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平成24年4月1日より　
社団法人 麻布法人会は

｢公益社団法人 麻布法人会｣へ
生まれ変わります

　　　　
　平成24年１月26日、東京都公益認定等審議会は石原慎太郎都知事に対し、社団
法人麻布法人会は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成18年法律第50号）第100条に規定する認定の基準に適合すると認め
るのが相当である。」と答申しました。
　この答申により、３月22日認定書の交付、４月１日より公益社団法人麻布法人
会へ移行する予定です。

この季節、雑草も可愛らしい花を咲かせていますね。大好きな、おおきぬのふぐり。先金千葉で「星の瞳」と言
われていることを知りました。素敵な名前ですね。

●公益認定に関してのお知らせ

10　税務署からのお知らせ
11　連載  できるe-Tax�
12　連載  企業訪問　㈱エムエスピー
13　連載  企業訪問　㈱アンゼン・パックス
14　法人会の活動［1〜2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、女性部会、行事日程

２　総会のご案内
３　公益認定に関してのお知らせ、震災対策セミナー
4　平成24年度税制改正大綱
6　新会員のご紹介（平成23年12〜平成24年1月）
　　連載  熱血先生の経営指南�
7　都税事務所からのお知らせ
8　トップインタビュー  Lance E. Lee氏（東京アメリカンクラブ）

●総会のご案内

●震災対策セミナー

日　　時　平成24年５月18日（金）
　　　　　　1. 総　会　午後４時00分〜午後５時30分
　　　　　　2. 懇親会　午後５時45分〜午後７時15分
会　　場　明治記念館（港区元赤坂2−2−23　電話 03−3403−1171）
会　　費　お一人様 8,000円（懇親会参加者のみ、事前振込にて承ります）

上記は変更になる可能性がございます。
詳細は別途郵送にてご案内をお送りいたします。

震災対策セミナーお申込みについて
　３月８日開催の震災対策セミナーに関しまして、この度は数多くの皆様よりお
申込みををいただきありがとうございました。
　予想を遙かに超える反響をいただき、折角のお申込みにもかかわらず、やむな
く参加をお断りさせていただきました皆様に深くお詫び申し上げます。
　今後の研修会の際には、皆様にご参加いただけるよう務めるとともに、充実し
た内容の研修会をご案内して参りたいと存じます。

平成20年12月の法律施行より会議・研修会を重ねてまいりました。
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●平成24年度税制改正大綱●平成24年度税制改正大綱
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＜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（PHS・IP電話をご利用の場合：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・納税こ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　

（港都税事務所　03−5549−3800（代））

◦東京都では、23区内の事業所税について、eLTAX（地方税ポ
ータルシステム）を利用した電子申告及び電子申請・届出の受
付を行っています。また、eLTAXにより電子申告を行ってい
る場合、電子納税による納付も可能です。ぜひご利用ください。

◦ご利用手続きについて、詳しくはeLTAXのホームページをご
覧いただくか、ヘルプデスクまでお問い合わせください。

【　　　　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）

先日の雪も、溶けない溶けないと思っていたらいつの間にか無くなっていました。春の訪れを感じます。スマートフォン。やっぱり最初は難しいですね。

　　車税が課税され、トラブルの原因となります。
◇廃車等で自動車を使わなくなったとき：速やかに抹消登録
　を行って＜ださい。
　★抹消登録を行わないと、廃車したはずの車に自動車税が
　　課税され、トラブルの原因となります。
【お問い合わせ先】
都税総合事務センター自動車税課課税係　0570−064−171

（PHS・IP電話をご利用の場合　03−5985−7811）

電子申告等の受付を行っています。
　東京都で現在利用できる手続は下表のとおりです。

　自動車税は毎年４月１日午前０時現在、車検証に記載され
ている所有者（割賦販売の場合は使用者）の方に課税されます。
　自動車を譲渡したり、廃車した場合は、登録変更の手続き
が必要です。お早めに、管轄の運輸支局または自動車検査登
録事務所で変更手続きを行ってください。
◇自動車を譲渡したとき：平成24年３月30日㈮までに登録
　名義人の変更手続きを行ってください。
　★名義変更手続きを行わないと、手放したはずの車に自動

　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

　平成23年12月31日現在、次の要件に該当する方は、申
告納付が必要です。

※このほか、以下の場合にも、申告が必要です。
　▪前年に納税義務があった場合
　▪事業所等の合計床面積が800㎡を超える場合または
　　合計従業者数が80人を超える場合

●都税事務所からのお知らせ●新会員のご紹介 交流は、企業の力。

〔平成23年12月〜平成24年１月　12法人入会〕　    　  　 　　　　　麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山

六１            

六12          

赤６              

赤21           

青６              

青12            

青13            

麻４              

麻12           

六４            

赤１              

管外

㈶日本情報経済社会推進協会                                

㈱ライフガイド                                            

ナイスジャパン㈱                                         

㈱コンテンツ・シティ                                      

㈱スマイルリンク                                          

㈱メビウス                                                

㈱Florist Suto                                

麻布東京デンタルクリニック                                  

麻布タカノ㈱                                             

サイマルマーケッツ㈱                                     

(公財)笹川スポーツ財団                                      

㈱ビルドシステム

六本木１－９－９

六本木７－17－22

赤坂２－２－17

元赤坂１－４－21

南青山４－１－12

北青山３－２－５

南青山３－８－13

港区南麻布４－12－25

港区東麻布１－８－12

港区六本木４－１－28

港区赤坂１－12－32

港区白金３－11－12

財団法人・社団法人  

広告

ソフト開発          

各種コンサルタント

そば、うどん        

医療関連サ－ビス

生花・花卉・鉢物      

歯科                

珈琲その他の飲食料品卸売

電気・通信機械器具  

財団法人・社団法人  

建築工事

5860-7553           

3475-2745           

6234-8700           

6804-3064           

5414-6297           

5786-0168           

3401-7101           

5422-7518           

3585-2233           

3568-7335           

5545-3301           

5789-2977

12月

1月

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

●熱血先生の経営指南 �

自動車の登録変更はお済みですか？

〜個人事業者の方へ〜

事業所税(23区内)の申告納付期限は3月15日(木)です

便利な電子申告・電子納税等をご利用下さい！

　区　分　　 　　　　要　　　件

資　産　割　　23区内の事業所等の合計床面積が
　　　　　　　1,000㎡を超える場合

従 業 者 割　　23区内の合計従業者数が
　　　　　　　100人を超える場合

エルタックス 検索

電子申告

電子申請
・届出

電子納税

法人事業税・地方法人特別税・法人都民税

○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　　など

○本税の納付　　　○延滞金の納付
○加算金の納付　　○見込納付

事業所税（23区）

○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

固定資産税
（償却資産）（23区内）

○償却資産申告

───────

───────

エルタックス 検索

eLTAX イメージキャラクター
エルレンジャー

　さらに、一人の就業者が物やサービ
スの付加価値を生んだかを示す「労働
生産性」は、先進７か国で最下位（１
位フランス、２位アメリカ）です。さ
らに、有給休暇消費率は24ヵ国中最下
位です。
　つまり、休暇がとれないほど忙しく
働いているのに利益が出せない状態と
いうことになります。
　これを打開するには、高度な効率が
要求されます。人材教育に力を入れ、
事業の動線の見直しを図り、新たなＩ
Ｔ導入も視野に入れ、また、アウトソ
ーシングの検討も行い、ムリ・ムダ・
ムラを無くす仕組みを考えなければな
りません。
　「今までと同じではダメなんだ」と
いう意識をまず経営者が持ち、自らが
実行しなければ何も変えることができ
ません。

　理想的過ぎるかも知れませんが、社
員全員が一人二役をこなせ、毎日早く
帰宅できる仕組みを作ることが肝要で
す。

　と言うことは､この20年間､GDP
は上がっていなかったのです。こ
の上がっていないことを「失われ
た」と言っていたことになります。
　ちなみに、GDP（国内総生産）

とは、国内で一定期間に生産された財
やサービスの付加価値の合計を言いま
す。これは、国の経済の規模を示します。
　この付加価値とは、財やサービスの
生産額から生産するために要した費用
を差し引いたもの、すなわち、「売上−
仕入」＝「粗利（あらり）」です。
　また、この仕入の７割は人件費が占
めているので、GDPが増加するという
ことは給与が増えることになります。
　実際には「民需(消費＋投資)＋政府
支出＋貿易収支（輸出−輸入）」とな
ります。消費（家計の支出）はGDPの
55％を占め、投資はGDPの15％を占め
ています。
　そうしますと、昇給がないのは当た
り前、また、31年ぶりの貿易赤字もこ
のGDPに影響しますので、今後の見通
しも上がるとは考えにくいことになり
ます。

　連日、新聞・テレビで報道されてい
るように欧州各国の財政問題が危機
的状況です。国債の格下げの可能性や、
財政規律の強化のための新条約を巡る
今後の各国政府・議会の対応の行方は
注意が必要です。
　この財政危機問題は、次は日本の番
だとの見方もできます。
　ところで、みなさんの多くは「失わ
れた20年」という言葉を聞いたあるい
は使ったことがあると思います。でも、

「失われた20年」とは、何が失われた
のでしょうか？（意外と知られていま
せん。）
　実は、これはGDPの数値を指して言
っています。
　つまり、1991年のGDPは「469.12兆
円」であるのに対し、その20年後の
2011年のGDPも「469.12兆円」（全く一
緒）だったのです。

真の効率を考える
〜失われた20年を参考にして〜
税理士　飯島 一郎



▪ランス・リー氏プロフィール ─────────────────
カリフォルニア州ロサンゼルス出身。1974年来日。既婚・息子4人。
IGCジャパン有限会社を設立および所有。子ども達に“I CAN”体操
として知られる自信をつけさせるプログラムを提供。米空軍での任務
を終えた後、東京の様々なインターナショナルスクールで教師として
スタート。東京アメリカンクラブでは1998年に入会以来、クラブ内
の多くの委員会の会員として積極的に活動し、理事会員および理事会
副会長を務める。2008年に第34代会長に就任。趣味は親業、映画、
重量挙げ、写真。
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●特集・トップインタビュー

日本から学んだ内面をみる心、
思いやりの精神を世界に発信

会員がリラックスしながら情報交換し、
良い刺激を受けられる場所

　東京アメリカンクラブは1928年に在日
アメリカ人と日本人のための会員制社
交クラブとして設立された。現在3500人、
50カ国の会員が在籍、日本人40％、アメ
リカ人30％、残り30％はその他の国籍を
持つ人で構成される。
　クラブは委員会制度を通して会員によ
って運営され、会長は理事会員17人の意
見を聞き、意見をまとめて会員に発表す
る役割を持つ。会長職は１期２年間で２
期まで在任可で、リー氏は2008年に会長
に就任した。
　一時移転した高輪の仮施設で１期目の
２年間を、2011年建替えオープンし再び

麻布に戻り２期目を務めている。
　リー氏は新しくなった施設について「ア
メリカのマンションのようにとても居心
地の良い建物。日本とアメリカの雰囲気
がミックスされていてよく考えられてい
ると思う。とてもリラックスできる」と。
　東京アメリカンクラブについては「こ
のクラブはメンバー同士がとても仲が良
く、誰とでも話しやすい。まるで自宅の
リビングに居るようにくつろげて、他の
クラブとはちょっとイメージが違い、こ
この雰囲気は特別。また、メンバーは活
動的な人が多く、世界中を巡っていて新
しい刺激を与えてくれるので、今も将来
も変化していく下地があるところ」と語
る。

日本でビジネスができることに感謝

　東京アメリカンクラブは日本と長い友
好関係にあり、様々な社会貢献や地域サ
ービスを行っている。毎年お盆に開催す
る盆踊り大会には施設を開放、昨年の東
日本大震災の時には音楽フェスティバル
を開き募金を集め寄付を行った。
　リー氏は「社会貢献をするのは、私た
ちがクラブの運営や日本でのビジネスで、
日本から多くのことをしてもらっている
ことに常に感謝の気持ちを持っているか
ら。震災の時、日本の人々の冷静な行動
はとてもすばらしいと思った。ただニュ
ースではあまり報道していない。私たち
は思いやりや人間性など日本の良さを理
解しメンバーに伝えて行きたいと思う」。

『できると思ったらできる』の精神

　リー氏はアフリカ系アメリカ人として
初めて2003年在日米国商工会議所会頭に
就任、東京アメリカンクラブも同様の就
任だった。
　名誉ある経験を持つリー氏は医療関係
の会社のほか、現在は経験を活かし、子
どもたちに体操競技を教えるスポーツク
ラブを経営している。クラスの名前は“I 
Can Gymnastics（自分は体操競技ができ
る）”。これは子どもたちに自信を植えつ
けるためのクラスで、『できると思った
らできる。できないと思ったらできない』
という精神を、単純ではあるが教えてい
るという。
　「私は東京アメリカンクラブの任期が
終わったらもう少し自分の仕事に注力し
ていきたいと思っている。世の中は、わ
りと『できない、できない』というトー
ンが強いなか、『自分たちはできる』と
いうことを教えていきたい」とリー氏。

物にまで敬意を表する日本に驚き

　日本に住んで30年以上、『震災時の日
本人の冷静な行動がすばらしかった』と
語ったリー氏からみた日本はどんなとこ
ろなのだろうか。「日本は200年間鎖国し
ていたことで、独自の文化や奥ゆかしさ
などが築きあげられ、開国後もその精神
に敬意をはらう気持ちが引き継がれてい
ることはすばらしいと思う。ただ自分の
意見をみんなの前ではっきり言うことは
ほとんどない。自分の考えははっきり言
うべきだと思う」とリー氏。
　また「日本はお金について賢く、サー
ビス業の質の高さは最高だと思う。さら
には、以前、体操競技をしていた時、競
技の終了後『ありがとう』と使用した器
具に頭を下げるという、物に対してまで
敬意を表する精神には驚いたが、すばら
しいとも思った。だから日本人はもっと、
先頭に立ってリードしなくてはいけない
し、言うべきことは言わないといけない
と思う」と。

自分の人生はほとんど日本

　長年日本に住むリー氏が、初来日した
とき食べた不味いお寿司の話や、日体大
時代の話、体調管理の話、家族で大好き
な温泉旅行に行ったことなど様々な話題
を語るなかで、「私は日本で自分ができ
ること、自分に誇りを持つことを教えて
もらったと思う。日本人は外見よりもそ
の奥にある内面を見ようとする、そうい
うところが好き。国籍などではなく、個々
の人間性が大切で、自分が日本人だ、ア
メリカ人だと言っていたら、今の自分が
やっていることはできなかったと思う。
どの国の人であろうが中から外に醸しだ
すものが大切だと思う」と語り、「日本
が自分に対して本当に良くしてくれたの
で、これから日本に恩返しをしていきた
い」と笑顔で語った。
　　　　（取材：齋藤竹雄・吉田真紀子
　　　　　文責：岡野孝子）

　会員3500人、50カ国のメンバーが集う東京
アメリカンクラブの会長を務めるランス・リー氏。
2003年度には在日米国商工会議所会頭を務め
るなど、名声ある経営者でもある。笑顔がとても
印象的なリー氏、在日30年余、こよなく日本を
愛するその理由は。

東京アメリカンクラブ  会長

ランス・リー氏
　　　　　　　　　 （Lance Lee）

「メインエントランス」
改築費1億5,000万ドル、床面積2千平方メートルの建物の出現は10年以上の歳月をかけ
た計画と建設のクライマックスとなった。世界的に有名なアメリカの建築事務所、ぺリ・ク
ラーク・ぺリによるデザインで、多くの会員からなる活気に満ちた国際コミュニティの理想
的なホームとなっている。

●特集・トップインタビュー

リー氏と取材陣

「スカイプール」
クラブの屋上には宝石のように輝くガラスのドーム型のプールが設置され、
東京の新しいランドマークに。25メートルで6レーンがあり、全年齢、全
レベルを対象とした水中プログラムが充実し、通年で楽しめる。

「デカンタ」
ロサンゼルスとニューヨークをほうふつとさせる、遊び心いっぱいの斬新なレ
ストラン。素晴らしいアメリカ料理と5,000本以上のワインがそろう。

「ウィンターガーデン」
アメリカの大きな家のように威厳とくつろぎ感を兼ね備え、快適かつ隠れ家的
な多目的リビングルーム。クラブの新施設が会員に提供する多彩な環境のうち、
豊かさを表す一例である。

「レインボーカフェ」
明るくリラックスした雰囲気で､子供連れの家族にクラシックなアメリカ料理､ヘ
ルシー料理、日替わり料理など、カルフォルニアをベースとしたメニューを提供。

「チャイルドケア」
クラブで最年少の会員である子供たち（3ヶ月から7歳まで）を安全かつ刺激的
な環境の中でケア。寝室、おもちゃ、ゲーム、子供向けビデオがそろい、行き届
いたケアが提供される。

取材・翻訳協力：㈱エァクレーレン　東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル　　お問い合わせ：03-3586-4454（代表）
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●できるe-Tax●税務署からのお知らせ

自動車製造各社からスポーツカーの発表、発売がよく聞かれます。復権なるか。取調室のカツ丼は実費。

　

Vol.31

− 税に関する情報は国税庁ホームページヘ　www.nta.go.jp −

振替納付日について

平成23年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。

平成24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57年４月２日から平成３年４月１日生まれの者
　　　　　　　　　　　２　平成３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25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　方　法　　人事院ホームページ上の申込専用アドレス
　　　　　　　　　　　（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）をご利用ください

◇　申 込 受 付 期 間　　４月２日（月）〜４月12日（木）  〔インターネット申込〕

◇　試　　験　　日　　第１次試験　６月10日（日）
　　　　　　　　　　　第２次試験　７月17日（火）〜７月24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23年分の所得税の確定申告

平成23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24年４月20日（金）

平成24年４月25日（水）
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●企業訪問

それまでは考えられなかった画期的なパ
ッケージとして広がった。
　さらにパッケージのデザインにも力を
入れ企画室も立ち上げた。
　勇氏は「パッケージは少し変わった業
界で、それぞれの業種にその分野に特化
したパッケージ屋さんがあるのです。弊
社では95％がお菓子、特化することで長
らく商売ができた。ただ最近は少し事情
が変わってきて、インターネットなどで
小ロットの既製品パッケージが買えるよ
うになってきた、そこで数年前に『スタ
イルパッケージング』という通販のサイ
トを立ち上げました」と語る。

経験を活かし、
さらなるチャレンジ

　1987年社名を『株式会社アンゼン・パ
ックス』と変更。当時学生だった勇氏が
未来への発展を込めて付けたという。
　近年はパッケージの製造・デザインの
ほか、ネットワークを活かし、日本国内、
米国シアトル、中国での菓子業界のコン
サルティング事業にも力を入れている。
　また、長年培ってきた全てのノウハウ
を活かし店舗のデザインやディスプレイ
の企画・製作、さらにはコクヨファニチ
ャー株式会社との共同事業『老舗リ・ブ
ランディングプロジェクト』や、有名百
貨店催事場で老舗和菓子店「とらや」と
全国にある羊羹を一堂に集めたユニーク
な企画展を提案するなど菓子業界の伝統
の継承と発展のため奔走している。
　旅行が好きという勇氏は「地方の文化

　アンゼン・パックスは今年創業80周
年を迎えるパッケージ会社。創業者の尾
関勇吉氏は和菓子職人の経験を活かしア
ルミ箔を使った羊羹の密封容器を開発し、
パッケージ会社を設立した。創業時から
菓子業界のパッケージの発展を牽引し、

『文化の香るパッケージづくり』を理念
に新しいステージへの挑戦を続けている。

パッケージの開発は
菓子を愛する気持ち

　尾関勇社長の祖父、創業者の勇吉氏の
時代、甘い羊羹は保存食として重宝され
ていた。その頃羊羹は竹の皮で包むとい
う包装が普通だった。竹の殺菌効果で２
週間位の保存が可能だが、周りが乾燥し
砂糖の結晶でバリバリになってしまった
という。
　そこで勇吉氏は当時出まわりはじめた
アルミ箔と紙を貼り合わせ、それで羊羹
を包み、ロウで留めて密封することを考
えた。これを筒状の袋にしてそこに熱い
羊羹をながし、熱いうちに密封すること
で、さらに糖度が高まりカビが発生しな
い。この時代は食品にカビが生えて、病
気に罹り死に至ることも多かったため、
この包装を使えば『安全です』という意
味も込め社名を安全アルミ容器製造所と
した。

菓子に特化し時代の要望を
いち早く体現

　臨戦時代に羊羹は補給物資として大き
な役割を果たし、さらに高度成長期には、
お土産として数多く出荷される
様になり、同社も業務を拡大し
ていった。
　時代が移り1983年、現会長の
武男氏が、東京・明治神宮外苑
で行われた全国菓子大博覧会に、
上生菓子を個包装できる『ルミ
アカップ』を出展。この包装は
今でこそ当たり前だが、カップ
に入れることで、菓子の乾燥や
カビを防ぎ、冷凍もできるなど、

を作るようにしています」
　自分の中の勘が働く時は、素直に動い
てみる。そしてチャンスをつかんだら次
に続くよう努力して、常に人脈を築いて
きた。
　「私の生き方や仕事の姿勢がスタッフ
に伝わると、同じようにマンパワーを出
してスピーディに動いてくれます。自分
に厳しくしないと、誰もついてこないと
思いますね」
　人材派遣会社のもつシステムとマンツ
ーマンのお世話、両方のよさを活かした
結婚相談業の新しい形を作りながら、今
後も「婚活」を力強くサポートしたいと
前向きだ。
　　　　　　　  （取材：C. M、後藤浩
　　　　　　　　  文責：神山亜由子）

が大好き。都会とは違う文化がある」と
いう。「ただ最近はどこにいっても同じ
風景なのが残念。お菓子屋さんが駅前の
一等地に残っているところや伊勢のおか
げ横町など独特な雰囲気を持っていると
ころ、地元で文化を継いで看板を張って
頑張っているところへ行くのが好き」と
語る。
　同社には長年に渡って作っているカレ
ンダーがある。そこには文化を大切にす
るお菓子屋さんの商売には欠かせない六
輝六曜や催し、伝統・文化、先人の知恵
とともにパッケージの原点、米俵や苞の
お話も掲載されている。羊羹に代表され
るようにパッケージがあって初めて商品
として完成するものが沢山あるという。
今後も経験を活かしさらなる文化香るパ
ッケージづくりに挑む。
　　　　（取材：曽我禎夫、吉田真紀子
　　　　　文責：岡野孝子）

業界専門のコンサルタントとして商品の
在庫管理や顧客づくり、店員の接客指導
まで、経営の立て直しを図る。

相手を思いやる人助けが
本業に

　人材派遣とは別に、代表自らが立ち上
げた結婚相談所は今年で３年目になる。
　「日本のいわゆる婚活難民は、約50万
人以上と言われています。結婚できない
人が大勢いるので、『結婚してもらいた
い』という強い思いで始めました。過去
にボランティアで、成婚までのサポー
トを約30組させていただいたこともあり、
結婚相談業は入りやすい分野でしたね」
　もともと世話好きで、困っている人を
見ると何とかしてあげたくなるという。
今では人と人とを結ぶプロの仲人として、
様々なメディアに出演している。それで
も、地道なポスティングから始まっての
今日であり、猛暑の中を汗だくになって
６千枚配ったこともあった。

　「エステサロン、美
容院、宝石店、ドレス
店等で知り合った方々
が、ちらしをお店に置
いてくださり、会員さ
んを何人か紹介してい
ただいたところからス
タートしました。私は
人とのつながりを大事
に考えていて、何かし
ら行動を起こしたらそ
こで必ずコミュニティ

　多くの日本人が、人との絆について考
えるきっかけとなったあの３月の震災以
降、人生を見つめ直す人や、結婚という
確かなつながりを持ちたいと願う人など
が増えたという。ここでは職業紹介・人
材派遣業、結婚相談業を通じて、たくさ
んの縁を生み出している。　

スタッフと共に
心がけていること

　「私達の仕事は人を派遣することです。
ＭＳＰの社名には３つの企業理念を盛り
込んでいます。人の力が大事なので、マ
ンパワーという意味の『Ｍ』。またどの
ような仕事でも、スピードと決断力がな
いと間に合わない。即、人を送り込む。即、
売上をつくり出す。といったスピーディ
の『Ｓ』。そしてパフォーマンスの『Ｐ』。
心で思っているだけでは伝わらないから、
必ず表現することを大切にしています」
　販売代行業としても対応し、アパレル

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

●企業訪問

積極的なコミュニケーションでつなぐ縁
株式会社 エムエスピー
渋谷区神宮前３−１−24  ソフトタウン青山612号　☎ 03−5772−7145
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 HP  http://marrymeweb.com/

ユニークな発想力と積み重ねたノウハウで顧客の頼れるパートナーに
株式会社 アンゼン・パックス
港区東麻布２−15−２　☎ 03−3585−0052
　　　　　　　　　　　 HP  http://www.anzenpax.com

植草 美幸
うえくさ　みゆき

尾関　勇
おぜき　いさむ

アパレル人材派遣 株式会社エムエスピー代表取
締役、青山の結婚相談所「マリーミー」代表・仲
人。約17年の人材派遣業で培ったコーディネート
力とボランティアで約20組のカップルを成婚させ
てきた実績を活かし、2009年に結婚相談所マリー
ミーをスタート。わずか2年あまりで成婚率60％
という業界トップクラスの成果を挙げ、2011年7
月からはテレビ東京系列でナイナイ岡村隆史氏の
婚活を応援する仲人としても出演している。番組
での歯に衣着せない発言から「愛情溢れる毒舌仲
人」と紹介されおり、マリーミー設立3年目にし
て高い成婚率を記録している理由でもある。2012
年3月には初の著書を出版予定。

㈱アンゼン・パックス代表取締役社長
1966年　東京生まれ　立教大学 社会学部卒
1989年　広告代理店 株式会社I&S(現I&S BBDO）
　　　　入社。主に営業畑、マーケティング畑で
　　　　経験を積む
1992年12月　現在の㈱アンゼン・パックス入社
2006年　社団法人東京青年会議所港区委員長
2010年6月より現職

楽しみながら一緒にお相手探しをサポート結婚への夢が膨らむ明るいサロン トータルデザインプロデュース事例（京都の老舗和菓子店） 伝統ある羊羹用パッケージ類。国内一のラインナップを誇る。
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方との交流も生まれ、参加された皆様は
実りのある時間を過ごされたようです。

源泉部会(源泉所得税研修会)　　　　
［1/24 麻布税務署］

［2/14 赤坂区民センター]
　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。
1/24『サラリーマンの確定申告』
　　　14名参加。
2/14『誤りやすい事例』20名参加。

　
　
　
　
　
　

　
【お詫びと訂正】
　前回の会報（平成24年1月号）にて、
第174回ゴルフ大会のスコアに誤りがあ
りましたので、以下の通り訂正させてい
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。

●会員親睦ボウリング大会
［2/9 品川プリンスホテル］

　今回で14回目を迎えた好評のボウリン
グ大会が、60名もの参加者を迎え盛大に
開催されました。ゲーム後の懇親会・表
彰式では、高得点者だけでなく、参加者
全員に協賛各社からの賞品をお送り致し
ました。次回は平成25年２月開催予定で
す。
　

広報委員会　　　　　　　　　　　　　
●取材活動
　広報誌「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・発行を行なっています。

　
　

会員増強委員会

●新会員交流会
［2/17 明治記念館］

　平成20年度から23年度までの麻布法人
会新入会員を対象とした交流会を開催
致しました。第１部では自らも23年度の
新入会員であるLe Guide㈱の渡辺先生に

「知ってて良かった相続税」という演題
でご講演いただき、第２部ではお茶とお
菓子を食べながらの名刺交換会を行ない
ました。
　普段あまり接する機会のない異業種の

税務・研修委員会　
●決算法人説明会

[2/7 赤坂区民センター第１会議室］
　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。44名参加。

●新設法人説明会
［2/9 赤坂区民センター第１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。11名参加。

●法人税申告書作成研修会（初級編）
［2/13 石垣記念ホール]

　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。80名参加。

親睦委員会　　　　　　　　　　　　　
●会員向け生活習慣病健康診断

［こどもの城］
　㈶全日本労働福祉協会のご協力により、
法人会会員向け有料検診を実施しました。
今回は、24名の会員企業の皆様からお申
込みをいただきました。次回検診は24年
７月に実施予定です。

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 次回の会報は5月号の「あかやまぶきNEWS」をお届けいたします。次号

予告

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

　最近では生活インフラと言う言葉をよく聞くようになっ
た。巷では電気・水道・ガスをはじめ、それらに関連した
設備等と一応に理解していた。少々気になったので意味を
調べてみた、インフラとは「インフラストラクチャーの略
語で、国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設
を指す。」と記されてある。大まかには合ってはいるが、少々
複雑な心境になる。
　さてはともかく、六本木交差点より麻布十番につながる
坂「芋洗い坂」にひっそり佇む郵便ポストが実は昔から有
るのをご存じだろうか。
　今のように電子メールが無く、郵便が全盛だった時代は、
生活インフラの一つとしてポストは無くては困る存在であ
った。
　六本木ヒルズ、東京ミッドタウンと様々な開発が行われ
る現在、この郵便ポストを見ると最近はやりの「ド・根性
○○」ではないが、なぜか「頑張れ！」といった気持にさ
せられる。
　いつの時代もこの場所で六本木を見守っていってほしい。

広報委員会　後藤浩

◎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。
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芋洗い坂

●●法人会の活動〈１〜２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

今回も沢山の方にご参加をいただきました

大変な盛会となりました

研修会は毎回大人気です

東京アメリカンクラブ会長
Lance E.Lee氏へのインタビュー

実践的なカリキュラムで人気の研修会

　未曾有の震災から早くも一年が経ちました。
　なかなか復興の方向が定まらない。
　地元では國の指針が決まらないために復興に向けた青写真が描けずにいる。　　　　
　ガレキが片付けられた今も復興の土音が聞こえないという。
　そんな中、仙台北法人会宮城支部長の田中氏に面談した。
　造園業を営む田中氏は少しでも元気を与えられればと仙台駅前に花を植え続けている。
　月に数回は東京に来て復興についての折衝をしているがなかなか話が進まないようだ。
　麻布法人会でもどのような貢献が出来るか考えたいものです。
　皆さんのお知恵をお貸し下さい。　　　　　　　　　　　　 （広報委員長　斎藤竹雄）

Ｂ.Ｇ　後藤＝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



「山本由美先生のクリスマスリース作り」12月８日

　参加者27名で、ティー・クラブ平成23年最後の企画、
クリスマスリース作りが開催されました。講師は様々な
メディアでご活躍されている山本由美先生にご指導いた
だきました。
　参加者の皆さんは真
剣に取り組み、もうと
にかくリース作りに夢
中。そんな空気が会場
にみなぎっているので
した。あっという間に
それぞれ個性豊かなリ
ースが完成し、出来あがった「マイリース」と素敵な笑
顔で、写真撮影となり大満足でした。

　ひき続き懇
親会となり、
おいしいワイ
ンとお食事で
楽しい一時を
過ごすことが
できました。
（吉田真紀子）
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）

租税教室開催！

　２月７日に南青山の青南小学校の６年生３クラス100
名を対象とした租税教室を実施致しました。
　税金の大切さや
税金がどのように
社会と関わってい
るのかを、パネル
を使い出来るだけ
わかりやすく、こ
どもたちとコミュ
ニケーションを取
りながら、税金を通して皆で支え合うことや助け合うこ
との大切さを伝えました。
　授業の最後には「１億円を見たことありますか？」と、
実際に１億円(の､レプリカ)を一人ずつ持ってもらい､10

㎏の重さを体
感したこども
たちの、驚き
の顔や笑顔で
租税教室を終
了することが
できました。
（三嶋宏俊）

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。～2012年5月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

震災対策セミナー

決算法人説明会

新設法人説明会

献血活動

定員につきご応募は締め切らせていただき
ました。沢山のご応募ありがとうございま
した。

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。

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。

詳細はＨＰでお知らせさせていただきます
ので、ご協力お待ちしております。

3/8　 14:30〜16:30

3/16　 9:30〜12:00
　　　 13:30〜16:00

4/11  13:30〜16:00

4/9    10:00〜16:00
(休憩  11:00〜12:15)

4/12  13:30〜16:00

六本木ヒルズ
　アカデミーヒルズ
　タワーホール49F

赤坂区民センター３F
区民ホール

（午前と午後は同内容）

麻布税務署別棟会議室

東京ミッドタウンタワー
（B1・ミッドタウンホール）

麻布税務署別棟会議室


