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●会員増強月間始まる

　　連載  熱血先生の経営指南�
11　連載  できるe-Tax�
12　連載  企業訪問　㈱おつな寿司
13　連載  企業訪問　㈱Bijou
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24年6〜7月）
７　税務署からのお知らせ
８　トップインタビュー　前田 伸氏（日本電波塔㈱）

10　都税事務所からのお知らせ

■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2567社
(2012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
参加されていない法人は、
まず第一にご参加を！

　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。

10･11月は会員増強月間

〜昨年の模様〜

来る９月７日、明治記念館（元赤坂）にて「新会員交流の集い」を開催致します。
今年も昨年同様、加入率のアップを目指し、新規会員を増やしましょう！

会員増強月間にむけて、
今年も「新会員交流の集い」が開催されます!!
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●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　本
ほ ん だ

多 一
い ち お

生署長
仕事の基本は現場から・・・はっきりとした物言いは、
生来のものというが、査察マンとしての長いキャリアか
ら熱く冷静な仕事振りが窺える。麻布税務署のトップと
して総勢約300名の職員を率いる。

税庁全体として取り組んでおりますが、より多くの方
にご利用いただくために、法人会の皆様方に広報協力
等をいただいておりますことは、本当にありがたいこ
とです」

興味を持てば世界は広がる

　家族は奥様と３人の息子さんがいらっしゃる。家で
は、今勤めている場所ぐらいしか仕事の話はしないと
いうほど、仕事と家庭のスイッチを切り替えて、メリ
ハリのある生活をされている。
　「水泳を本格的に始めてからは、週末の午
前中に1,000〜1,500ｍを泳いでいます。帰っ
てからは、昼食を作って食べながら、夜は何
を作ろうかと考えたりしています」どんなこ
とも、やりだすと手を抜けないタイプらしい。
49歳の時には、スキューバダイビングの免許
を取得した。料理は台所に立ったこともない
ほど全くしなかったそうだが、沖縄での単身
赴任中の自炊をきっかけに、今では和・洋・
中とレパートリーが幅広くある。
　「その頃は何かしなければいけないと思っていまし
た。それで身近なことから自炊でもしようと考え、初
めて炊いたご飯の写真をメールで送ったら家族は驚い
ていましたね。最近は、あるもので工夫して、ないも
のは買い足して作ります。リクエストが多いのはビー
フシチュー、麻婆豆腐、ゴーヤを使ったチャンプルー
ものや酢の物などですね」
　ゴーヤは２年間暮らした沖縄の思い出の食でもある。

「AZABU」からひらめいた言葉

　「『あ』きらめず、『座』して待つことなく、『部』門

みんなでがんばりましょうと、麻布と聞いた瞬間に浮
かびました」
　自分も含め職員にも、この合言葉をかけながら１年
間を過ごしたいという。様々な経験を積んでも、日々
新たな気持ちを忘れないその前向きさから、自然に出
てきた言葉だろう。ちなみに好きな言葉は「淡々と」。
　「与えられた職務・責務を淡々とこなすことほど難
しいことはないので、なにかあるといつもこう書いて
います」

法人会への期待

　麻布法人会について、部会についても今後の活躍に
期待を寄せてくれている。
　「麻布法人会は今年、公益認定を受けたとのことで、
益々の発展を願っております。加えて、サンエー・ク
ラブやティー・クラブは、相互の交流を深めるととも
に切磋琢磨していただき、それぞれ法人会の次代の担
い手として、また活き活きとした女性の活躍をもって、
共に親会の活動の原動力となってほしい」

（取材：齋藤竹雄、須藤純男　文責：神山亜由子）

学生のころから知る麻布の今の印象

　「24時間活動している街で変化が著しいですね。商
業施設や飲食店の集まる繁華街もあれば、落ち着いた
雰囲気の街並みもあり、同じ管内でありながら、青山・
赤坂・麻布・六本木は歴史と文化が混在しており、そ
れぞれの表情が全て違って見えます」
　７月に麻布税務署に着任した当初、本多署長が職員
にも話した第一印象だ。税務職員となって42年目の今
年、その大半を査察部で過ごしてきた。生まれも育ち
も東京・板橋で、４代目となる東京っ子である。学生
の頃からずいぶん活発で、麻布、六本木もよく知って
いる街だという。その頃のあるきっかけが、今につな
がる。
　「学生時代のある日、先生に呼ばれてまた怒られる
と思って行ったら、そこに税務職員募集のポスターが
貼ってあったんです。怒られるよりも先に、先生これ
何ですか、受けてもいいですかと聞いて、受けました
ら、受かりました。友達の中には会社経営者の息子も、
また身内には商売人もいました。特に、祖父が大工の
棟梁で一言、『税務署に行きなさい！』と。それもい
いかなと！」　

仕事の基本は現場から

　査察部での経験の全てが印象に残っているという。
その査察部時代のお話を伺った。
　「若い頃でしたが、査察部に転勤したことは両親に
も言っていませんでした。ところがある時、たまたま
押収物を運んでいる姿が新聞に載りまして、『これお
宅の息子さんでしょ。』と近所の人が母親のところに
新聞を持ってきたなんてこともありました。仕事の基
本は、査察部でも税務署でも現場であり、確認が大事
です。部下職員には『必ず現場に行って確認しなさい』
と言っています。これは人との関係においても同じで、

現場だからこそわかる相手の心情や、家族など周囲の
思いなどがあります。そうやって相手との接点をつか
むことが大きいと思います。現場は、きつい仕事では
ありますが、やりがいもあります。仕事が終わった時
はこの職場に勤めていてよかったという印象が残りま
す」　

地域に根ざした税務署の在り方を考える

　住民の約１割が外国人という港区には、麻布署管内
で50を超える大使館があり、外資系企業も多い。全て
のセクションに国際担当が置かれている麻布税務署は、
東京国税局管内でも特異な税務署といえる。
　「管内は寺と坂と大使館が多いです。したがって、
様々な国の方々も住んでいるといった特色もあります。
そういう人達がどういう暮らしをし、どういうご商売
をされているのか、職員は十分知る必要があります。
また職員には、それぞれの地域には、法人会の皆さん
のように税務行政を支えてくれている方々がおられる
ことを忘れないようにと言っております。そのような
ことから、もっと地域に目を向けた仕事をしたいと思
っています」
　地域に根ざした税務署として、法人会の支部や商店
街活動など、いろいろな催しへの参加に意欲的だが、
そこは査察部出身の署長・・・
　「また、正直な納税者の方々のためにも、悪質な納
税者に対しては厳しく、毅然とした態度で臨んでいく
ことも職員に言っております」
　との言も続く。さらにe-Taxのさらなる普及に向け、
呼びかける。
　「e-Taxは、皆様からの改善意見を取り入れて、ずい
ぶん使い勝手のよいものとなりました。署をはじめ国 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 鈴木副部会長と
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刃の先端がカーブしているハサミが話題です。刃の全体で均一な力での作業が可能。これ以上進化することがな
いと思われていた道具への、意欲的な挑戦です！

登山やマラソンなどのスポーツで、補給食として「ようかん」が再注目されています。効率的なエネルギーの摂
取が可能で、熱や衝撃に強く携行も容易。防災用品としても活躍したことから、今後も消費は増えていきそうです。

●特集・麻布税務署人事異動 ●税務署からのお知らせ

（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24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、次の問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2593〜2598
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2600〜2608
※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７日㈬
10:00〜12:00 赤坂1〜6・元赤坂・元麻布

11月８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24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。
④法定調書の提出範囲等の詳しい内容については、「平成24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24年分の法定調書の提出期限は、平成25年１月31日（木）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。

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。

①福島県
②テニス･海外旅行･音楽鑑賞
③「緑尋機妙」
よろしくお願いします。

①福島県
②読書(歴史小説)
③「初一念」
よろしくお願いします。

①東京都
②ヨガ
③「歩」
１年間よろしくお願いします。

①山梨県
②サッカー応援
③「百聞は一見に如かず」
よろしくお願いします。

①神奈川県
②登山・フットサル
③「中道」
よろしくお願いします。

①千葉県
②魚釣り
③「大丈夫」
よろしくお願いします。

①東京都
②サッカー観戦・旅行
③「夢」
１年間よろしくお願いします。

①福岡県
②ソフトボール
③「努力あるのみ」
よろしくお願いします。

①宮崎県
②読書
③一所懸命励みます。
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㈱LIVE　CREATE

㈱ジャパンコンテンツ

㈱ワークプレイスソリューションズ

㈱東京ヴィヴァルディ合奏団

㈱無洲

makobis

ヤマトガワ㈱東京支店

港区六本木4−5−2

港区北青山3−5−6

港区赤坂4−9−17

港区六本木4−1−16

港区西新橋1−12−10

渋谷区元代々木町25−1

港区新橋6−17−17

飲食業

IT関連

輸入販売(オフィス家具等)

クラシック音楽演奏､公演企画制作

飲食店

経営管理士

商社

03-6804-5987

03-4588-6392

03-5414-7536

03-6277-8450

03-5157-0100

03-3465-7835

03-5776-7610

6月

7月

法　人　名 住　　所 業　　種 電　話 入会

●新会員のご紹介 交流は、企業の力。

①出身地　　②趣味
③好きな言葉、その他一言
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東京タワーは都市と観光をマッチング
させるシンボルとして役立てたい

戦後続々と開始される
テレビ放送に対応した総合電波塔を

　東京タワーは昭和32年に着工されたが、
その構想は戦後のテレビ放送が開始され
た時期からはじまった。
　首都圏は100km圏で平野が広がってお
り、その中心部は都市部になっている。
近隣には箱根、丹沢、筑波山はあるが、
いずれも100km以上離れている。首都圏
全体に良好な電波を送信するためには、
必然的に平野の中心である東京に、電波
塔が必要だったのである。
　続々とテレビ放送のスタートが予定さ
れていたこの時代、電波塔はテレビ局ご
とに立てられていたため、家庭で受信す
るには、複数のアンテナが必要となる。
そこで総合電波塔１箇所にアンテナを集

約し、合理的に送信するというニーズが
高まった。
　東京タワーは日本の建築構造学の第一
人者「耐震構造の父」といわれた内藤多
仲博士によって設計された。当時設計図
を見てあまりに高層な為、縦に建てると
は思わず「横に長い建物か」と言った者
がいたという逸話もある。
　昭和32年６月に着工した東京タワーは、
翌33年の12月23日に竣工し、同日完工式
が開かれた。昭和34年以降、新局各社の
テレビ放送が順次開始された。
　前田社長は「昭和34年当時、１年間で
およそ500万人のお客様が訪れ混雑しま
した。特に開業当初は興味を持たれ活況
を呈していたようです」と、さらに「今
思えば、東京タワーはテレビ放送のスタ
ート、もう一方では東京の都市の新たな

スタート、今日に至る戦後の東京の都市
開発のスタートになっている」と語る。

東京タワーの存在を
地元地域に貢献したい。

　マザー牧場の社長を経て、７年前に日
本電波塔株式会社の社長に就任した前田
氏、同じ観光業ではあるがマザー牧場と
東京タワーについて「マザー牧場は１日
滞在していただける可能性が高い反面、
わざわざ来ていただく『魅力』がないと
難しい。東京タワーは、滞在時間は短い
が容易に来ていただけるという違いが
ある。どちらもお客様に来ていただくと
いう因子は同じですが、それぞれ因子の
組み合わせが違うことが私には興味深い。
さらに、どちらもお客様に信頼感、安心
感を持っていただけることが大切。私に

とって前職の経験は、重要な今日の位置
付けになる」と語る。
　また、「東京タワーは来場して楽しん
でいただくだけではなく、常に注目され
ているランドマークということを忘れて
はなりません。季節やイベントによって
色を変えるライトアップであったり、５
年に１度の塗装で美しい塔体を見せたり、
ランドマークタワーとして街に溶け込み
ながら、タワーの足下でイベントを開催
することで、観光客だけではなく、地元
のお客様が増えてくると考えています」。
　前田氏は港区観光協会の会長としても
活躍している。同観光協会は50年の歴史
を持ち、７月10日には東京モノレール浜
松町駅に観光協会のブースが常設された。
　「これからは観光も国際競争の時代、地

域の魅力を増強し、日本の中でも先進的
な観光都市作りをしたい」と前田氏。
　東京スカイツリーの開業で現在送信し
ているデジタルテレビ放送の多くは東京
スカイツリーに移行される予定だが、東
京タワーは今後もその予備塔としての役
割や中継塔としての機能を果たしながら
電波塔として重要な拠点であることに変
わりはない。「観光の面においても、東
京タワーの展望台でしか見ることができ
ない風景の魅力や、様々なイベント情報
を発信し続け、東京タワーを永続的に普
遍のものとして守っていきたい。そして、
東京の街に役立てる自立鉄塔として維持

管理、運営し、そこに世界中の方々が集
まって交流することで、私たちもビジネ
スが成立し、会社として成り立つという
循環を続けていきたい」と語る。

人をつくり、人を育て、人を繋ぐ

　前田氏は週末マザー牧場へ行くことが
多く、そこでトラクターを運転し、農作
業等をして、リフレッシュしているとい
う。その敷地続きには鹿野山座禅研究所
がある。ここは創業者前田久吉氏が精神
修養というロングビジョンのもと、主に
企業の研修の場として座禅道場と研修施
設を併設し、年間１万人ほどが訪れる。
　「この施設は財団法人ですが、東京タワ
ー同様、長い間大事に守りながら、引き
続き社会に貢献できる施設にしていきた
いと思う」と前田氏。
　自らが運営する東京タワーにあって
も「お客様に楽しんでいただくためには、
社員が楽しんで仕事をしていなくてはい
けない。だから、とにかく明るく楽しい
会社の雰囲気づくりを心掛けています。
また有名な施設だけに注目度も高いので、
事件、事故が無いよう、楽しさの演出と、
きちんとした管理を心掛けて運営してい
ます」と語り、歴史と伝統を守りながら
東京タワーとお客様を繋ぐ様々な試みを
行っている。
（取材：齋藤竹雄、後藤浩、M.C、
　　　　吉田真紀子　文責：岡野孝子）

　東京のシンボルとして半世紀余。テレビや
ラジオの放送を支える総合電波塔として、戦
後の復興のシンボルとして、さらには東京の
都市開発の先駆けとして時代を見守ってき
た。今年5月、東京スカイツリーがオープン
し、東京の二大タワー時代がスタートした。
2005年に後を継いだ前田社長に、改めて東
京タワーにかける想いを尋ねた。

日本電波塔株式会社  代表取締役 社長執行役員

前田  伸氏

●特集・トップインタビュー

取材に臨む前田氏。東京の未来へのビジョンを
お伺いすることができました。

▪前田  伸氏プロフィール ────────
昭和37年　東京都港区生まれ
昭和62年　慶應義塾大学法学部卒業
略歴

　　　　　　　銀行勤務を経て
平成４年６月　株式会社マザー牧場　
　　　　　　　代表取締役社長就任（現任）
平成17年９月　日本電波塔株式会社　
　　　　　　　代表取締役社長就任（現任）
平成17年９月　全日本タワー協議会  
　　　　　　　会長就任（現任）
平成19年６月　株式会社エフエム東京 
　　　　　　　取締役就任（現任）
平成21年５月　港区観光協会　
　　　　　　　会長就任（現任）

今の東京を体感できる360度の大パノラマ

9/23㈰に開催される恒例の「三陸・大船渡 東京タワーさんままつり」 平日夜の大展望台は音楽イベントが充実 東京タワーから見えるスカイツリー。
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災などによる停電に役立つことがで
きます。
③CSR（企業の社会的責任）
　節電が強く求められる昨今、目に見
える形（ソーラーパネルを置くこと）

で企業の社会的責任を実践できます。
④資産運用
　はじめにありましたとおり７月１日から
全量買取制度がスタートしました。これに
より、より早く投資金額の回収ができるよ
うになります。具体的には、平成24年３月
末日までに東京電力と契約すれば、１kw
あたり、42円（消費税込）の価格が、なん
と20年間保証されます。
⑤節税
　グリーン投資減税(注)の適用を受けるこ
とにより大幅な節税をすることができます。
　（注）グリーン投資減税

○対象…青色申告書を提出する法人又
は個人

○減税額…所得価額の30％の特別償却、
中小企業の場合は７％の税額控除を

●できる e-Tax

　

Vol.32
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
します。（平成24年11月12日㈪までにお申込みいただくと、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）

　税務職員を装って、税金などの還付金があるとだまし、ＡＴＭ
から多額の金額を振り込ませようとする「還付金詐欺」が都内で
も発生しています。
＜手口の流れ＞

（1）税務職員を装って電話をし、「税金が還付されます」、「払い
すぎた税金をお返しします」とだまし、ＡＴＭに誘い出す。

（2）ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に電話をするように指示
する。

（3）指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭの操作を言葉巧みに指
示し、資金を振り込ませる。

　主税局では、税金を還付するためにＡＴＭの操作をお願いする
ことは絶対にありません。電話でＡＴＭの操作を求められたら、
それは「還付金詐欺」です。
　不審に感じた場合は、相手の氏名、所属する部署名をご確認の
うえ、指定された電話番号にはかけずに、最寄りの都税事務所ま
たは主税局総務部総務課相談広報係（03−5388−2924）までご連
絡ください。また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察に
ご連絡ください。

【お問い合わせ先】
各都税事務所の相談広報担当　港都税事務所　03−5549−3800
または　主税局総務部総務課相談広報係（03−5388−2924）

 ＜ご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
　〇一部、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・郵便局のペイジー対応の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。

○　　（ペイジーマーク）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（領収証書が必要な方は、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バンキングやモバイルバンキングで納
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

●都税事務所からのお知らせ

●熱血先生の経営指南 �

　今年７月１日より再生可能エネルギーの
全量買取制度がスタートしました。
　太陽光発電により発電された電気を自宅
や自社で利用し、余った電気を電力会社に
買い取ってもらう余剰買取制度は今まで注
目されていましたが、今後は発電した電気
をすべて、買い取ってもらうことが出来る
ようになりました。
　さらに注目を集めそうな太陽光発電シス
テムですが多くのメリットがありますので
ご紹介いたします。
①ECO
　太陽光発電はご存じのとおり太陽の光エ
ネルギーを電気に変えます。再生可能エネ
ルギーでありCO2の排出がありません。
②震災リスクヘッジ
　発電所に頼らない環境を整えることで震

選択できます。また、条件を満たせ
ば取得時に全額（100%）の即時償
却を選択することもできます。

○適用期間…平成26年３月31日まで
○適用要件…太陽光発電システムを導

入しグリーン投資減税の適用を受け
るためには、導入する規模が10kw
以上必要です。

　本来、発電用構築物の耐用年数は長期間
にわたりますが、この制度を利用し取得時
に全額減価償却費に計上することで、高い
節税効果を得ることができます。
　今後、企業のサイドビジネスとして爆発
的な普及が予想されます。
　ちなみに、システム規模により申し込み
から完工まで３か月程度かかる事も考えら
れます。
　減価償却費は発電システムを稼働した時
点での計上になりますので節税目的での導
入をする場合はお早めに検討されることを
お勧めいたします。

（私の自宅は8月に太陽光発電を設置しました。）

今がチャンス!!
〜太陽光発電の5つのメリット〜
ISO14001認証取得  税理士

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、10月1日㈪までにお納めください。

税務職員を装った不審な電話
 「還付金詐欺」にご注意ください！
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いうようなメッセージ添えて、縁起もの
の差し入れとして使われる粋なエピソー
ドもある。
　５代目店主の近藤功夫氏は「ウチは江
戸前もやっているのですが、マスコミで
いなり寿司が紹介される機会が多く、い
なり寿司のお持ち帰り専門店だと思われ
ていて、握りも食べられることを知って
びっくりされるお客様もいらっしゃいま
す」と。

変わる時代に変えない味

　創業以来、評判のいなり寿司、時代の
嗜好に合わせ味付けも変化しているのだ
ろうか？　５代目の近藤氏は「ウチは変
えていません。というより変わらないよ
うにするにはどうしたらよいかというこ
とを考えながら作っています」。
　おつな寿司のいなり寿司は、味付けし
裏返した油揚げに、柚子の皮を混ぜ込ん
だシャリが詰まっている。なぜ油揚げが
裏返しなのかというはっきりした理由は
わからないという。柚子は、置いておく
と変色するため、昔は青いうちに塩漬け
にし、使うときに塩抜きをしていたが、
今はその季節に１年分を仕入れて、皮だ
けを冷凍保存し使用している。
　このいなり寿司に欠かせない油揚げ、
永年取引をしていた豆腐屋が、昨年廃業
してしまった。おつな寿司では、豆腐屋
で油揚げを２つに切り、口を開き納品し
てもらっている。
　「新しい取引先を探してみると、大規
模に大量生産しているか、手仕事で丁寧

　明治８年、「おつなさん」が始めた小
さな茶屋の『裏返しのいなり寿司』。こ
のいなりずしが評判をよび、名物『おつ
な寿司』として有名に。昔ながらの味を
守り、多くの食通をもうならせる人気の
おもたせ。様々な条件が変化するなか、
今も昔の味を伝え続ける。

おつな寿司本舗の原点

　おつな寿司本舗は六本木にありながら
リーズナブルな価格でおいしいお寿司が
食べられると評判のお店。
　毎日、築地から仕入れる新鮮なネタの
江戸前寿司と、創業以来変わらない味を
守り続けている裏返しのいなり寿司。
　おつな寿司本舗は130年余の歴史を持
つ老舗である。創業者のおつなさんが、
当時、寺町であったこの地で小さな茶屋
を開いた。そこで油揚げを裏返しにした

『おつなさんのいなり寿司』が大変評判と
なり、店名がおつな寿司となったという。
　そして今では、おつなといえば名物『裏
返しのいなり寿司』と言われ、喜ばれる
お土産、さし入れとしてマスコミでも数
多く取りあげられている。
　また、テレビ業界では、「裏（番組）を
食ういなりです。頑張ってください」と

に作ってそれをウリにしているか、どち
らか両極端なのです。当店のように何百、
何千枚の注文は難しいらしく、方々探し
て、今の所になって１年ちょっとです。
だからお互い試行錯誤です。いなり寿司
の油揚げは、お湯をかけて油抜きし、し
ぼるので、高温でしっかり揚がったもの
が適しているのですが、お豆腐屋さんに
は流行があるようで、今はあっさり揚げ
る方が主流のようです。だから多少乱暴
に扱っても破れたりしないような揚げを
作ってもらうためにいろいろな注文を出
しています」と。
　１日約1000〜2000個くらいを販売する
いなり寿司、原料や気候環境の変化によ
って、『昔の味を変えない』ということ
がいかに大変なことか。
　「昔からやっているものを昔どおり一
生懸命やっていくだけで精一杯」と謙虚
な近藤氏。この言葉はお店のスタッフに
も浸透しているように思える。それは、
今や地方の漁港に水揚げされた魚をお店

に届けてくれるサービスがあり、
利用しているお店も多いなか、
おつな寿司では、スタッフが自
分の目で確かめて仕入れをした
いと、毎日築地へ行く。この当
たり前と言えば当たり前のこと
を、コツコツと一生懸命やって
いくことが、愛され続ける味の
秘訣だろうか。
　　（取材：須藤純男、M.C
　　　文責：岡野孝子）

昔ながらの味を変えない努力
株式会社 おつな寿司
港区六本木７−14−４　☎ 03−3401−9953

近藤 功夫
こんどう　いさお

株式会社おつな寿司　代表取締役社長
1961年生まれ
　霊南坂幼稚園、麻布小学校と六本木にて育つ　
1984年慶應義塾大学　商学部卒
　同年京都　本家　重兵衛入社
1986年株式会社おつな寿司入社
2004年より現職

特徴です」
　何よりもホームケアをしながら、サロ
ンで肌の結果を継続して追う、きめ細や
かなアフターフォローがあることに安心
できる。
　「お客様のほとんどは遠くから通って
くださり、きれいになったお客様が新し
いお客様をお連れになるので、私たちは

『口コミ・顔コミ』と言っています。何
らかの理由で一度お休みされても、再び
始められる方もいらっしゃいます」

素肌美は
いつからでも始められる

　社名の「Bijou」は仏語で「宝石・キ
ラキラしたもの」という意味をもつ。
　「何かを塗って美しくすることよりも、
素肌本来の美しさを引き出し、ありのま
まの自分に自信を持てるように。そこか
ら、楽しく生きることにつなげたいとの
思いで名づけました」
　素肌に自信がつくと、気持ちが明るく
なるなど肌と心のつながりは深く、また

　美容に対する関心は、今や年齢・性
別を問わず高まっている。ここ「Bijou」
では、肌だけではなく心も元気にし、メ
イクにも勝る美しい素肌をプロデュース
する。

エステ気分を自宅で楽しむ

　当サロンは医療機器メーカー独自の美
容器と基礎化粧品によるスキンケアをメ
インに展開しており、女性に限らず男性
までも、年齢は10〜80代の方と様々な顧
客が集う。
　「ホームケアのサポートが主で、美容
器をはじめ化粧品の使い方、洗顔の際に
大切なお湯の温度や洗い方等、サロンで
お客様とご一緒に確認し、アドバイスさ
せていただきます。また充実した研修制
度の中でも、皮膚に関する勉強は重点的
に行うため、年代を問わず色々なトラブ
ルに対応できるのが強みだと思います」
　美容器と化粧品の併用で、ファンデー
ションが不要になるほどの効果が表れる。
ホームケアにより、代表の横井さんをは
じめ、スタッフの方々もピカピカの素肌
でいらっしゃるのには驚きだ。
　「お客様ご自身から、ファンデーショ
ンをおやめになりますね。ファンデーシ
ョンなどを塗ってはいけないのではなく
て、自分の肌が本来持つ自然な白さまで
戻るように、だんだんと白くなってくる
んです。美容器の技術で肌の細胞にまで
栄養分をしっかりと送り届けるため、ト
ラブルの原因に対しての改善が早いのも

肌の調子が健康状態を表すバロメーター
にもなる。
　「スキンケアに時間や手間をかけるこ
とは、心を豊かにする自分磨きの一つで
あり、健康管理としても必要と考えてい
ます。そしてこのサロンはお客様同士の
コミュニティでありたいので、今後は赤
坂に自社ビルを持ち、トータルビューテ
ィーを目指したいですね」
　輝く宝石のような自分は、誰もが持っ
ているもの。それが目覚めるきっかけを
ここで見つけてみては。
　　　（取材：曽我禎夫、吉田真紀子　
　　　　文責：神山亜由子）

スキンケアを通して人生を輝かせるお手伝いをしたい
株式会社 Bijou
港区赤坂４−３−３ プラチナビル２F　☎ 03−6277−7200

横井 こずえ
よこい　こずえ

大分県別府市出身。大学卒業後、日系大手航空会
社入社のち外資航空会社でも経験を積む。世界
のサービスに触れ、その後29歳でBeautyアドバ
イザーとして起業。2010年・34歳で会社法人化

（株式会社Bijou）。赤坂一ツ木通りにスキンケア
サロンOPEN。2012年同ビル3階にまつ毛エクス
テンションサロンOPEN。「出逢った全ての方に
Bijou(仏:宝石・キラキラ輝く)な人生を送って頂
けるよう、《輝く素肌を通して人生を輝かせるサ
ポート》と《輝く空間》を提供しています☆」
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アットホームな雰囲気のサロンです 3階のマツエクサロンも好評です

マスカラいらずの
自然でぱっちりし
た瞳になれます

名物のいなり寿司

特上にぎり 店内でも美味しいお寿司をいただくことができる
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●会員向け生活習慣病健康診断
[7/23 こどもの城]

　㈶全日本労働福祉協会と協同での法人
会員向け有料検診を実施しました。今回
は、43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25年１
月に実施予定です。

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・発行を行っています。

税務・研修委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

[7/14 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。61名参加。
　
●新設法人説明会

[8/2 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。22名参加。

親睦委員会　　　　　　　　　　　　　
●第176回ゴルフ大会　

[7/4 葉山国際カンツリー倶楽部]
　３回目となる葉山でのコンペでは、見
事、香山氏が優勝の栄誉に輝きました。

参加者 27名（初参加２名）
次回 第177回大会のご案内
　　 ９月27日㈭茨城ゴルフ倶楽部

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〈7〜8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

Ｂ.Ｇ　坂本＝71　
Ｎ.Ｐ　浦山(裕)・後藤・平川・杉山・杉山・香山・
　　　 保坂・浦山(隆)

優勝

２位

３位

氏　名

香山　正一

稲葉　秀一

渡辺由紀子

法人名

㈲フランセ洋装店

㈱イナバ建築設計事務所

ルギード㈱

Ｇ

88

90

103

Ｈ

25

27

36

Ｎ

63

63

67

9月号では麻布税務署新署長インタビューを
行ないました

次号は11月の「あかやまぶきNEWＳ　VOL.6」です。次号
予告

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

　港区南青山にある明治7年開園の青山霊園は、明
治期以降の文人や政治家などの著名人が多く埋葬さ
れ、近代日本の歴史を肌で感じることのできる都立
の霊園である。
　著名人をあげると、吉田茂（元内閣総理大臣）を
はじめ多くの政治家。軍人では乃木希典（乃木将軍）。
作家では尾崎紅葉、国木田独歩、志賀直哉、星新一。
歌舞伎俳優の市川団十郎。医学博士の北里柴三郎な

◎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

青山霊園

忠犬ハチ公の墓大久保利通の墓所

　東京にまた一つ名所ができました。
　今春いよいよオープンした世界一

の高さを誇るスカイツリーです。
　今月号のトップインタビューに掲載された東京タワーと
色々と比較されています。
　私が子供の頃、日本が高度成長期でキラキラ輝いていた
時代に東京タワーが出来ました。

　鉄骨が積み上がってゆく様子を何が出来るのか、ワクワ
クしながら見ていたのを今も記憶しています。
　高さではスカイツリーに抜かれてしまいましたが、これ
からも東京のシンボルとして、港区のシンボルとして、そ
して私の幼心のノスタルジックなシンボルとして、存在し
続けていって欲しいと願っています。

広報副委員長　須藤純男

『震災復興支援事業のご報告』［6/17〜18　宮城県仙台市］

熱心に講義に耳を傾ける受講者の方々

プレー後の一枚

震災復興支援事業
　　　　　　　　　公益社団法人　麻布法人会
　　　　　　　　　社会貢献委員会　委員長　時枝　紀子

　まずはこの事業の実行をバックアップして下さった当会
役員はじめ会員の方々にお礼申し上げます。
　平成24年６月17日㈰に仙台北法人会・仙台中法人会との
協賛を得て若林区の新井小学校用地仮設住宅へ100鉢のプ
ランターセット（野菜プランター50鉢、花プランター50鉢）
を寄贈して参りました。麻布法人会からの参加者は合計13
名。私たちが仙台へ行く前日には大雨の中、仙台両法人会
の方々に鉢の積み込み作業をして頂き、当日も配布作業等
をして下さいました。私たちも仕上がっていないプランタ
ーに花を植えたり、支柱をたてたり、鉢を動かす等の作業
をして参りました。他にもご高齢な入居者に出来ない高所
の作業をしたり、一晩木にしがみついて助かった方から直
接お話を伺ったりもしました。その後、仮設住宅のご入居
者には大変喜んで頂いているとの報告を受けております。
　18日㈪は石巻市女川町の指ガ浜と言う漁村の仮設住宅

〈19戸〉に紫陽花の鉢植え10鉢をお届けしました。殺風景
な仮設住宅の方々は大変喜んで下さいました。ホタテと銀
鮭漁が一部再開していましたが、海水に沈んだ一台400万
円もするホタテ処理機等が10台程壊れたまま棄てることも
できずに放置された状態でした。津波の中、沖へ船を出し

た漁師さんは本当に怖かったそうです。「命あってのもの
種」という言葉がその猟師さんからの答えでした。
　帰路途中で小学生84名が一瞬で犠牲になった大川小学校
へも足を運びました。残された建物の壁の一角に「雨にも
負けず、風にも負けず・・・」の詩の冒頭部分だけがかろ
うじて残っていました。自然の持つ無慈悲な一面を痛感し、
現地で多大なご協力そして御同行・御案内下さいました仙
台北法人会宮城支部長（田中秀穂氏）の、「“地球にやさし
く”とか“共生”とかいう事さえ人間の奢った考えなので
はないか？」と言う問い掛けが、深く心に残りました。
　被災地の各所には鎮守の森がいくつか見受けられました
が、遠くまで逃げなくても近くの鎮守の森の階段を数段駆
け登るだけで十分助かるという事を住民の一人がおっしゃ
っていました。その地域の先祖から言い伝えられる生活の
知恵が子孫を守ることになるのです｡｢生きる｣ということを自
然と切り離しては考えられないことを実感いたしました。
　今回の企画は現地に赴くか否かではなく復興へ向けて何
かしたいという皆様のお気持ちによって実現できたことを
改めて実感すると共に、その気持ちの輪がこれからも少し
ずつでも広がって行けば被災地の方々の支えになれるので
はないかと思います。同時に、支援させて頂いている側の
私たちにも多くの貴重な気付きを与えてくれることを確信
いたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年７月11日

ど。中でも明治維新の大久保利通の墓所はとりわけ
大きく、異彩を放つ（写真）。かわったところでは、
忠犬ハチ公が飼主の上野英三郎の墓の隣に葬られて
いる（写真）。
　また、霊園は桜の名所でもあり、花見の季節には
大勢の見物客が訪れる。晩年寂しかったであろう忠
犬ハチ公も喜んでいるかもしれない。

広報委員　曽我禎夫



①税務に関するコーポレートガバナンスの充実
　について
②改正法人税法のあらまし
講師は麻布税務署担当官、会費無料。

9/19
午前の部 10:00〜12:00

（六本木・赤坂支部）
午後の部 13:30〜15:30

（麻布・青山支部）

赤坂区民ホール支部別研修会

施設見学『クルーズ船シンフォニーから見上げる
　　　　　東京ゲートブリッジ』（６月６日）
　台風の影響で心配されたお天気も、集合する頃にはす
っかり回復。18名の晴れ女達が、日の出埠頭からの見送
りに大きく手を
振りながら、感
動的に賑やかに
出航しました。
　雨上がりの涼
やかな風に吹か
れつつ専用デッ
キから眺める東
京湾には、生まれ変わった東京国際空港（羽田）、新人
ランドマークの東京ゲートブリッジ、東京スカイツリー
が次々と現れます。東京ゲートブリッジは、普段は上を
渡る橋を真下から見上げるなんて、不思議な感覚。近年
の商業観光複合型施設は、現地に行っても遠くで見ても
楽しめて、現場でも周辺でも利益が生まれる・・楽しみ
も利益も複合型ですね。
　そしてデッキでは新名所をバックに写真を撮って、専
用船室ではビュッフェを頂き･･･あっという間の２時間
だったようです。　　　　　　　　（事務局　神山玲子）
今後の予定　24年９月頃　新規企画事業(PR講演)　
　　　　　　　　　　　　※希望者は事務局まで
　　　　　　24年11月　　税を考える週間行事
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）
サンエークラブOB・現役懇親ゴルフコンペ

　８月22日江東区木場に位置する若洲ゴルフリンクスに
て懇親ゴルフコンペは行われました。
　麻布エリアか
ら車で約20分程
で到着するこの
コースは周りに
東京ディズニー
ランド、東京ス
カイツリーや遠
くに六本木ヒル
ズまでもが一望
できる等、楽しい景色を堪能しながらゴルフをプレーす
る事ができます。中でも今年２月に完成をした東京の新
たな名所「東京ゲートブリッジ」の真下までゴルフコー
スが広がり、真下から見上げる橋は大迫力でした。OB・

現役ともに日頃の腕
を披露しながらも、
東京名所ツアーを皆
堪能する事ができま
した。
　残暑の厳しい８月

ではありましたが、海の風がとても気持ちの良く吹きぬ
けるなど、皆楽しい時間を過ごしました。

サンエークラブ　副会長　後藤浩

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11月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

新設法人説明会

源泉所得税研修会
（源泉部会）

みなと区民まつり出展
（麻布税務関係団体として）

ハイキング

簿記講習会
（中級コース）

申告書作成研修会

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。

要申込。源泉部会員募集・会費無料。

タックスクイズ、バルーンアートなど

詳細はチラシ・ホームページをご覧下さい。

中級者向け講習会。
詳細はチラシ・ホームページをご覧下さい。

研修内容、参加方法など、詳細は後日お送りい
たしますご案内ハガキにてご覧下さい。

9/20、11/15
13:30〜16:00

10/15
13:30〜16:00

9/13、10/11、11/2
14:00〜16:00

10/6  11:00〜17:00
10/7  10:00〜16:00

11/10

11/6〜29
（火・木曜　全８回）

11/27・28
13:30〜16:30

9/20   赤坂区民ホール
11/15 麻布税務署会議室

麻布税務署会議室

麻布税務署会議室

芝公園増上寺会場

大雄山最乗寺

麻布法人会事務局

麻布税務署会議室




