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懇親会は和やかなムードに包まれる

　懇親会では、終始和やかな雰囲気で来場者間の交流
が深められました。新会員のご紹介も行なわれ、盛会
のうちに閉幕となりました。

平成24年度の事業計画・収支予算を報告

　去る５月18日16時00分より、第１回通常総会が明治
記念館（東京都港区元赤坂）に於いて、会員110社の
ご出席と、15名の来賓各位のご臨席を賜り開催されま
した。定款14条に基づき、議長坂本会長の議事進行の
もと、全議案が原案どおり承認可決されました。
　麻布法人会は平成24年４月１日、新法人の設立登記
をおこない、「公益社団法人麻布法人会」として生ま
れ変わりました。
　当会は、「法人会の基本的指針」に則り、納税意識
の向上、会員の研鑽、社会への貢献を図り、公益法人
としての使命を達成するため、組織的な事業活動を展
開することとなりました。
　また、公益社団法人への移行を契機に法人会の本来
の目的・使命を再確認し、事業活動においては、原点
である「税」に関する活動の充実を図るとともに、法
人会活動の更なる活性化のため、会員増強及び会財政
の健全化への対応に一層力を注ぎ、諸施策に取り組ん
で参ります。

●第１回通常総会

12　連載  企業訪問　㈱コングエイト
13　震災セミナーを終えて
　　都税事務所からのお知らせ
14　法人会の活動［5〜6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　全法連・東法連による功労者表彰のご報告
３　第１回通常総会
７　新会員のご紹介（平成24年4〜5月）
　　連載  熱血先生の経営指南�
８　トップインタビュー  岡村秀雄氏（岡村多聞堂）

10　税務署からのお知らせ 　　　※承認された第１回通常総会議案書は、ホームページ上に掲載しておりますが、
　　　　議案書をご希望の方、その他お問い合わせは事務局までご連絡ください。

新会員のご紹介。会活動での活躍が期待されます

坂本会長によるご挨拶

全法連
功労者表彰

東法連
功労者表彰

東法連
会員増強表彰

坂本　章二
会長

時枝　紀子
副会長

中村　正志
理事

岩上　義明
常任理事

坂本　章二　会長

稲葉　秀一　副会長

懸田　健一　常任理事

額賀真理子　理事

高橋　一壽　青年部会役員

　上部団体である㈳東京法人会連合会の第34回通常総会（５月29日・明治記念館）の後に
感謝状及び記念品贈呈式が行なわれました。当会の受賞者は次の通りです。

（敬称略・役職は授彰決定時のものです）

公益社団法人化初の総会。
麻布法人会の新たなる門出。
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科　目 金　額 科　目 金　額

科　目 金　額

総会次第
１．開会
２．会長あいさつ
３．議長選出
４．定足数の確認
５．議事録署名人の選定
６．議事
　　第１号議案　平成23年度事業報告承認の件
　　第２号議案　平成23年度収支決算報告承認
　　　　　　　　の件（監査報告）
７．報告事項
　　理事会承認事項
　　　①平成24年度事業計画
　　　②平成24年度収支予算　
８．来賓祝辞
９．閉会

●第１回通常総会●第１回通常総会

【第２号議案　平成23年度収支決算報告承認の件】

【第１号議案　平成23年度事業報告承認の件】

１．任期満了に伴う役員改選
２．会員数の移動状況
３．会議の開催
４．研修会等の開催
５．社会貢献活動
６．親睦事業
７．特殊事業
８．サンエー・クラブの諸活動
９．ティー・クラブの諸活動
10．広報その他の活動
11．納税表彰、感謝状贈呈

貸借対照表
［平成24年３月31日現在］

公益社団法人 麻布法人会　　　　　　　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　２．固定資産

　　(1）基本財産

　　(2）特定資産

　　(3）その他固定資産

　　固定資産合計

　　資産合計

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　２．固定負債

　　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　１．一般正味財産

　負債および正味財産合計

　　
　25,014,478

　　
　5,000,000

　107,139,600
　30,720,809

　142,860,409
　167,874,887

　　
　　　881,671
　　4,139,600

　5,021,271
　　

　162,853,616
　167,874,887

正味財産増減計算書
［平成23年４月１日〜平成24年３月31日］

公益社団法人 麻布法人会　　　　　　　　（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1）経常収益

　　　　基本財産運用益

　　　　特定資産運用益

　　　　受取会費

　　　　事業収益

　　　　受取補助金等

　　　　受取負担金

　　　　雑収益

　　　経常収益計

　　(2）経常費用

　　　　事業費

　　　　管理費

　　　経常費用計

　　当期経常増減額

　２．経常外増減の部

　　(1）経常外収益

　　(2）経常外費用

　　　　法人税等

　　　経常外費用計

　　当期経常外増減額

　　当期一般正味財産増減額

　　一般正味財産期首残高

　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　受取補助金等

　　　一般正味財産への振替額

　　当期指定正味財産増減額

　　指定正味財産期首残高

　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

　

　

　

1,504

31,024

42,915,800

5,106,324

16,518,300

1,206,300

2,799,857

68,579,109

　

28,564,786

41,477,870

70,042,656

△1,463,547

　

0

　

131,200

131,200

△131,200

△1,594,747

164,448,363

162,853,616

　

15,008,900

△15,008,900

0

0

0

162,853,616

収支計算書
［平成23年４月１日〜平成24年３月31日］

公益社団法人 麻布法人会　　　　　　　　（単位：円）

Ⅰ　事業活動収支の部

　１．事業活動収入

　　　基本財産運用収入

　　　特定資産運用収入

　　　受取会費

　　　事業収入

　　　受取補助金等

　　　受取負担金

　　　雑収入

　　事業活動収入計

　２．事業活動支出

　　　事業費

　　　管理費支出

　　事業活動支出計

　　事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　２．投資活動支出

　　(1）固定資産取得支出

　　(2）特定資産取得支出

　　投資活動支出計

　　投資活動収支差額

　当期収支差額

　前期繰越収支差額

　次期繰越収支差額

1,504

31,024

42,915,800

5,106,324

16,518,300

1,206,300

2,799,857

68,579,109

　

28,564,786

40,986,330

69,551,116

△972,007

　

0

　

219,514

1,551,400

1,770,914

△1,770,914

△2,742,921

26,875,664

24,132,743

報告を行う綱川財務委員長

報告を行う椎津総務委員長 麻布税務署馬鳥署長よりのご祝辞



7あかやまぶき 2012.7あかやまぶき 2012.76 雨の日も、お気に入りの傘やレインブーツで楽しく。こういった姿勢も大事に。今年も土用の丑の日が近づいてきました。土用丑の日と言えば鰻。鰻と梅干は食い合わせが悪いとされています
が、科学的根拠はなく、贅沢を戒めるために生まれた迷信だという説もあります。

●第１回通常総会 ●新会員のご紹介

〔平成24年4月〜5月　７法人入会〕　     　　  　　  　 　   　　　　　　

㈱ThyssenKrupp Otto                      

クリアウォーター㈱                                       

ウエルコーポレーション㈱                                 

㈱ライブカンパニー                                        

小林物産㈱                                               

ネヴァーストップ㈱                                        

㈱Lapis

港区赤坂4−15−1                                        

港区赤坂4−13−5                                        

港区南麻布4−12−25                                    

港区赤坂1−9−15                                        

港区東麻布3−3−12                                      

港区赤坂8−12−25                                      

港区南青山2−2−15

鉄鋼製造            

その他の小売

不動産管理          

人材派遣・職業紹介  

その他の卸売

番組・ＣＭ制作編集  

その他の小売

3587-4113           

3560-9031           

5739-1763           

5575-0561           

3586-2071           

6434-0151           

6903-7159

4月

5月

法　人　名 住所（東京都港区） 業　　　　種 電　話（03） 入会

交流は、企業の力。

●熱血先生の経営指南 �

けに手厚いサービスを実施しま
した。
　顧客を虜にした具体的なサー
ビスを紹介しましょう。
①　電球１個の交換もトンデ行
　きます！

②　エコポイントの手続きのお手伝
いもします！

③　録画予約もします。高齢者には
難しい録画予約やリモコン操作、
今日のドラマの番組予約もトンデ
いきます！

④　冷蔵庫が壊れたら、修理の前に、
クーラーボックスに氷を入れて、
エアコンが
壊れたら扇
風機を持っ
てトンデ行
きます！

⑤　頼まれれ
ば、営業車
で駅まで送ります！

⑥　頼まれれば、簡単な水回りの修
理もやります！

⑦　頼まれれば、部屋の中の模様替
えのタンスの移動もお手伝いしま
す！

⑧　頼まれれば、“ペットのえさや
り”“庭の水まき”“留守の見回り”

　東京都町田市に「でんかのヤマグ
チ」という町の電気屋さんがありま
す。
　しかしこの電気屋さんは、なんと
粗利益38％を達成しています。しか
も１店舗のみで年間売上高16億円と
いう考えられない数字を挙げており
ます。社員一人あたりの売上高は約
2,727万円（一般の電気店の平均は
1,975万円）と752万円もパーヘッド
も多いのです。
　東京都町田市は、家電量販店が10
店舗以上密集している激戦区です。
とても価格競争で勝てるわけがあり
ません。
　そこで、決断したのが徹底した顧
客の絞込みと過剰なまでのサービス
です。
　当初30,000件あった顧客を13,000
件まで絞込み、顧客別、商品別のお
得意様カードを作成し、お客様の電
化製品購入履歴をデータベース化し

（他店購入の物も含め）、優良顧客だ

もやります！
　また、店内では、両替OK、駐車
場の解放、トイレの解放、店内電話
利用OK、救急箱、地域の詳細地図
観覧サービス、AED設置、店内コ
ーヒーサービス、雨の日の傘貸し、
雨の日のささやか券発行（100円の
金券）などなど。
　一方、本来の業務でも、安心５年
保証、全メーカー修理、即日配達、
即日修理訪問、ご結婚寿価格などを
実施しています。
　「遠くの親戚よりも近くのヤマグ
チ」と言われる御用聞きスタイルと

「かゆい所に手が届く」ではなく「か
ゆくなる前に手が届く」サービスを
心掛けています。
　その結果、顧客はあえて定価で電
化製品を買うのです。ちなみにでん
かのヤマグチの販売価額は、あるプ
ラズマテレビを例にとると、価格
.comと比較して２倍以上高い場合
があります。
　「裏サービス」と称して不効率な
ことをしているように見えますが、
この不効率な行動こそ高付加価値な
サービスを提供していると言えます。

「損して得とれ」と「急がば回れ」
を有言実行していると言えます。

でんかのヤマグチが
安売りをしないわけ
〜顧客の絞込みと管理、
　　そして裏サービス〜
税理士　飯島 一郎

【理事会承認事項①　平成24年度事業計画】

平成24年度事業計画
［平成24年４月１日〜平成25年３月31日］

Ⅰ　重点事項
　１．納税意識の向上と税知識の普及に資するための

施策の推進
　２．税制に関する調査研究と要望活動の推進
　３．組織の充実・強化
　４．研修の充実と経営支援活動の推進
　５．広報活動の推進
　６．福利厚生制度の拡充
　７．社会貢献活動の推進
　８．青年部会・女性部会活動の充実
　９．関係外部機関との連絡協調
　10．組織の整備

Ⅱ　事業計画の内容
　１．総務委員会関係
　　　各種会議等の充実と、あわせて支部長・委員長

会議の定着を図り、会運営の活性化に努める。
　２．財務委員会関係
　　　収支予算、決算および資産の管理など
　３．会員増強委員会関係
　　　会員増強委員会を充実させ、支部長および支部

役員と連絡協調をとり効果的な増強運動の展開を
図るとともに、会員の退会防止に努める。

　４．税務・研修委員会関係
　　　税制に関して、会員企業からきめ細かい意見情

報の収集に努め、法人企業に強く反映する要望意
見をとりまとめる。

　５．広報委員会関係
　　　会員に役立つ情報を迅速に提供し、かつ親しみ

やすく魅力ある広報誌作りに努める。
　６．親睦委員会関係
　　　会員同士の親睦を図ると共に法人会への求心力

をより高めるため各種親睦行事を充実させる。
　７．社会貢献委員会関係　
　　　今年度も更に社会に貢献できる活動を継続実施

して行くことに努める。また、今後新たな貢献活
動も模索して行く。

　８．活性化特別委員会
　　　法人会活性化のための施策を検討・推進する。

【理事会承認事項②　平成24年度収支予算】

収支予算書
［平成24年４月１日〜平成25年３月31日］

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅰ　事業活動収支の部

　１．事業活動収入

　　①基本財産運用収入

　　②特定資産運用収入

　　③会費収入

　　④事業収入

　　⑤補助金等収入

　　⑥負担金収入　

　　⑦雑収入

　　経常収益計

　２．事業活動支出

　　①税知識普及目的事業支出

　　②納税意識高揚目的事業支出

　　③税制・税務に関する調査研究、
　　　提言目的事業支出

　　④地域企業の健全な発展目的事
　　　業支出

　　⑤地域社会への貢献目的事業支出

　　⑥会員交流目的事業支出

　　⑦会員福利厚生等目的事業支出

　　⑧管理費

　　事業活動支出計

　　事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　　　基本財産取崩収入

　　投資活動収入計

　２．投資活動支出

　　　退職給付引当資産取得支出

　　　周年事業積立支出

　　　会館建設積立支出

　　投資活動支出計

　　投資活動収支差額

　当期収支差額

　前期繰越収支差額

　次期繰越収支差額

　

　

─

30,000

40,839,600

8,320,000

15,861,800

576,000

60,000

65,687,400

　

23,646,962

9,707,241

1,966,641

5,480,799

5,696,113

21,200,354

2,134,372

6,498,640

76,331,122

△10,643,722

　

　

5,000,000

5,000,000

　

1,220,050

500,000

500,000

2,220,050

2,779,950

△7,863,772

24,132,743

16,268,971



あかやまぶき 2012.78 あかやまぶき 2012.7 9

●特集・トップインタビュー

伝統を重んじながら美術品を演出、
作品と建物を新しい感性でつなぐ

建築まで含めた美と空間の演出を
美術額装を通して提案

　祖父の辰雄氏は、当時、生活様式が変
化し、日本家屋から現代の建物へと移行
するなかで「その中に飾られる美術品も
様式を変えねば美しくない」という理念
を持ち、床の間のない現代建築の中に日
本画を飾ることを、日本で最初に試みた
日本画額装の第一人者である。
　また、父の孝三郎氏はフランスとイタ
リアで修行し「修復」の技術を取得。帰
国後は、長年培った技術と西洋の技術を
合わせ、有名画家の作品や国会議事堂の
壁面の修復、数多くの額装を手がけた。
さらには港区の伝統工芸士にも認定され
ている。

多聞堂らしさと額装の基本を引き継ぐ

　秀雄氏は、幼少の頃から「この仕事を
やるのだろう」と何となく思っていたと

いう。大学を卒業し、父に付いて実家で
修行をすることとなり、作る作業からデ
ザインアシスタントなどを経て腕を磨い
てきた。多い時は1日でかなりの枚数の
デザインを描くため、『どういうデザイ
ンが多聞堂らしいか』ということも頭に
入ったという。では、実際にどのように
デザインを決めているのだろうか。
　「画商や作家から絵をお預かりして、
その絵を観てどういう額装にするかを決
めて作っていくのが、うちのスタイルで
す。だから出来上がった額縁は一つとし
て同じものはありません。また、デザイ
ンはお任せの場合もありますし、作家の

要望を取り入れ相談しながら作る事もあ
ります」。さらに「絵をそのまま飾るの
と額縁し完成された装飾品として飾るの
とではまったく印象が違ってきます。額
縁は目立ちすぎても目立たなすぎてもダ
メです。これは額縁を作るうえでの鍵に
なると思います。高級レストランに行く
のにTシャツとジーンズでは行きません
よね。ちょうど人間と洋服の関係のよう
なものです。」と。また普段から様々な
ものに目を向けている。なかでも建物は、
素材の組み合わせや材料などのインスピ
レーションが湧き、デザインのヒントに
なることも多いという。

伝統と現代の感性を融合

　現在、額縁には木、漆、金箔、金泥、
ステンレスなどが使われているが、今で
はポピュラーになっているステンレスを
日本画に最初に取り入れたのは、祖父の
辰雄氏。先々代の時代から伝統を生かし
つつ新しいことを行っていく試みは、秀
雄氏にもしっかり受け継がれている。
　「日本画は西洋画と違いとても繊細。
だから、あまりデコラティブなデザイン
にはしません。また、今の日本の住宅や
新しいビルを考えても、西洋画に多い彫
刻の額縁が合う所はなかなかありません。
最近ではアクリルガラスなど現代の建物
に合うような素材も使っています」。
　また秀雄氏がデザインを担当するよう
になってからは、パソコンでCGを作りお
客様がより具体的にイメージできるよう
な提案を行っている。「ウチらしいデザ
インを提案していく中でお客様の希望も
取り入れながら納得したモノを作ること
を心がけております」と。

伝統を受け継ぎながら新しい提案を

　三代目を継ぐことにプレッシャーはな
かったのだろうか。
　「プレッシャーはありましたが、やり
始めてからはなくなりました。２年前に
父が亡くなりましたが、４年くらい前か
らはほとんどの仕事を私がやっていた
ので、そこでかなり自覚も出てきまし

た。一時期、別なものを作ってみようか
と思ったこともありましたが、今は特化
したものを作ることが強みではないかと
思います。額縁だけではなく人形台や屏
風、壁画なども手がけますが、家具とか
他の分野へ手を広げることは考えていま
せん」と語る。
　また今後について「日本画というと、
一般的には伝統的で古いイメージがある
のですが、やはり時代とともにかなり変
わってきています。ただ、まだ名画を所
有するお客様はご年配の方が多いので、
新しい感覚をすぐ受け入れるということ
は難しいと思っていますが、古き良き物
と新しい感覚をミックスし、日本画と
日々変化している新しい建物とを結ぶ額
装を提案できれば良いと思います。それ
から絵画のより良い保管方法についても
考えています」と。「昔から保管には桐
箱一番。桐箱に入れればカビが発生しな
いと思いがちですが、絵を入れる時の環
境がとても重要で、湿気の多い時期に扱
うと湿気も中に密封されカビが発生して
しまいます。今は良い素材がいろいろ出
ていますので、より良い保管方法のアド
バイスや、提案は額装をやっている私た
ちの仕事の一つと考えています。修復す
る前にオリジナル作品をそのまま所蔵す
ることは重要なことですから」と語った。
  先代たちの志を受け継ぎながらオリジ
ナリティーをプラスし美術品を演出する
秀雄氏の活躍に注目したい。
　　　　（取材：齋藤竹雄・須藤純男
　　　　　文責：岡野孝子）

　昭和5年の創業以来、祖父の岡村辰雄氏、父
の岡村孝三郎氏は宮内庁を始め、能楽堂や美
術館、大使館の額装、屏風など数多くを製作、
その卓越した技術と信頼で確固たる地位を築
いてきた。三代目の岡村秀雄氏は古き良き物
を残し、時代にあった額装を製作している。

岡村多聞堂

岡村 秀雄氏

●特集・トップインタビュー

取材に臨む岡村氏。額装に対しての
熱い思いを語っていただきました。

▪岡村秀雄氏プロフィール ────────────────
東京都生まれ。玉川大学文学科を卒業後岡村多聞堂に入社。
東山魁夷、高山辰雄、奥田元宋などの額装を製作。
国会議事堂、大阪の四天王寺などの絵画修復も手がける。
祖父 辰雄、父 孝三郎と培ってきたデザインや技術といった伝
統を守りつつ、時代に合った額装をつくることを心がけている。
テレビ東京「匠の肖像」に出演。

横山大観「霊峰富士」取り付け作業（汐留・日本テレビタワー、平成15年４月）

廊下には、数多くの収蔵品が並ぶ

広い工房では、どんな作業にも対応できそうだ

ビル街の一角なのを忘れてしまう工房の風景

初代・岡村辰雄氏
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マツダのディーゼルエンジン搭載車の販売が好調のようです。クルマを操る楽しさと環境への配慮を両立した渾
身の一作だそうで、詳細を見るとつい私も欲しくなってきてしまいました。

間もなくロンドンオリンピックが開幕します。今回も活躍が期待される競泳のマイケル・フェルプス（アメリカ）
は、１日に10,000キロカロリーを超えるほどの食事をしているそうです。ものすごい練習量なのでしょうね。

●税務署からのお知らせ●税務署からのお知らせ



あかやまぶき 2012.7 13あかやまぶき 2012.712 一眼レフカメラを持っても写真が上手くなるわけではない。だが良い写真を撮ろうという意思はある。

き、プログラム、役割、リハーサル等皆で精力的に活動をつ
づけました。このように開催に行き着くまで、後援をいただ
いた港区様、協賛・協力をいただいた森ビル株式会社様、株
式会社テレビ朝日様、㈳芝法人会様、東京商工会議所港支部
様、献身的な活動をしていただいた麻布法人会税務・研修委
員会の皆様、麻布法人会事務局の方々、その他多くの方々の
ご協力を頂きました。本当にありがとうございました。心よ
り感謝申し上げます。このセミナーを通し、ボランティアの
尊さ、人の輪の大切さ、そして人々の合わせた力の偉大さを
強く感じました。そしてこの力が地震を阻むほどの大きなエ
ネルギーとなることを心より願っております。
　セミナーが始まると400名の聴衆は講師の話に飲みこまれ
るように吸い込まれ真剣に聴き入っているようでした。この
セミナーの内容が家庭に、企業に、そして社会に役立つ事を
確信でき、責任者としてこのセミナーを開催して良かったと
思えた瞬間でした。皆で力を合わせた事がこのように社会に
貢献でき本当に喜ばしいことだと思います。
　今後も麻布法人会税務・研修委員会は港区に、日本に、有
意義な情報を発信し続けたいと思っております。どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

　皆様震災対策セミナーにご参加いただきありがとうござい
ました。
　震災対策セミナー参加募集開始前は果たして400名集まる
のだろうかと、心配でした。しかし、予想以上の反響で、地
震に対する関心の深さが窺えました。地震国日本にとって緊
急時の対策ほど大事なものはありません。昨年の東日本大震
災から１年以上経ちますが、幸か不幸か、小さい地震は止ま
ず私たちから大災害の記憶を忘れさせないでいます。この大
震災を忘れることなく、普段から関心を持ち自分で身を守る
震災対策こそが重要だと思います。
　当初このセミナーの関心度の予想が難しく定員を400名に設
定し、企画を進めてきました。一般広告し参加募集開始直後
よりかなりの反響で、すぐに定員になり、多くの方にお断り
をしなければならなくなってしまいました。本当に申し訳な
く思っております。折角申し込みをいただきながらお断りを
しなければならなかった方々には心よりお詫び申し上げます。
　麻布法人会税務・研修委員会は何か月も前から議論をし、
開催日の３月８日に向け準備をしてきました。セミナー会場
の設定はやはり港区管内であるべきでしょうと、また地震時
に関心がある建物内、ということで六本木ヒルズに決まりま
した。そして会場予約、人数、段取り等の打ち合わせが森ビ
ル様との間で始まりました。並行してプログラムの調整で、
港区様、森ビル様、そしてテレビ朝日様にはアナウンサーの
ご協力をお願いし打ち合わせを重ねました。また芝法人会

様、東京商工会議所港支
部様に動員のご協力をお
願いいたしました。その
間に講師との内容の打ち
合わせと奔走いたしまし
た。それらをまとめなが
ら臨時委員会を何回か開

●都税事務所からのお知らせ

●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

え食べさせればいいのではなく、食べ物
の中身を見極めることが大事ですね」

日頃の習慣から｢予防介護｣を

　日本では今、人と同じく犬の高齢化が
進む一方で、犬の介護に対する想像がつ
かない飼い主が多いという。そこで、具
体的なケアのしかたを学ぶセミナーを定
期的に開催している。
　「介護が軽くなるような育て方、高齢
になっても元気に生きるための生活が犬
にも必要です。例えば、オーラルケアを
することで大きな病気を予防したり、散
歩をさせることは筋肉を強くし、臭いを
嗅いで脳を活性化させるなど、外部から
の刺激を受けていると、老いを遅らせる
ことができます。また人間の子供と同様、
しつけをして社会性を養うことは、犬を
飼う上での最低限のマナーです」
　愛犬は共に生きる「パートナー」とし
て接するという考えが、日本にはまだ定
着していないように感じる。セミナーと
いう交流の機会を通して犬のことを学び

つつ、「愛玩犬」から「パートナー」
へと、飼い主の意識が変わるきっか
けができればとの思いがある。

犬は飼い主を映す鏡

　「本来犬は飼い主に忠実で、私た
ちの気持ちを理解してくれます。全
ては犬の問題ではなく、飼い主の意
識しだいです。飼い主の意識や知識
不足は、犬には不幸であることが多

　犬を飼う人、または飼いたい願望を持
つ人は増えても、犬とはどういう生き物
か理解がないために起こる問題もある。
こちらの会社では、飼い主の様々な問い
合わせに対応している。

きっかけは
愛犬への思いやりから

　「私自身が犬と暮らす中で感じていた、
知りたいことや不便さが解消されればと
思い、愛犬に関する総合事業を設立しま
した。主に犬の介護、しつけ、栄養管理
などの専門スタッフによる出張サービス
を中心に展開しています」
　中でも食事については、添加物や保存
料等が入っていない厳選したフードを販
売している。
　「発芽玄米を主に、複数の雑穀で作っ
たフードや哺乳動物に必須とされる酵素
のサプリメントは大変人気があり、これ
らは私たち人間も食べられることが基本
です。食生活から体調の悪い犬が見受け
られることが多いので、ドッグフードさ

いのです。加えて飼い主の生活の充実が
愛犬の幸せに繋がること、つまり鏡であ
ります」
　飼い主が愛犬について理解を深め、お
互いに寄り添い、幸せに生きることが望
まれる。
　　　（取材：曽我禎夫、吉田真紀子　
　　　　文責：神山亜由子）

飼い主目線で犬とのくらしをサポートする
株式会社 コングエイト
港区六本木４−８−７  六本木三河台ビル7F　☎ 03−6864−8611
　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 HP  http://aiken-c.com/

清水 康成
しみず　やすなり

輸入自動車のディーラーを経て人材派遣会社にて
約20年勤務し、営業のトップも務める。愛犬と
触れ合う中で、犬のトータルケアを行っている企
業がないことに危機感を抱き、2011年1月、㈱
コングエイトを設立。トレーニングや介護士など
のエキスパートの出張をはじめ、「こだわりのフ
ード」を集めた通販など、子犬から高齢犬までを
トータルにケアし、飼い主の悩みや不安をワンス
トップで解決する ｢愛犬コンシェルジュ｣ と銘打
ったサービスを展開中。

介護士がマッサージケア中、気持ちよくて寝ています。 こだわりフード

エキスパートによる勉強会

指定の玩具の名前を言って、取らせる「脳トレ」実施中

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)

　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ください。
　港都税事務所　03−5549−3800

＜耐震化のための建替え＞
減免対象
昭和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
での間に、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
減免の期間と額
新築後新たに課税される年度から３年度分について居住
部分の固定資産税・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）

＜耐震化のための改修＞
減免対象
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日までの間に、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

減免の期間と額
改修工事完了日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

公益社団法人 麻布法人会　税務・研修委員会
委員長　後藤 浩士

講演風景（六本木ヒルズ内アカデミーヒルズタワーホール）

受付には沢山のボランティアの皆様に
ご協力を頂きました
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社会貢献委員会　　　　　　　　　　
●震災復興支援事業

［6/17、6/18 仙台市］
　先の東日本大震災で被災した仙台市若
林区の仮設住宅に、仙台北法人会を通じ
てプランターと植物の苗を寄贈致しまし
た。社会貢献委員を中心に13名が参加。

源泉部会　　　　　　　　　　　　　
●源泉部会研修会

［5/24 麻布税務署］
　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が開催されました。
今回のテーマは「公的年金制度はどのよ
うに変わるか」46名が参加されました。

ゴルフ同好会　　　　　　　　　　　　
●第175回ゴルフ大会

［4/4 東松山カントリークラブ］
　今年度初のコンペは見事、坂本部会長
が優勝の栄誉に輝きました。
参加者　26名（内初参加２名）

●簿記講習会（全5回）
 ［5/10〜24 麻布法人会事務局］

　実務入門コース（基本日程：火・木曜
夜間）では、13名参加。講師は、東京税
理士会麻布支部の豊田晴彦先生。次回は
11月に開催予定。

●源泉所得税研修会（基礎講座）
［6/6、6/7 麻布税務署］

　麻布税務署担当官を講師に、源泉徴収
事務制度の概要、給与・賞与にかかる源
泉徴収事務、退職金・報酬料金にかかる
源泉徴収事務につき解説。２日間開催し、
合計102名参加。

●改正税法説明会
［6/27 赤坂区民センターホール］

　麻布税務署担当官を講師に、今年度の
税制改正の内容とその取扱いについて解
説。午前と午後の2回が開催され、多く
の皆様にご参加をいただきました。

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。
　

総務委員会　　　　　　　　　　    　
●第1回通常総会

［5/18 明治記念館］
　会員法人110社のご臨席のもと盛大に
開催され、総会後の懇親会では、会員間
の親睦を深められたようです。

税務・研修委員会

●新設法人説明会
［5/9、6/13 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。５月25名、６月13名参加。

　
　
　
　
　
　
　
　
●決算法人説明会

［5/10、6/14 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。５月43名、６月61
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

多くの方が受講されました（5月）

Ｂ.Ｇ　坂本＝77　
Ｎ.Ｐ　坂本・武田・上井・下條・杉山・杉山・杉山

4/4

優勝

２位

３位

氏　名

坂本　章二

杉山　公一

武田　　昇

法人名

シグマリアルエステート㈱

㈱エムオーシー

㈱バンブー
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77

83

101
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5

10

27

N

72

73

74

麻布税務署新署長インタビュー、トップインタビュー　他次号
予告

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

　東京の中心、いや日本の中心でもある港区は、日々変貌し
続けている。その港区で生まれ育ち現在も住居をかまえてい
るが、最近青春時代を過ごした景色を思い出すことがある。
　天現寺から西麻布の交差点あたりまでの外苑西通りは、通
学の折毎日かよっていた道である。現在は交通量の多い幅の
広い道路となっているが、当時はそこに都電専用の線路が敷
かれ（写真右上）、道はと言えば人ひとり通るのがやっとの
ものであった。
　この界隈の旧町名は、「笄町」と「霞町」と言われていた。
その交差点を左に行くと「高樹町」、右に曲がると「材木町」、
直進すると「竜土町」である。現在は、「西麻布３丁目…４
丁目…」と少々味気がない。
　昭和39年の東京オリンピック開催に向けて開発が進み、品
川駅から四谷三丁目間を走っていた都電は姿を消し、整備さ
れた現在（写真右下）の道路に変わったのである。
　懐古主義的に昔は良かったと言うつもりはないが、港区が
他の町に先駆けて職住が一体となった豊かな町であって欲し
いと切に思う。

広報委員　大橋　茂

◎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。

34

笄町（こうがいちょう）

笄町都電専用軌道（昭和34年）

西麻布交差点（平成24年）

　今回の震災対策セミナーには、
多くの方々にご参加頂きました。

首都直下型地震で起こる災害は、津波ではなく、建物
倒壊と火災がメインであり、安全な場所を確保した上
で、その場から動かない事が重要との事でした。また、
多数の帰宅難民が出る為、飲料水や非常食の備蓄が大

切です。
　地震はいつ襲ってくるか予測できない恐さがありま
す。これを期に、法人として、個人として、日頃の備
えやいざという時の心構えなど、改めて確認してみて
頂ければと思います。

広報委員　大西紀男

１日も早い復興が望まれます

7月号ではトップインタビューを行ないました

税理士講師による熱意溢れる講義（5月）

議事は厳かに進行されました

爽やかな気候で、快適なプレーを楽しみました

説明会の中でも人気のある源泉基礎講座



第７回法人会全国女性フォーラム群馬大会（４月12日）
　「水と緑と詩(うた)のま
ち」そして大会キャッチフ
レーズにある「かかあ天下」。
　群馬県前橋市にあるグリ
ーンドーム前橋において

『全国女性フォーラム群馬
大会』が、定員1,700名の
ところ何と1,900名を超え
る参加となり盛大に開催さ
れました。

第14回通常総会（５月11日）
　総会、講演会、懇親会と滞りなく終えることができま
した。会員の皆様、ご来賓の皆様ありがとうございました。
　高田華聖氏の講演会「おヘソとの対話」は、薬師寺管主 
故高田好胤氏（お父様）の残した人生やお言葉をご講話
いただきました。
　ユーモアあふれ
るお話は、立て板
に水、50分間まっ
たく飽きさせずに、
からだの芯に響く
ように感受しまし
た。（吉田真紀子）
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）
　あの震災から１年を経て、東京スカイツリーの開業まで１
カ月を切った、やや肌寒い平成24年４月25日、公益社団法人
麻布法人会サンエー・クラブは、第41回の通常総会を管内は
六本木の国際文化会館で開催する運びとなりました。
　今年は来賓として、麻布税務署より馬鳥署長をはじめ署幹
部の皆様、また麻布法人会からは坂本会長、岡田女性部会長
ら役員の皆様のご臨席を賜り、総勢30名弱で総会を執り行い
ました。
　総会自体は、後
藤副会長の開会の
言葉によって始ま
り、続いて来賓紹
介、重松会長によ
る挨拶と続きます。
引き続き、重松会長が議長となり議事を進行致しました。
　昨年の総会が社団法人麻布法人会での最後の総会とします
と、今年は公益社団法人麻布法人会のもとでの最初のサンエ
ー・クラブの総会に当たります。このため、通常の事業、決
算報告と事業計画、予算案の他に規約改正についても真剣に
討議致しました。とくに24年度事業計画では、小中校生への
租税教育と40周年記念行事が柱となります。公益社団法人へ
の移行に際し、サンエー・クラブはより一層公共利益への貢
献を目指し、さらに経済人として地域社会との関係を深めな
がら、今後の事業に臨んでいく所存でございます。
　議事はいずれも議論を経て可決され、馬鳥署長、坂本会長
から祝辞を賜り、塩沢副会長の閉会の言葉にて無事に終了致
しました。ご参加の皆様、ご協力をいただいた皆様に厚く御
礼申し上げます。（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。～2012年9月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

新設法人説明会

支部別税務研修会

健康診断

源泉部会
（源泉所得税研修会）

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。

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。

申込不要。詳細はハガキにてご案内。
＜研修内容＞
　①税務研修(内容未定)　②一般研修

要申込み。会員向け一日ドック型健康診断
コースにより16,233円〜36,395円
他オプション検診あり
ご案内の封書よりお申込み下さい
㈶全日本労働福祉協会委託

対象は部会員。要申込。会員募集会費無料。
9月「給与所得(現物給与・経済的利益の
課税関係)」予定

7/5、9/20　
          13:30〜16:00

8/2、9/10
          13:30〜16:00

9/19  10:00〜12:00
          14:00〜16:00

7/23  9:30〜受付開始

9/13  14:00〜
          (2.3時間程度)

7/5　麻布税務署会議室
9/20   赤坂区民ホール

麻布税務署会議室

赤坂区民センターホール

渋谷　こどもの城

麻布税務署会議室

高田華聖氏講演会

全法連大橋会長と記念撮影


