　　　　　　最終学歴　大阪大学卒業

職務経歴　　1976年 4月　サントリー株式会社入社
　　　　　　1989年 8月　サントリー文化財団　事務局長就任
　　　　　　1997年11月　サントリー文化事業部　事業部長就任
　　　　　　2000年10月　サントリー文化事業部　事業部長兼サントリーホール館長補佐就任
　　　　　　2003年 3月　サントリーパブリシティサービス株式会社　代表取締役社長就任
　　　　　　2008年11月　指定管理者協議会　理事長就任（兼任）
　　　　　　2008年12月　株式会社SPSやまなし　代表取締役社長就任（兼任）
　　　　　　2009年 4月　サントリー美術館　支配人就任
　　　　　　2009年 9月　サントリー芸術財団　専務理事就任　現在に至る

サントリー美術館  2009年4月〜2011年3月  までの主なトピックス
2009年 9月　サントリーホールディングス㈱創業110周年記念として、サントリー美術館とサン

トリー音楽財団を統合し、音楽と美術を柱とした芸術分野の社会貢献活動を行う
　　　　　　「公益財団法人　サントリー芸術財団」（東京都港区赤坂一丁目2番地3号 赤坂見附

MTビル内 / 代表理事：堤　剛、鳥井信吾）を設立。
2010年 1月　環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001認証を取得
2010年10月　「誇り高きデザイン　鍋島」展（8月11日〜10月11日）後、1961年の開館以来、324

回の展覧会総入場者数、約506万人（美術館総入館者数は約541万1,000人）を超える
2011年 3月　「マイセン磁器の300年」展（1月8日〜3月6日）後、2007年3月のリニューアル・

オープン以来の展覧会総入場者数、約150万9千人（美術館総入館者数は約191万1
千人）を超える

　　　　　　「開館50周年記念『美を結ぶ。美をひらく。』Ⅰ〜Ⅳ」展を開催（〜12月まで）

共　　著　　『地域をつくる知恵』　（橋本徹 編著 / 学陽書房 1991年11月)
　　　　　　『開花するフィランソロピー — 日本企業の真価を問う』
　　　　　　（島田晴雄 編著 / ㈱阪急コミュニケーションズ 1993年1月）
　　　　　　『文化が地域をつくる』　（山崎正和 編著 / 学陽書房 1993年11月)
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●特集・トップインタビュー

柔軟な発想で過去と現在､未来を
美術の架け橋で繋ぐ

脈々と受け継がれる創業者の理念

　サントリーは創業以来、社会貢献活動
を行うことを社是とし、創業者鳥井信治
郎氏の『利益三分主義』を理念として時
代のニーズにあった社会貢献活動を積極
的に行ってきた。さらに二代目である佐
治敬三氏の時代にはそれが芸術分野へに
もおよび、もう一つの社是である『やっ
てみなはれ』を実践。自らの理想とする
ものに挑戦するという姿勢でサントリー
美術館が設立された。
　「当館は当初コレクションを所有して
いませんでした。そのことに対しさまざ

まな意見はありましたが、コレクション
を持っていなかったことが『企画展』を
柱にした、独自の切り口で美術品を観せ
る当館の特色になっていると思います」
と勝田氏。スタートから50年、専門家の
アドバイスを受けオープンから一つず
つコレクションを集め、現在では3000件。
国宝１件、重要文化財12件を所蔵する美
術館になっている。

サービスのかたちをビジネスに

　入社35年を迎える勝田氏は、入社以来、
創立80周年記念で設立された文化財団の
立ち上げや、文化事業部（現CSR推進本

部）、サントリーホールなど長年、文化
関連の事業に携わっている。
　サントリーホールが誕生したのは1986
年、昨年25周年を迎えた。「当時は、今
当たり前のようにあるサービスはコンサ
ートホールにはありませんでした。いわ
ゆるホスピタリティというものはなく、
音楽だけを楽しんで帰って行くだけだっ
たのだと思います。」今ではどこのホー
ルでもみかけるご案内サービスのモデル
を作ったのは、サントリーホールが初め
てだそうである。『音楽ホールを造る限
りは楽しい社交の場を提供する』という
志をもって音響はもちろん、座席、女性

トイレの数にまでこだわったという逸話
が残っている。
　「サントリーホールはお客様に高い評
価をいただいたこともあっていろいろな
ホールがそのサービスを導入するように
なりました。つまり文化施設でのサービ
スがビジネスになった最初のケースです」
　このビジネスを展開していたのが、サ
ントリーグループの一員である、サント
リーパブリシティサービス株式会社だが、
勝田氏が社長を務めていた時代には、指
定管理者事業を展開して、島根県立美術
館や山梨県立美術館などにおいて新たな
ビジネススタイルを作って軌道にのせた。
「指定管理事業は、まさにサントリーが
長年、文化事業に資材と人材を投入して
蓄積したノウハウを生かせるビジネスと
して積極的に展開しました。」

専門家とは違う視線で考える

　勝田氏は「サントリーに入社したとき、
自分がこんな仕事をするとは思ってもい
なかった。きっとビールを売りに行くの
だろう」と思っていたという。なぜなら
クラシック音楽のコンサートや展覧会等
へはほとんど行ったことがなかったから。
では仕事をするうえで、どのような視点
でみているのだろうか。
　「私は学芸員ではないので、専門家と
は違う立場でものを見ています。基本的
には学術的な裏付けや、新しい発見をみ
ていただくのは当然なのですが、せっか
くやるからには多くの方に観ていただか
ないと意味がないので、どうすれば観て
もらえるのか、観やすい展示は何かとい
うことを考えています」。さらに「企画

展示で大きなテーマをどう理解してもら
えるか、展示品だけを観ていただくので
はなく、全体のコンセプトがわかっても
らえるようなディスプレイや照明を心掛
けてもらっています」と。
　また50周年記念企画に関しても「２年
前に当館に赴任した時に、50年の集大成
とこれからの50年を考えなければと思
い、当館のコレクションを柱に４つの企
画を立てました。その中の一つヴェネチ
アン・グラスの展覧会では六本木移転を
機に新たに設けた『美を結ぶ。美をひら
く。』というミュージアムメッセージの
もと、時代、地域、民族などの垣根を越
えて「美」を結びつけたらどうなるのだ
ろうという発想をもとに企画を練りまし
た。それから２年、地震などで一時は実
現が危ぶまれましたが、無事に開催する
ことが出来ました。今回貴重な作品をお
借りしたコーニング・ガラス美術館（ア
メリカ・ニューヨーク州）は世界でも有
数のガラス美術館ですが、こういう非常
時でもご協力頂けたのは、長年にわたる
信頼関係のおかげです。」と振り返る。

2012年はチャレンジングな年に

　六本木に移転してからエデュケーショ

ンプログラムに積極的に力を入れ、小中
学生向けのワークショップも展開してい
る。昨年からは試験的に出張授業も行っ
ており、来夏には「おもしろびじゅつワ
ンダーランド」展（仮称）と題し、アナ
ログとデジタルを駆使した、大人も子供
も楽しめる展覧会を開催する予定になっ
ている。
　また「北欧の推理小説はとても面白い
ですね」と推理小説を読むことが趣味の
勝田氏。今年の11月にはフィンランドの
デザインという企画も開催予定。「海外
における『生活の中の美』はどういうも
のなのかを取りあげる展覧会です」と意
欲を語った。
　今までの方向を守りながら、柔軟な発
想で生活の中の美をコンセプトに新しい
ものに挑戦する勝田氏の今後の企画に注
目したい。
（取材：齋藤竹雄・須藤純男・M.C　　
　　　　　　　　　　文責：岡野孝子）

　2011年、サントリー美術館は開館50周年を
迎え、そして今年、次の50年に向けて新たな一
歩を踏みだす。勝田氏は1976年に入社以来、文
化関係の仕事に携わり2009年から同館の支配
人となった。伝統ある美術館を守りつつ新たな発
想を生みだす原動力は何だろうか。

サントリー美術館　支配人

勝田 哲司氏
　　　　　　　　　（かつた　てつじ）

外観　ⓒ木奥恵三

●特集・トップインタビュー

1月28日㈯から4月1日㈰まで、「大阪市立東洋陶磁美術館コレクション　悠久の光彩　東洋陶磁の美」が開催され、約140件もの名品・優品をご覧いただける

重要文化財
青磁刻花牡丹唐草文瓶
北宋時代 11-12世紀
大阪市立東洋陶磁美術館

（住友グループ寄贈／安宅コレクション）
写真撮影：三好 和義

国宝
飛青磁花生
元時代 13-14世紀
大阪市立東洋陶磁美術館

（住友グループ寄贈／安宅コレクション）
写真撮影：三好 和義

青花辰砂蓮花文壺
朝鮮時代 18世紀
大阪市立東洋陶磁美術館蔵

（安宅英一氏寄贈）
写真撮影：三好 和義

「夢に挑むコレクションの軌跡」展 （2011年3月〜5月）

4階ロビー　ⓒ木奥恵三

取材を受けられる勝田氏、運営に関して様々な視点
からのお話を伺うことができました。
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昨年の月食はご覧になりましたでしょうか？　チャンスを逃してしまった方も、また6月に部分月食を見られる
そうです。今年は辰年。十二支の中で、唯一の架空の生物です。

●税務署からのお知らせ ●できるe-Tax

　

Vol.30
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●企業訪問●企業訪問

　「お客様が気に入って使ってくれて、
何年か経てからも『設計をお願いしてよ
かった』そう言われることが、一番うれ
しいですね」

（取材：曽我禎夫・Ｍ.Ｃ
文責：神山亜由子）

お会いして話し合いを重ねました。相手
の気持ちになりきる感じでいると、『こ
の方はこういうのが好みなんだろうな』
とイメージがだんだん湧いてきます。根
気よくコミュニケーションを取り続ける
ことが、複雑な用途の設計をする時には
特に大事ですね」
　人を思いやる設計が、洗練されたデザ
インの中にも温かみを伝えている。

くらしの中にも
アンテナを張る

　アイデアは、常に考えることで浮かぶ
ものだという。
　「電車の中、散歩している時、何かの
拍子にポっとひらめき、自分の引き出し
にピピっとつながるんです。私の個性、
知識や感覚、そのフィルターを通してデ
ザインするので、施主の要望を100％取
り入れても、自ずと私のカラ
ーが建物に出るんです」
　自分らしさを持ちながらも、
一つひとつの出会いを受け入
れる柔軟さは、形を変えて大
地をめぐる水を思わせる。も
のづくりの喜びが、後からじ
わりと来ることも。

　住まいへの価値観は様々だ。自分なり
のこだわりを持つ人、安らぎを求める人
などもいる。ここジー・キューブでは、
それぞれのオーダーに合わせた、いいも
のづくりを目指している。

お互いが向き合いながら
作り出す

　事務所は、大通りからわき道に入った
静かな通りにある。青山を拠点としたの
は、ある思い出がきっかけだそう。
　「友人の結婚式があり、その後この辺
りを歩きました。雰囲気がとてもよくて、
ここに事務所を出したいと思いました
ね」
　主に住居系の設計が多く、社名には設
計事務所らしい由来がある。
　「設立当初は私と教え子３人。そこで
後藤の『Ｇ』が中心の、『３』乗、立体
という意味のキューブで、ジー・キュー
ブとしました」
　お客様のイメージを引き出し、要望に
沿うには、コミュニケーションが何より
も大事だという。
　「お寺や幼稚園を手がけた時、私達で
はわからないこともあるので、お客様と

理髪だけではない
心のこもったサービス

　理容業界は厳しい状況が続いている。
明治時代までは理容＝男性、美容＝女性
とお客様が完全に分かれていた。しかし
昨今は美容室を訪れる男性が多くなって
いる。そのような状況下で『理容室は沢
山あるけれど、疲れている時にマッサー
ジをしてくれるから、遠いけれどここに
きています』と言われるとすごく嬉しい
と語る広恵さん。
　松岡理容室にはヘッドマッサージや女
性客を対象にしたフェイシャルエステ、
シェービングのメニューもあるが、サー
ビスでマッサージやちょっとしたエステ、
パックなどを行っている。そして他店と
の一番の違いは『技術もさることながら、
つらい心、身体の疲れ、心の疲れを取っ
ていただいてお帰りいただきたい』そう
いう仕事をしていきたいという姿勢。お
店の看板には『江戸の昔より“とこやの
店”まつおか　この地で生まれ、この地
で育つ “地域の情報発信”の場として“い
やし”の場として皆様のお越しをお待ち
しております』と記されている。

（取材：須藤純男・吉田真紀子
　　　　　　　　　　文責：岡野孝子）

師が登場したのは大正から昭和の初期頃
だという。戦争などで歴史を伝える多く
の資料や鑑札、道具などが焼けてしまっ
たが、松岡理容室には今も明治時代の鑑
札など貴重なものが残っている。

両親とともに繋いだ技術と心

　戦後疎開先から戻り、昭和22年から営
業を再開し、昭和29年には従業員も増え
たため有限会社を発足させた。その後、
店舗も５軒ほどあり、多くの人を育て、
それぞれが地元へ戻りお店が持てるよう
送り出してきた、遠くは対馬で営業して
いるという。
　その頃のことを店主の松岡広恵さんは

「当時は父と母と店の方が数多くいて、
５店舗で営業をしていました。とても頑
固な父でしたが、麻布法人会の仕事に毎
日出かけていたのを覚えています。今、
支店はありませんが永い永い時間のなか
で繋がってきたと思います」と語る。
　今でも遠方からわざわざ足を運んでく
れるお客様や、四代に渡って来店される
お客様、お父様の時代からお名前を知ら
ないまま30年近く来店しているお客様も

いるという。名前を名乗るのは嫌と
いうお客様に「名前を聞いてはなら
ぬ」と言われたそうだ。
　「私たちの商売は一期一会、お疲
れをちょっとでも取って帰って行
かれればと思って仕事を続けていま
す」と、さらに「長い歴史の中で床
屋は本当に小さな職種ですけれど、
親たちも戦禍のなか頑張ったと思い
ます」と感慨深く語る。

　松岡理容室は鎌倉時代から続く理容室。
江戸時代には芝に店を構え、現在の地で
は明治から４代に渡って理容室を営んで
いる。数ある理容室のなかにあって、わ
ざわざ遠方から足を運ぶ方や、親子４代
で来店する方など、偏に歴史があるとい
う理由だけではない魅力のあるサービス
を続ける理容室だ。

代々受け継がれる理容室の歴史

　松岡理容室は一見普通の理容室だが、
鎌倉時代から続く古い歴史がある。現在
のように店舗を構え営業を開始したのは
江戸時代。それから二十何代目かとなり、
現在の場所に移った明治の初めからは４
代目となる。息子さんと娘さん、そして
98歳になるお母様で営業している松岡理
容店は代々女系家族で、ご子息は何代目
かにして生まれた男子である。お母様は
94歳まで現役、現在でも経営者としてお
店に出ている。
　まだ理容室を結髪といい美容室を髪結
いと呼んでいた時代から、明治時代まで
理髪師は男性の職業であり、女性の理髪

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

からだと心を癒し 明日の活力をもらえる理容室
有限会社 松岡理容店
港区東麻布１−12−10　☎ 03−3583−2243

人とのつながりを形にする「出会いの建築」
株式会社 ジー・キューブ設計事務所
港区南青山３−13−８　青山ブリック　☎ 03−3423−7975
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 HP http://www.g-cube.jp/

後藤 浩士
ごとう   ひろし　

1953年　東京に生まれる
1977年　早稲田大学理工学部建築学科　卒業
1980年　英国建築家協会学校(AAスクール)留学
1983年　帰国、　後藤浩士建築設計事務所開設
1987年　株式会社ジー・キューブ設計事務所開設
　　　　現在に至る

店舗外観

お店はアットホームな雰囲気 取材の際見せていただいた資料。その長い歴史が伺える

Ｓ邸（栃木県那須）

長延寺（横浜市緑区三保町）本堂

本堂内観
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参加者  30名（初参加３名）
次回  第175回大会のご案内
　　  平成24年４月４日㈬
  　　東松山カントリークラブ

社会貢献委員会　　　
●グリーンロードSIX

［11/5 六本木Tキューブ等］
　法人会からの参加者は5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。事務局・社会貢献委員含
め参加5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。
10/12『年末調整（基礎）』55名参加。
11/2   『年末調整（計算例・合計表・給報）』
          105名参加。　

●企業経営研修会
［11/29 六本木ヒルズアカデミーヒルズ］
　今回は「共通番号制度・マイナンバー
〜社会保障と税の一体改革〜」と題して
の研修会を行ない、多くの方々にご参加
をいただきました。
　講師としてお招きした法学博士の森信
茂樹先生からは、今後考えて行かなけれ
ばならない問題に関しての貴重なお話を
伺いました。

　
　
　
　
　
　
　

　

親睦委員会　
　　　　　　　　　　　　
●会員親睦バーベキュー大会

［11/2 豊洲CAFE;HAUS］
　初めての開催となったバーベキュー大
会では、50名もの方からご参加をいただ
き、また、坂本会長をはじめとする役員
の皆様や、サンエー・クラブ、ティー・
クラブからも多くのご参加をいただきま
した。

●第174回ゴルフ大会
［11/30 東松山カントリークラブ］

　今年度最後のコンペは見事、佐藤氏が
優勝の栄誉に輝きました。

税務・研修委員会

●決算法人説明会
［11/14 麻布税務署］

［12/2 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
つき解説しました。11月33名、12月103名
参加。

●新設法人説明会
［10/6、11/10、12/6 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
解説しました。10月3名、11月9名、12月
8名参加。

●法人税申告書作成研修会（入門編）
［11/21・22 麻布税務署］

　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
して実務演習を行ないました。２日間の
開催で、合計99名が参加されました。２
月は初級編です。

●●法人会の活動〈10〜12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 ●麻布街角物語●事務局から●編集後記

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 次号3月号では、24年度税制改正を特集予定です。次号

予告

　六本木ヒルズが間近に見える元麻布２丁目
にある。私有地なので入れませんが、駐車場
の端から覗けるその池は、江戸時代、五千石
の旗本山崎主税助治正の屋敷内にあった。「火
消しのがま」伝説として今も残る。
　ある日、家来が屋敷内の夜回り中、池の主
の大がまに殺される。憤慨した治正が、がま
退治を決意したその夜、がまが白衣の老人に
なって夢枕に現れた。罪を深く詫び今後、当
家を火難から守ることを誓い、その後、高台
下の古川岸に火災が起こり周辺が大火となっ
た時、大がまが現れ池の水を屋敷にかけ火災
から守った。
　住民の保護活動もあり、豊かな水をたたえ
美しい自然の中に残る池。麻布歴史散策に歩
いてみませんか。

広報委員　吉田真紀子

◎事務局から◎

◆年会費の早期納入にご協力を
　年会費は会活動の資金源です。請求書に基づいてお忘れ
なくお振込みください。

◆口座振替による会費納入のお願い
　ご希望の方は事務局までご連絡下さい。

◆移転・休廃業その他変更点が生じたら
　お早めにご連絡ください。退会手続きをしていただきま
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、格付情報照会サービス）にはユーザー名とパスワード
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
番号が必要です。ご利用の際は事務局までお問い合わせ下さい。

◆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、各種情報をご
覧いただけます。ログインにはユーザー名とパスワードが必要で
す。また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
にもパスワードが必要となります。ご利用の際は事務局までお問
い合わせ下さい。

　昨年ほど多くの想定外の出来事
に見舞われた年はなかったのでは
ないでしょうか。

　３月11日に起こった震度7の東日本大震災により、多く
の町が壊滅的な被害を受けるのを目の当たりにさせられま
した。東京電力の福島第一原発の事故においては、今に至
ってもその対応に明確な道筋は見えてきません。９月３日
の台風でも多くの町が土石流にのまれてしまいました。都
市部ではほとんど全線の鉄道が麻痺し、朝方まで帰宅難民

の長い列は消えることはありませんでした。
　一方、経済の行く末も想定外の要素が浮かび上がりまし
た。ヨーロッパでは、ギリシャをはじめ数カ国の財政不安
が露呈し、我が国は想定外の円高という厳しい現実にさら
されました。
　本年は辰年であります。累積した諸問題をバネにして、
登龍の如し飛躍を法人会の皆様と共に送れるよう、心より
祈年いたします。　　　

広報委員　大橋茂

32

がま池

▲東京都港区教育
委員会の「がま池」
の説明看板

▶マンション裏手、パ
ーキング奥から、フェ
ンス越しに見ることが
できる「がま池」。

Ｂ.Ｇ　坂本＝74　
Ｎ.Ｐ　江川・後藤・片岡・後藤・江川・浦山(隆)・
　　　 浦山(祐)・江川

11/30

優勝

２位

３位

氏　名

佐藤　俊夫

出川　淳子

後藤　　浩

法人名

㈱東京合同鑑定事務所

㈱ワーカース

㈱ニューごとう

Ｇ

101

103

74

Ｈ

36

36

5

Ｎ

65

67

69

参加者は皆熱心に講義に耳を傾ける

ベテラン税理士による講義

会は大変盛会となりました

研修会は毎回大人気です

活発な質疑応答の一幕

爽快な汗をかいて、六本木地域の美化に貢献



 

＝お知らせ＝
2月14日　18：00〜　正しいポーズでキレイな内蔵
　　　　　　　　　　「アットホームヨガ」開催
　人に見えない内面〜心と内蔵〜から磨いて、さらにワ
ンランク上の女性をめざしませんか？

大人の女性も楽しめる“シルク・ドゥ・ソレイユ ZED”
　おそらく他の皆様も参加されたかったでしょうに震災
の影響も大きいのでしょうか？25名定員のところ17名の
参加でした。
　始めにホテルミラ
コスタ内のイタリア
ンレストランでショ
ーを見ながら優雅に
お食事を頂きました。
　眠くなったらどう
しましょう…と思いましたが、ショーの素晴らしさにド
ンドン引き込まれ時間が経つのが早く感じられました。
　会場は満席、年内までの公演でタイムリーな企画で好
かったと思います。（^^ ♪
　その後シー・ランド・帰宅組に別れ、私達５人はシー
にくまのキャラクター‘ダッフィーとシェリーメイ’を
買いに走りました。店内では爆発的に売れており、混雑
していました。「ココでしか買えない」となると、心理
的に益々欲しくなるのでしょう。私達がどの位買ったか
は、ヒ ミ ツ です。　　　　　　　　　　　　（Ｍ．Ｃ）
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）
感動と共感は、如何に創造するのか！！

　あけましておめでとうございます。本年もサンエー・クラ
ブを宜しくお願いいたします。
　さて、昨年の12月８日に勉強会を開催致しました。講師は、
あの多くの感動を生んだＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の監督
である大友啓史さんです。当日は、多くの参加者に恵まれ、
外は寒いながら先生のエネルギッシュなご講演のおかげで熱
い勉強会にすることができました。
　監督が作品を作成す
る際に、視聴者を感動
させようとして作成す
ると、とたんにその作
品は面白くないものに
なってしまうそうです。
　一方、俳優達がアク
ションをせずにセリフ
のみで進める作品よりも、俳優自身の体全体を使って感情を
表現した作品の方が、多くの視聴者にその思いが伝わり共感
を呼びます。
　監督が自分の作品をスタッフと細部まで作り込んでいく過
程で、登場人物の実在をリアルに感じとれる状態まで辿り着
くと、監督自身がそのリアルさを実感して感動する瞬間があ
るそうです。その感動のポイントは、視聴者が感動するポイ
ントとは異なるかもしれません。しかし、監督自身が感動し、
そこまで作品を作りこんでいるからこそ、視聴者にも作品に
対する思いや感動が伝わり、共感を生んでいくのです。
　共に作品を作り出していく俳優、スタッフそして監督、彼
ら一人一人がプロとして主体的に動くことで一つの作品とし
て昇華していく。その結果として、人を感動させる大友作品
が生み出されるのです。

（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） 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。～2010年11月

研　　　修 月　　　日 会　　　場 内　　　容

源泉部会
（源泉所得税研修会）

新設法人説明会

決算法人説明会

法人税申告書作成研修会
（初級編）

新会員交流会

調査部法人研修会

第14回ボウリング大会

会員募集中。会費無料。
１月「サラリーマンの確定申告」
２月「誤りやすい事例」
３月「非居住者所得の取り扱い」

対象は新設法人。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。

対象は決算を迎える法人。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。

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。要申込。講師は麻布税務署
担当官。11月入門編の続編。

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

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。

法人会会員お一人様3,500円
詳細はチラシ参照

1/24　14:00〜16:00

2/14　14:00〜16:00

3/13　14:00〜16:00

2/9 　 13:30〜16:00

2/7　  13:30〜16:00

3/16　  9:30〜12:00
　　　  13:30〜16:00

2/13　10:00〜16:00

2/17　　　 未　定

2/21　15:00〜17:00

2/9  　18:00〜21:00

麻布税務署会議室
赤坂区民センター４Ｆ
第１会議室
赤坂区民センター４Ｆ
第１会議室

赤坂区民センター４Ｆ
第１会議室

赤坂区民センター４Ｆ
第１会議室
赤坂区民センター3Ｆ
区民ホール

（午前と午後は同内容）

石垣記念ホール

明治記念館

国際文化会館

品川プリンスホテル
ボウリングセンター


