
1月号
2013-1 

NO.228
公益社団法人 麻布法人会 ★新春座談会

AKASAKA／AOYAMA／AZABU／ROPPONGI

★トップインタビュー
　龍吟
　山本征治氏



あかやまぶき 2013.12 あかやまぶき 2013.1 3
心理学に「愛着障害」という言葉があることを知った。こころの中に大切な人、愛し愛される人がいないことによる心の障
害を意味するとも…

●税務功労者のご紹介

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 ㈲西本洋品店
13　連載 企業訪問 ㈱ハリウッドビューティーサロン
14　法人会の活動［10〜12月の法人会］
15　経営者セミナーを終えて、事務局から、編集後記
16　青年部会、女性部会、行事日程

２　平成25年度税制改正に関する提言を発表
３　税務功労者のご紹介
４　特集・新春座談会 新春を迎えて2013年を望む
６　新会員のご紹介（平成24年8〜11月）
　　税の作文・麻布法人会賞のご紹介
７　都税事務所からのお知らせ、熱血先生の経営指南�
８　トップインタビュー 山本征治氏（日本料理 龍吟）

当会ホームページ　  http://www.azabu-hojinkai.or.jp/

税制改正に関する提言（要約）
Ⅰ．社会保障と税の一体改革と今後のあり方
○わが国の社会保障制度は先進国の中では「中福祉」に位置し、国民負

担は米国に次ぐ「低負担」である。この「給付」と「負担」のバラン
スが求められているが、今回の消費税率引き上げにより「負担」面で
一定の改善がなされる。

○しかし、今後の社会保障給付は年金だけでなく、医療、介護分野でよ
り急速に増大することが見込まれており、その抑制が重要になってく
る。そのためには過剰なばらまき的給付を排し、「給付の重点化・効
率化」を徹底するしかない。

○積み残された社会保障分野の諸課題については、社会保障制度改革国
民会議で議論することとなっている。同会議においては透明性の確保
と国民にわかりやすい議論が求められる。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
○法人実効税率は平成23年度税制改正により５％引き下げられ一歩前進

したが、アジア・欧州各国との税率格差は依然として大きい。
○こうした状況が続けば、国内企業の海外移転が促進され、雇用への悪

影響、さらには経済全体の衰退につながる恐れがある。こうした観点
から、法人の税負担は地方税を含めて大幅に軽減すべきである。

Ⅲ．国と地方のあり方 
○国と地方は行政を担う「車の両輪」であり、一方だけに負担を偏らせ

ることがあってはならない。国の財政が地方よりさらに悪化している
現状を考えれば、いかに地方が国依存から脱却し、自立・自助の体質
をつくりあげるかが重要である。

Ⅳ．震災復興
○被災地の復旧・復興については、一定の措置が講じられたものの、復

興は遅々として進んでいない。予算を迅速に執行するとともに、被災
地における企業の定着、他地域からの企業誘致の促進、雇用確保の観
点などから、原発の対応を含めて、引き続き適切な支援措置を講じる
よう求める。

平成25年度
税制改正に関するスローガン

（総論）
　待ったなし。国・地方とも聖域なき行財政
改革を！活力ある経済社会の実現を目指し、
抜本的な税制改革を！

（震災復興）
　予算の迅速な執行など、万全な体制により
被災地の早期復興を！

（所得税）
　所得税は広く薄く負担を求め、努力した人
が報われる税制の構築を！

（法人税）
　わが国企業の国際競争力確保のためにも、
さらなる法人税率引き下げを！

（事業承継税制）
　地域の活性化・雇用確保に資するためにも、
欧米並みの本格的な事業承継税制を！

（消費税）
　増税に頼るのではなく、徹底した歳出削減
の実施を！

（地方税関係）
　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14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
乃木會舘にて

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）

坂　本　章　二　　［シグマリアルエステート㈱］　　　　　　　　会長

　東京国税局長表彰（１名）

香　山　敬　三　　［㈱テレビ朝日］　　　　　　　　　　　　　　副会長代行
川　村　知　義　　［㈱佐藤渡辺］　　　　　　　　　　　　　　　理事
額　賀　真理子　　［㈲ジョイコンセプト］　　　　　　　　　　　理事

　麻布税務署長表彰（３名）

阿　武　義　夫　　［㈱虎屋］　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長
野　崎　照　子　　［㈱ラルジュ］　　　　　　　　　　　　　　　常任理事
重　松　　　公　　［㈱重松商事］　　　　　　　　　　　　　　　常任理事

　麻布税務署長感謝状（３名）

　麻布法人会長感謝状（６名）
大和田　幹　夫　　［㈱ユニバーサルパテントビュロー］　　　　　サンエー・クラブ総務委員長
香　山　敬　三　　［㈱テレビ朝日］　　　　　　　　　　　　　　副会長代行
椎　津　雅　夫　　［日本室内設備工業㈱］　　　　　　　　　　　常任理事
中　村　武　志　　［㈱優雅堂］　　　　　　　　　　　　　　　　サンエー・クラブ副会長
吉　田　真紀子　　［㈲ジェイ・ケイ・インダストリーズ］　　　　ティー・クラブ幹事
渡　部　史　朗　　［㈱虎屋］　　　　　　　　　　　　　　　　　理事

●税制改正に関する提言を発表

“春の料理には苦味を添えよ”と言われていますが、苦味、えぐみが大好きなので嬉しい季節がやってきました。

　法人会の平成25年度税制改正に関する提言が、昨年９月14日に開催された全法連理事会で承認されました。
　同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとにとりまとめられたもので、「社会保
障と税の一体改革と今後のあり方」「経済活性化と中小企業対策」「国と地方のあり方」「震災復興」などが大きなテーマと
なっております。
　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。
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手だけでなく応援する人も含めて一体感や団結力がでて非常
にいい、また、税務署の職員さんや税理士さんとの交流が図ら
れることは法人会にとっても、会員にとっても非常に有難いこ
とです。楽しみと期待に胸が大いに膨らんでいるところです。
司会：皆様ありがとうございます。それでは毎年の目玉とな
りました、新年の抱負の色紙をお願いします。
本多：「心」。この字がぱっと浮かびまして。今、日本人が忘
れていたものをもう一度思い出して欲しいからです。「思い
やり」の心という日本人が一番大事にしていたことがなくな
ってきたように感じます。先日ある小学校に行った時に、鉄
棒の下にマットやタオルが敷いてあったんですね。逆上がり
の練習で、落ちたら子供が痛いからだそうですが、そうでは
なく、できた時の達成感やまた難しさなど、痛い思いをして
知ることもあるのだと思うんです。そういう経験をさせるの
も思いやりですよね。人は一人で生きているのではないので
すから、相手を思いやることで、初めて人として生きていけ
るのではないかと思います。日本人が本来持っている思いや
りや誠実さが、よりよい社会を作っていくものと、私たちが
忘れかけているそういう「心」を字にしてみました。
須藤：「躍」。この字のつくり(翟)には、きらきら美しく輝く
とか、羽を羽ばたかせるという意味があるそうです。今年一
年の歩みがきらきら美しく輝いて、空高く羽ばたくような年
になってもらいたいという思いです。まずは景気が、長期に
わたる低迷を抜け出して躍り上がってもらいたいと。それか
らオリンピックを東京に引き込んで、さらに躍動感、わくわ
く感のある街に東京を躍進させたいなと。またeLTAXの利
用率を、法人会・税理士会・税務署の皆様方にご協力いただ
きながら、力を合わせて跳ね上げていきたいという思いでこ
の字にいたしました。
新居：「克己・尽力・楽天」。簡単に言うと、ベストを尽くした
ら後は待っていなさいという、人事を尽くして天命を待つと
いうことですね。私は大体が楽観主義者なので、頑張れば何か
いいことがあるだろうということで出させていただきました。
坂本：「より活性化」。閉塞感に満ち溢れている日本。法人会
も企業も個人も、とにかく活性化しないと落ちこぼれてしま
います。最初は単に「活性化」と書いたんですが、もっとも
っとと思ったら「より活性化」となりました。今のこの閉塞
状況から脱皮を図るためには自分自身から積極的に仕掛けて
いかないと。より活性化するための施策をどんどん講じてゆ
くことです。まずは法人会の活性化を。今年も皆さんと一緒
になって頑張って参ります。

司会：皆様より大変貴重なお言葉を頂きました。本日はまこ
とに有難うございました。

（取材：齋藤竹雄、須藤純男　文責：神山亜由子）

ったと思える、法人会への求心力を働かせるための施策を一
生懸命考えることだと思います。それには会員の皆さんの意
向やニーズを的確に掴まなければなりません。そんなことか
ら今度、支部・方面部の組織を変更し、支部の中に幹事職を
置き、会員の意見を吸収し会の運営に反映させる一方、会の
方針や各種催し物の案内等を地域会員にお知らせする、きめ
細かい対応が出来るよう会員増強委員会とは別に組織の機能
を変えました。
司会：これからの法人会の活動についてひと言お願いします。
本多：親会をはじめ、サンエー・クラブ（青年部会）やティ
ー・クラブ（女性部会）が、異業種間でのいろいろな意見・
情報の交換の場になっていることは、これからも期待すると
ころです。特に、若い経営者さんたちが企業努力や異業種交
流などで企業の価値をどう高めていくかを意識することは大
事なことで、やがて自分の事業に還ってくると思います。先
程、会長がお話になった新しい法人会のあり方というものも
本当にその通りだと思いますので、こちらからも、どんどん
応援していきたいところです。
須藤：これまで麻布法人会さんには、租税教育、税の広報、
電子申告の利用拡大等色々な面でご協力、ご支援をいただい
て参りました。本当にありがとうございます。新たに公益社
団法人になられ、地域に密着した公益活動を一層推進してい
ただくことで、私ども都との絆もより深めることができるの
ではないかと心強く感じています。
新居：まずはe-Taxの問題で、これは税理士会、法人会さん
とで協調して推進していくことですね。関係民間団体の中で
も、特に法人会さんには先頭に立って頑張っていただきたい
と思っています。それから俳句同好会等のお知らせをいただ
きまして、これはメールで税理士会に流しています。港区在
住の税理士はたくさんおりますので、何人か参加する者もい
ると思います。私たちもそのようなところから法人会さんの
活動を支援させていただきます。

司会：法人会からアピールしたいことがありましたらお願い
します。
坂本：以前にもお話させていただきましたが、野球同好会を
立ち上げることになり今年から会員募集に入ります。税務署
さんと税理士会さんとの定期的な巴戦が出来るようになれば
と楽しみにしています。オリンピックと同じで団体競技は選

賞を頂いて、本多署長をはじめ麻布税務署の皆さんに心から
の祝意をいただき、大変恐縮した出来事でした。
司会：ありがとうございます。それでは2013年に向けての思
いをお願いします。
本多：税の役割・使われ方という意味においても、引き続き
震災復興をきちんとしなくてはなりません。またグローバル
な視点から企業活動を見れば、現状の国際・外交関係の打開・
進展も望まれます。そういったことで企業の力強さや景気の
回復を期待したいですね。もともと日本の技術や経営ノウハ
ウなどは世界に誇れるものがありますので、そういう資源を
十分に使うことが重要です。 
須藤：欧州の金融財政危機などで景気後退色が強まっていて、
非常に先行きがわからない状況だと思います。税収としては
なかなか先が見通せない、しばらくは厳しい状況が続くこと
は間違いないでしょうね。今年は、９月７日にIOC総会にお
いて2020年のオリンピック・パラリンピックの開催都市が決
まります。私も小学生の時に東京オリンピックがあり、あの
興奮、華やかさをもう一度経験してみたいという思いがあり
ますので、何とか東京で開催をしてもらいたいと思っていま
す。そして被災地の復興を加速して、海外からもご支援を頂
いたことに対する感謝の意を表する。色々な意味で、ぜひ実
現をさせたいということで、皆様方の応援をお願いします。

新居：私たちの業界としては、e-Taxの推進をどんどん進め
ていきたいと思います。また重点的にやっていきたいのは租
税教育です。小・中学校・高校・大学それから一般社会人の
方に対しても、これから積極的にどんどん膨らませていきた
いですね。申告納税制度を発展させるためには、やはり子供
の頃からしっかり教えないと難しいと思います。今後も関係
団体とも協調して、色々なことを行っていきますのでよろし
くお願いします。
坂本：昨年から既存会員をいかに法人会に定着させていくか
ということで色々な施策を講じてきました。これからも会員
の皆さんに喜んでいただける事業を積極的にやろうと思って
います。そのために全ての事業・予算の見直しに着手しまし
た。過去からの踏襲に拘ることなく、また、費用対効果も考
え、限られた予算を如何に有効に使うかという視点に立って
事業・予算の徹底した見直しを図りました。会員の減少傾向
に歯止めを掛けるには、会員の皆さんが法人会に入って良か

　あの東日本大震災から２年が経とうとしている。震災復興
の長期にわたる支援が求められる中、原発問題のほか長引く
デフレで行き詰まる日本経済には様々な問題が山積している。
巳年の2013年を迎え、心新たにこれからの日本と世界のあ
り方を地球規模で考え、よりよい方向へと進めたい。

司会：去年を振り返ってみていかがでしょうか。
本多：署長を拝命して半年が経ちますが､お陰さまで､順調に
やってこられました。ただ昨年も震災復興や原発の問題など
をめぐっては､社会が落ち着いていないという印象ですね｡あ
る大使館の大使さんとの話で､あの様な災害があれば､他の国
なら暴動が起こってもおかしくないところ、日本人は我慢強
く誠実ですねと｡また復興にしても､他の国から見ると対応が
非常に早く感じると。ですが我々からすると変わっていない
という思いが先行するのでしょうか。社会全体がどの方向に
向かっていくのかという不安を持った一年だった気がします。

須藤：印象深い出来事を自分なりに考えてみますと、一つは
港区麻布地区ではありませんが、スカイツリーができたこと
です。国内外からの集客で、東京タワーへの波及効果に期待
をしたいですね。それから京都大学の山中先生がノーベル生
理学・医学賞を受賞されました。日本人としては19人目とい
うことで、日本経済の地盤沈下が指摘されていますが、今で
も科学技術立国だということが世界的にも証明されて、これ
は純粋に一人の日本人として誇らしい気持ちになりました。
新居：昨年はオリンピックで日本人の選手が一生懸命活躍さ
れて、ああいうことがあるといいものだと思いますね。私た
ちの団体の話ですが、税理士制度ができて昨年で70周年でし
た。まず税務代理士ができた昭和17年から起算して70年とい
うことで11月初めに常陸宮同妃両殿下ご臨席のもと、帝国ホ
テルで盛大に70周年の記念式典を行いました。申告納税制度
の維持発展に税理士も寄与できたのではないかと、今後も頑
張っていきたいと思います。
坂本：昨年の法人会としては、公益社団法人に移行したのが
一番大きな出来事ですね。経済的な問題を法人の立場で言う
と、前半は復興事業で少し明るさが出てきたという感じはあ
りましたが、後半は完全に失速してしまいました。今年も引
き続き先が見通せない、経営的には厳しい状況が続いてゆく
と思います。個人的には昨年東京国税局長表彰という大変な

俳句同好会自選句　　今年こそ寒空ならぶ宝くじ　雅彦人を重んじ、礼儀正しく、義理をかかさず、知性を研く　＜茶道の心得＞

●特集・新春座談会

　出席者　本多  一生 氏　麻布税務署長
　　　　　須藤  充男 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

●特集・新春座談会
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●都税事務所からのお知らせ

●熱血先生の経営指南 �

③主税局ホームページから「都税口座振替(自動払込)依頼書（ダ
ウンロード専用依頼書）」をダウンロード・印刷し、必要事項
をご記入のうえ、郵送にてお申し込みください。

＜申込期限＞
　口座振替を開始しようとする月の前月の10日（土・日・休日に
あたるときはその翌日）まで（納期限が土・日・休日にあたる場
合は、その翌日が納期限となります。これにより、納期限が翌月
となった場合は、前々月10日までにお申込みください。）
【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
※住所の変更や課税の内容については、所管の都税事務所へお問
　合せください。

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に係る
固定資産税・都市計画税を減免します(23区内)

＜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）

申請期限　新築した年の翌々年の２月末
＜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

申請期限　改修工事完了後３ヶ月以内
　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

〜23区内に償却資産をお持ちの方へ〜
１月は固定資産税(償却資産)の申告月です(23区内)
償却資産とは　会社や個人で、工場や商店などを経営している方

が､事業のために用いることができる構築物､機械､器具､備品等
申告が必要な方　平成25年１月１日現在、償却資産を所有している方
申 告 先　償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係
申告期限　平成25年１月31日(木)
　詳しくは、「申告の手引き」または主税局ホームページをご覧
いただくか、資産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。
償却資産の申告には、電子申告（eLTAX:エルタックス）も
ご利用できます
【電子申告についてのお問い合わせ先】　　
　　　　　　（地方税ポータルシステム）
ホームページ　http://www.eltax.jp/
ヘルプデスク　☎ 0570－081459
　　　　　　　（IP電話・PHSから：☎ 045－759－3931）
※午前８時30分から午後９時00分まで（土日祝・年末年始(12/29
　〜1/3)を除く）
【お問い合わせ先】資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係
　　　　　　　　港都税事務所（償却資産係） 03－5549－3814

都税の納付には､安心便利な口座振替をご利用ください。
＜口座振替がご利用できる都税＞
◦個人の事業税　◦固定資産税・都市計画税(土地・家屋)※　
◦固定資産税(償却資産)※

※23区内に所在する資産が対象です。ただし、随時課税分を除きます。
＜申込方法＞
　次の方法があります。
①都の公金を取り扱う銀行等の金融機関及び郵便局の窓口で、都

税口座振替依頼書（３枚複写式）に必要事項をご記入のうえ、
お申込みください。その際には、（1）預(貯)金通帳、（2）通帳
届出印、（3）納税通知書をご持参ください。　　

②納税通知書（固定資産税の随時課税分を除く。）に同封されて
いる都税口座振替依頼書（ハガキ式）に必要事項をご記入のう
え、ポストに投函してください。

し、主なテーマは「儲かる仕組みを作
りなさい」「小山昇の実践経営塾」「小山
昇の幹部実践塾」など明日からの仕事
に役立つ実務中心に、全国の経営者で
作る「経営研究会」を主催しています。
　今回の講演は、新しい書籍の出版記

念の無料講演だったのですが、さすがは小
山社長、講演開始のアナウンスで「本日の
講演の後半では、『仕事ができる人の心得』

（書籍）を使用します」と説明があり、会
場にいた400名程のほとんどが即席販売コ
ーナーでその書籍を買い求めました。（も
ちろん私も）
　私は小山社長の講演を10年前にも聴きま
した。1948年生まれでちょうど私と一回り
違いに親近感を持ち、今回もそのパワフル
な毒舌が心地よいのです。
　その中で、心に残った内容をいくつか紹
介します。
①真似をするのが恥ずかしいのではなく、
真似できないことが恥ずかしい。真似は、
最高の創造。

②社長の方針は明確に。経営計画書にその
内容を折り込み全社員に発表する。

　新聞、テレビ等を見ていると、いろいろ
な企業が、新たな発想により、続々と新製
品を発表しています。このような記事を目
にすると、「自分（自社）も何かやらなけ
れば、考えなければ」と焦ってしまうこと
がありませんか？
　しかし、そもそも日本人はそんなに発想
力がある人間ばかりではありません。むし
ろ、他人（他社）のビジネスモデルを真似
することに才能がある人も多いのです。
　昨年、株式会社武蔵野の小山昇社長の講
演を聴きました。ご存知の方も多いと思
いますが、小山社長の株式会社武蔵野は、
2000年に経営品質賞（中小企業部門）受賞、
2005年IT経営百選最優秀賞受賞、2010年ハ
イ・サービス日本300選受賞。
　本業は、ダスキンの代理店ですが、その一
方では全国で120回以上のセミナーを開催

③同じことを言い続ける。同じことをやり
続ける。同じことを粘り続ける。

④ 「人」を叱らずに「事」を叱る。
⑤社長の仕事は「決定」、社員の仕事は「実
行」

　例えその決定が間違っていても、それを
実行するのが良い会社。決定について異議
を唱えて実行しない幹部が会社をダメにす
る。どっちが正しいかを決めるのは「お客
様」という訳です。
　先の見えない時代、先の読めない時代と
言われ続けております。今までの「経験と
勘と度胸」では立ち行かないとも言われて
います。
　こういう時こそ、社内の体制を強固なも
のにする必要があります。
　今こそ社長のリーダーシップが問われま
す。社長が社員以上に働くのは当たり前。
社員のいちばん前を走り続け、その背中を
見せてあげることも必要ではないのでしょ
うか。
　あなたの会社も、まずは「返事・挨拶・
後始末」を徹底して、社内の雰囲気をリフ
レッシュされることから始めませんか？

ニュービジネスを考える前に
〜「トップのリーダーシップ」〜
経営品質賞セルフアセッサー 税理士

飯島 一郎

エルタックス 検索

クリック
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●新会員のご紹介 交流は、企業の力。

●税の作文・麻布法人会長賞のご紹介

消費税が変える日本の未来

港区立青山中学校　

　　　３年２組　山本 風花

　わが国には所得税、法人
税、都・県民税、市区町村税
など、様々な種類の税金があります。けれ
ど、中学生である私たちは、これらを直接納
税する機会がありません。そんな中で、私
にとって一番身近な税金は「消費税」です。
　私が生まれた時は、もうすでに「消費税」
は導入されていたので、当たり前のように
受け止めてきました。お菓子一つ、文房具
一つをおこづかいで買う時でも、必ず「消
費税」があるので、否応無しに支払ってき
ました。けれど「消費税」は私のような未
成年でも確実に納税できる税金なのだと思
います。そしてこの「消費税」が、国民の
老後を支えていく重要な役割を果たしてい
ることは、これからを生きていく私にとっ

て、とても深い関心があります。
　日本の人口は減少を続け、少子・高齢化
が年々進んでいます。そして高齢者に対し
て、労働にたずさわる人たちの比率が小さ
くなってきていて、誰もが将来に不安をか
かえています。そんな中、国会では「消費
税」が段階的に引き上げられることが決ま
りました。日本は先進国でありながら、他
の国と比較すると「消費税」の国民負担率
がとても低いとされています。だからこれ
からの日本を考えた時、増税は仕方のない
ことなのかも知れないと思います。けれど、
税金の使い道が明らかでないと、納税をす
る側はただ不安や不満のみが募ってしまう
ことも事実です。
　また、一方でとても残念なニュースも耳
にしました。国に納められず滞納になった
税金約六千億円の半分が「消費税」だとい
うのです。これは景気の低迷で経営が苦し
い業者が預かった「消費税」を運転資金に
回すなどしている結果だそうです。私はこ

のニュースに大変驚きました。「消費税」
がこれからの日本を支える大切な土台とな
ると思っているからこそ、何とか頑張って
納税をしていこうと考えているのです。た
とえ十パーセントになっても、将来に明る
い老後、暮らしやすい将来を願って受け入
れようと思っている人がほとんどではない
でしょうか。それが正しく納税されていな
いことは残念です。そして増税後は、この
滞納額も増加するのではないかと言われて
います。
　日本は、少子・高齢化だけでなく、東日
本大震災やそれに伴う原発問題で、国民の
誰もが不安な毎日を過ごしています。そん
な中で、少しでも明るい未来が感じられる
よう、みんなの税金を無駄にせず、具体的
にどのように使っていくのか、どのように
役立てていくのか納得できるよう、大切に
活用して欲しいと願います。そして私たち
も、納税についてしっかり理解し、向き合
っていきたいです。

法　人　名
㈱キャップ・クリエイティブ
一般社団法人　ファミリーオフィス協会
㈱ノエマ
㈱ジョイヴィバン
㈱GAIA　Enterprise
㈱フォークランド
㈱ジュンアンドロペ･エンターテイメント
㈱ジュン
プルドゥ㈱
日本ロバロ㈱
㈱ミュージックスコーポレーション
ディープ・ブレス㈱
㈱山本造園
㈱オフィスアセットポート
㈱Entertainment　Crew
首都マンションズ㈱
日中商会㈱
㈱谷堂企画
(同)服部
㈱タキザワアソシエイツ
㈱CUE
(同)AISS
㈲リライアンス
日本躯体処理㈱
㈱クニエ
㈱ファーレ
㈱オフィス青山
㈱東京トラスティー
㈱和光事務所
東熱エンジニアリング㈱
赤坂スターデンタルクリニック
青山リアルティー・アドバイザーズ㈱
ジョイント㈲
ジャパン㈱
㈲ミレアホールディング
㈲サカ・マネジメントオフィス

住　所
港区赤坂7−10−17
渋谷区神宮前5−5−5
港区西麻布4−11−7−1F
港区西麻布3−5−2
渋谷区神宮前5−5−5
港区南青山2−2−3
港区南青山2−2−3
港区南青山2−2−3
港区赤坂8−10−22
港区赤坂4−15−1
港区赤坂6−6−15
港区東麻布1−18−12
港区赤坂7−6−50
港区南青山2−2−15
港区西麻布1−12−8
港区南青山2−2−8
港区赤坂3−2−7
港区赤坂3−9−4
港区六本木7−3−15
港区北青山3−3−7
港区南青山3−3−24
港区西麻布3−13−13
港区赤坂3−1−2
港区高輪2−20−30
港区元赤坂1−2−7
港区赤坂2−17−22
港区南青山2−22−14
港区南青山3−12−11
港区赤坂3−1−2
港区南麻布3−11−44
港区赤坂2−3−5
渋谷区神宮前3−4−9
港区麻布台1−11−10
港区南青山2−2−15
品川区西五反田3−2−6
港区麻布台1−11−10

業　種
広告・宣伝企画
教育・学習支援事業
制作プロダクション
コンサルタント
サービス業(会員制リゾートクラブ)
　
ゴルフ場の経営業
服飾・洋装品の製造販売
婦人服等の企画・卸・販売
製造業
録音･録画物の企画･制作/投資業
建設業
造園工事
FPコンサルタント業
飲食経営
不動産
水産品輸入販売
社交ダンス教室
飲食（寿司）
　
人材育成・飲食業
コンビニエンスストア経営
保険代理業
卸売業、建設業
コンサルティング業
人材紹介業
不動産業
不動産仲介
保険代理業
管工事業
歯科医院
不動産鑑定業
飲食店経営
不動産業
不動産業
不動産賃貸・管理

電　話
03-3586-5891
03-5774-4454
03-5766-4861

　
0120-663-754
03-6864-8320
03-6864-8320
03-6864-8320
03-5474-0881
03-5572-0681
03-6277-6236
03-6426-5251
03-3585-2341
03-6868-6453
03-3470-0885
03-5772-1166
03-5545-4855
03-3583-1788
03-5474-2026
090-9398-3733
03-6683-0584
03-3478-7008
03-3589-5788
03-5798-7561
03-5785-2292
03-3589-1092
03-6434-5370
03-5474-0097
03-3585-2921
03-3440-7580
03-3585-0081
03-5772-1941

　
03-3248-5259
03-5745-0221
03-3586-3100

入会

8月

9月

10月

11月
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母の「おいしい」の一言が
料理人になるきっかけに

　子どもの頃から、料理好きの母親の手
伝いをさせられていたという山本氏。「母
は料理が大好きな人で、いつも台所にい
る印象でした。学校での出来事を報告す
る時も、いつも台所で料理をする母の手
伝いをしながら話をしていました」と。
　小学５年生の時、貯めたお小遣いで、
学校の早く終わる土曜日に、家庭科の授
業で覚えた料理を作った。「パートから
帰った母はとても驚いて、でも、それを
喜んで食べてくれ、おいしい、おいしい
と。そのおいしいと言ってくれるのが嬉
しかった。僕の中では、本当は遊びに行
きたくても、母の料理を手伝うために行
けなくて、自分の自由時間を料理に奪わ

れていたという想いがあった。でも『お
いしい』の一言で、奪われたと思ってい
た時間が一瞬で報われた気分になりまし
た。ものを作って人に美味しいといわれ
ることって、こんなに気持ちのいいこと
なんだと。その時に何となく料理人がい
いなと思いました。それからは一度も気
持ちがブレたことはなかったですね」と
山本氏。その後、調理師学校に通い料理
人としてのスタートをきった。

価値観を変える本との出会い

　23歳の時、隣県の徳島県にある、有名
な料亭の料理人が出している本を読んだ
時、今までの自分の発想が、ガラっと変
わるほどの衝撃を受けたという。
　「その本を読んで、料理は『何かを表
現したいという想いを表現するもの』。

だから同じものを作っても、そこに何か
が宿っているのだと。自分でも料理がで
きる、美味しいものが作れると自信はあ
ったのですが、それが全部覆った。だか
らそこで勉強することが今後の自分にと
って役立つと考えました。狭き門でした
が、何とか憧れの料亭で働くことができ
ました」。

日本料理を
世界の共通言語にするために

　調理師学校在学中、料理を通じて生き
ていく覚悟はできていたものの、何の料
理で生きていくかを悩んだ山本氏は、「い
ろいろ考えたが、本物は本場にある。日
本料理は日本人の持てる本物のひとつ。
日本人が世界に発信できる本物だと思い
選んだ」と語る。

　それから料理人を続ける今、「世界に
はいろいろな料理があるが、日本料理は
精神性を伝える料理だ」と考えていると
いう。中華料理やフランス料理のように
誰が食べても同じように美味しさが伝わ
る料理ではないと。「たとえば、おさし
みは自分で醤油をつけて、最終的に自分
で調理をして食べます。醤油の量は無意
識のうちにわかっています。でもそうい
う料理を食べたことのない外国人たちは
醤油を付ける分量もわからない。では日
本料理とは何なのかというと、言葉は悪
いが島国料理、料理の世界における共通
言語ではないということがわかった」と。
だから世界の共通言語にするためには日
本料理に込められた精神性を伝える必要
があるという。
　では、どのようにしたら伝えられるの
か。それはあらゆることに『理由』があ
り、それと同じように全てのことに『な
ぜ』がある。その『なぜ』に応えられる
ことが大事なのだという。
　「精神性をわかりやすくするためには
『なぜ』の問いかけと『なぜ』を発信し
ていくこと。それが日本料理の世界共通
言語としての地位を勝ち取る近道だと思
っています。だからその一貫として龍吟
で開発されている技術や、自分たちがど
のように日本料理を進化させたかという

ことなどをオフィシャルな技術として、
YouTubeなどで発信しているのです」。

精神性を伴った
個性ある料理人を育てる

　世界のトップシェフたちと交流する中
で、いろいろなことが客観的に見えるよ
うになったという山本氏。「日本の料理
界はまだまだ閉鎖的で、日本人が日本料
理を世界に向けて発信できるような環境
が整っていない。でも自分が行動すれば
いかようにもなる。自分たちが当たり前
と思っているすばらしい日本料理を、ど
う発信し、世界に伝えるかという手段
を提案できたことが、僕がこの世に生ま
れてきた証になるのかなと思っています。
また、僕が学会などで何かをするよりも
っとリアルな声として、世界中からの研
修生が自国に帰り、日本料理の文化と精
神を広めてくれることが大事なことだと
思っています」と。
　従業員に対しても「自分のコピーには
しない。みんなそれぞれに個性を持って
もらいたい。だから比較的、ある程度の
創作ができ、自分の考え方が反映できる
という状況を与えている。自分の店を持
たないと自分の考えていることを形にで

きないから。だからこのスタッフルーム
も自由に使えるようにしています。また、
山本＝龍吟かもしれないけれど、龍吟＝
僕ではないということです。龍吟は僕で
はなくチームなんです。そのうえでは一
人一人が責任を持って、店になくてはな
らない存在だということを、僕が心から
認めてあげることが大事だと考えていま
す」と。さらに「優れた技術を持ってい
ることはプロとして当たり前で、僕は状
態が刻々と変わる中、自分自身が『自分
の生み出した作品を絶対に濁してはなら
ない』というプロ意識を持たせることが
重要だと考えます。人に嘘をついたり、
お客様をうらぎったらどうなるかをきち
んと教えていかないと、大きなところで
間違って、立ち上がれなくなってしまい
ます、だから素直に物事をみつめなさい
ということを伝えています」と。
　昨年６月には香港支店をオープンさせ
た山本氏、「日本料理が世界共通言語を
勝ち取れたら僕は死んでもいいと思って
いる」と豪語する。今をときめく街六本
木から、日本料理を世界共通言語にする
ための発信はまだまだ続く。
（取材：齋藤竹雄、須藤純男、吉田真紀子
　文責：岡野孝子）

　2003年のオープン以来、日本料理界の革命
児と称され、多くのメディアでも注目をあびて
いる山本氏。龍吟は『ミシュランガイド東京・
横浜・湘南2012』で三ツ星の評価を獲得。国
内だけでなく海外からの評価も高い。昨年６月
には香港支店をオープンし、世界に向けて日本
料理の今を発信する山本氏にお話を伺った。

龍吟

山本 征治氏

●特集・トップインタビュー

鮎の炭火焼を石に盛る山本シェフ

▪山本征治氏プロフィール────────
1970年香川県生まれ。
33歳で東京六本木に「日本料理　龍吟」オー
ナーシェフとして独立。
開店以来、ヨーロッパ各地やアメリカで開催
される世界料理学会から招聘を受け、自らの
テクニックを披露する。我が国の自然環境の
豊かさと、そこに育む食材の価値が世界に誇
れる日本の宝物である事を証明すべく、独創
的感覚とアプローチで龍吟発の日本料理を世
界に発信し続けている。
2012年春には、香港ICCビル101階に初の支店

「天空　龍吟」をオープン。日本料理を世界共
通の価値にしていく為のアジアでの拠点を新
たに設けた。

キッチンにて、山本シェフとスタッフ

春のスペシャリテ 炭火焼のホタルイカ
と蕗 葱の花の炊き込み御飯

山陰の松葉蟹の椀

お造り盛り合わせ 2012“切子” 龍吟名物 天然大鰻の炭火焼

椅子やテーブル、調度品も、深いこだわりをもって設えられている 店の入り口には店名の由来「龍吟雲起」の文字が

鯛の桜〆

日本料理のすばらしさを発信し、
日本料理を世界共通言語に
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浮かして取るものです。お肌への負担が
なく、粉の量を調整できるので、いろい
ろな肌質に合うところにご好評いただい
ているようです」

本物の美とは
「お肌も体も心も美しく」

　「メイ牛山の言葉に『女はいつも楽し
く美しく』とありまして、サービスをす
る私たちが楽しく美しくなければいけな
いと。社員同士でよくコミュニケーショ
ンを取り楽しくいよう、社員自体も美し
くいよう、そう意識して日々学ばせてい
ただいています」
　窓越しに木々の緑を楽しめる開放的な
サロンは、都会にいながらリラックスさ
せてくれる。「ここに来ればハリウッド
がある」そんな安心感をも与えてくれる
温かな場所だ。
　「戦後から六本木にずっと変わらずに
ある落ち着いたサロンですから、子供の
頃からのお客様が、結婚されて家族がで
きてとお付き合いを続ける中で、うれし
いストーリーや信頼関係があります。お
客様の思いにも支えられているサロンで
すね」

（取材：Ｍ．Ｃ　文責：神山亜由子）

悩みなど、今のお気持ちを全てヒアリン
グした上で、ソムリエが選定した60種類
ほどの中からお一人お一人に合うシャン
プーを提案させていただきます。髪質を
作るのはコンディショナー等ではなく実
はシャンプーで、自分の髪質に合ったも
ので汚れを落とすことが、頭皮や髪の内
部にまで働きかけ、正常な状態へと導き
ます。ソムリエの理論が私どもの自信に
つながり、サービスとしてもレベルアッ
プしたのではないかと思っています」

ハリウッド伝統の手技は18種類

　頭皮と同様、お肌のケアも日々の汚れ
を落とすことから始まる。お肌の新陳代
謝を整えるハリウッドの酵素パックは55
年の歴史をもち、このパックを用いたオ
ールハンドのフェイシャルエステはリピ

ーターが多く、３
〜４世代にもわた
って支持されてい
る。
　「酵素の粉とク
リームを混ぜ合わ
せて作る酵素パッ
クは、たんぱく質
除去成分入りの酵
素の粉が、日々の
メイク落としや洗
顔だけでは落とし
きれない毛穴の中
の汚れを溶かして

　「女性が美しく輝いている国は豊かな
国。日本の女性を美しく元気にしたい」
と、美容家のメイ牛山により創設された
ヘアサロン、エステサロン、ネイルサロ
ン、化粧品、健康食品等全てを一つに集
めて美容を提案する、日本初のトータル
ビューティサロンが今年で88周年を迎
える。

美容のベースは「落とす」こと

　シャンプーで汚れを落とすという一番
大切なことを多くの人に発信したいとの
思いから、あらゆる種類のシャンプーを
知り尽くし、薬品の知識を豊富にもつス
タッフによる「シャンプーソムリエ」の
カウンセリングを、去年の７月から取り
入れている。
　「お客様の髪質、好きな香りや質感、お

　『この商店街には可能性がある』と語
る西本氏、「山手線の中にありながら住
宅、商店街、学校、病院、大使館、名所
旧跡等々が半径１㎞圏にあり、そこで生
活が完結する地域は数少ない。だからこ
そ、当たり前のことをきちんとやって、
お客様に間違いのない品質の商品を提供
していくことに意味がある。この厳しい
時代に商売を続けていくのは難しいけれ
ど、一生懸命やれば何とかなる。で、負
けなければ勝つんだという信念だね」と
語る。さらに父から教えられた『どなた
様にも平等でおなじ値段で掛け値なし』、

そしてアメリカのノードストロー
ム百貨店のように一人一人のお客
様を大事にし、お客様の要望に応
える店であることを続けていきた
いという。
　流通、物販の流れが変わる中で、

『ニシモトに行けば必ずある』と
いう、商店街になくてはならない
商店であり続ける。
　　（取材：須藤純男、大橋 茂
　　　　　　文責：岡野孝子）

いろいろな所から確実な商品を仕
入れて、間違いのないもので対応
していく、これは簡単なことでは
ないけれど、それをこの麻布十番
でやることで何とか生きていける
だろうと。しかし、最終的に仕入
れて売るということは、問屋機能
がどんどん弱くなっている今、メ
ーカーときちんと繋がっていかな
いと、ちゃんとしたものが入りに
くくなっている。ウチに来れば値
段は安くはないけれど、かといっ
て高く売るわけではないし、確か
なものを確かな価格で、きちんと
品揃えしていく。それを守りきれ
ばいけるかな」と。

お客様、商店街が
あってこそ

　西本氏は商店会の活動にも積極
的に取り組んで来た。「私は青年
会時代から商店街のイベント、売
出しなどに30年ぐらいかかわってきた、
そこでどうやったらお客様に喜んでもら
えるか、お客様に得したと思ってもらえ
るか、そういうことばかり考えてきた。
そのことが店に携わるようになって活か
されている。だから５代目が積極的に青
年会の活動に参加することは大賛成。そ
して、商店街が活気づくことで、お店も
賑わうと考えている」という。さらに『店
の活気はお客様が作る』という言葉を胸
に、とにかくお客様と話をして、お店の
中に少しでも長く滞留してもらえるよう
スタッフ共々努力している。

　家族４人と社員２人、パート３人で切
り盛りする街の総合洋品店。ここに来れ
ば、揃えられないものはないというくら
い充実した品揃え。取材中もお客様が絶
えない。小売業が姿を消していくなか、
103年もの間お客様の支持を受け、信
頼されるお店を続けていく秘訣はどこに
あるのだろうか。

仕入れて売るという商売

　明治42年、創業当時は雑貨や和装小物、
衣料を販売し、戦後は洋品衣料へと時代
とともに取り扱う商品も変化してきた。
この100余年間、時代、季節、客層が変
わるなかで、お客様の要望に応えながら
営業を続けてきた。
　現在４代目を継ぐ西本氏は「今、どの
業種も厳しい状況だと思いますが、業態
として、ものを仕入れて売るというのは
特に苦戦している」と語る。
　西本氏がお店に入った頃は、高度成長
期の真只中、売り上げも面白いほど伸び
たという。しかし、量販店や通販など、
流通が大きく変化した今、麻布十番商店
街でも、100年を越える歴史あるお店が
閉店していっている。
　このような中で「仕入れてものを売る
という業態の行き先はそう簡単ではな
い。だからといって、座して死を待つ訳
にはいかない。友人にはオリジナル商品
を開発したらと言われたこともある。麻
布十番Ｔシャツはあるけれど…。私はオ
リジナルというよりも、お客様がここに
みえて、あってよかったというものを全
て揃えたい」。さらに「お客様の声を聞き、

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●企業訪問

お客様の「あってよかった」を全て揃える店づくり
有限会社 西本洋品店
港区麻布十番１−11−13　☎ 03−3583−6471

「女はいつも楽しく美しく」を提唱するメイ牛山サロン本店
株式会社 ハリウッドビューティサロン
港区六本木６−４−１ 六本木ヒルズハリウッドビューティプラザ3Ｆ  ☎ 03−3408−1613

鎌田　薫
かまた　かおる

Hollywood May's Garden Spa 支配人　
神奈川県横浜市出身。明治学院大学卒業後、明治
安田生命保険相互会社へ総合職として入社し、営
業、業績管理、セミナーの企画等の経験を積む。
26歳で株式会社リクルートに転職をし、ヘアサロ
ン検索サイトホットペッパービューティー立ち上
げの企画、営業を担当。3年間のうちに青山中心
とした東京のヘアサロン約300店舗の広告を担当
する。多くの美容サロンと関わりをもつなかでメ
イ牛山の「女はいつも楽しく美しく」という言葉
に出会い、29歳で株式会社ハリウッドビューティ
サロン六本木ヒルズ本店に副支配人として入社。
サロンの企画運営、経営に携わる。
2012年3月より本店4代目の支配人に就任。現在
は六本木ヒルズ部、港区社会福祉協議会、六本木
ヒルズ自治会でも活躍、ハリウッドと地域と連携
しながら美容で邁進中。
www.hollywoodsalon.co.jp

コンシェルジュがお出迎え。レセプションフロアを中心に、エステサロン、
ヘアサロン、ネイルサロン、コスメショップが広がる

酵素のアワと水流で体中を満遍な
くもみほぐす、ハイドロジェット
バス。体内の老廃物排出が促進さ
れ、全体的な疲労回復にも役立つ

エステ施術後は専用のパウダール
ームでゆったりと。ハリウッド化
粧品を自由に使いながらメイクを
楽しむことができる

オールハンドの施術で日頃の疲れ
を存分に癒す、着替えから完全プ
ライベートな個室

「あって良かった」を実現する豊富な品揃え

取材で伺ったハロウィーンの時期には、
店頭は楽しげに飾り付けられていた

店主の良一氏と5代目。昨年で創業103年となった 取材を行った広報委員と
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日経ビジネス・セミナーを終えて●企業経営研修会
［11/19 麻布区民ホール］

　今回は日経ビジネス編集長の山川龍雄
氏をお招きし「先進事例に学ぶ日本企業
勝ち残りの条件」と題しての研修会を行
ない、多くの方にご参加をいただきまし
た。今後も麻布法人会では、人気の講師
や注目される取り上げ、セミナーを開催
して参ります。

親睦委員会　　　　　　　　　　　　　
●大雄山・最乗寺ハイキング

［11/10 神奈川県南足柄市］
　今回のハイキングでは神奈川県の大雄
山に参りました。目的地の最乗寺では、
精進料理をいただき、坐禅体験を行いま
した。参加者は秋深まる自然を楽しまれ
たようです。

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。

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、毎年多数の参加申込みをいただき
ます。
10/12『年末調整（基礎）』56名参加。
11/2 『年末調整（計算例・合計表・給報）』
　　　106名参加。

ゴルフ部会　　　　　　　　　　　　　
●第178回ゴルフ大会

［11/6 東松山カントリークラブ］
　今年度最後のコンペは竹花氏が優勝の
栄誉に輝きました。

参加者　33名（初参加３名）
次　回　第179回大会のご案内
　　　　日程未定　
　　　　東松山カントリークラブ

税務・研修委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

[11/15 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
つき解説しました。11月40名参加。

●新設法人説明会
[10/15、12/4 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24名、12月23名参加。

●法人税申告書作成研修会（入門編）
[11/27・28 麻布税務署会議室］

　麻布税務署担当官を講師に、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120名
が参加されました。２月は初級編を開催
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

●●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

Ｂ.Ｇ　坂本＝81　
Ｎ.Ｐ　竹田・竹田・竹田・角口・武藤・武田・鈴木・
　　　 鈴木

優勝

２位

３位

氏　名

竹花美代恵

片岡　雅敦

鈴木　英晴

法人名

㈱第一代理店

㈱葉山国際カンツリー倶楽部

㈱オーイーシー

Ｇ

110

99

92

Ｈ

40

27

18

Ｎ

70

72

74

次号３月号では、25年度税制改正を特集致します。次号
予告

●経営者セミナー●事務局から●編集後記

◎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。

　Facebook（フェイスブック）と
いうのをご存知ですか？会員数が世

界中で10億人（11月時点）を超えているというインターネ
ット上の交流サービスです。これを使えば会員になってい
る世界中の人とうまくすれば知り合うこともできます。
　麻布法人会でも会員同士が交流できるさまざまな行事や

サークル・同好会などを盛んに行っています。この会報誌
や同封されている情報に参加すれば、そこから異業種交流
のきっかけをつかむことができるかもしれません。
　Facebookほどの多くの人とは交じ合えませんが、顔と
顔を合わせたリアルな交流を楽しんでみてはいかがでしょ
うか。　　　　　　　　　　　　　広報委員　曽我　禎夫

参加者は皆熱心に講義に耳を傾ける

心地良い秋風の中、ハイキングを楽しんで参りました

源泉部会研修会は毎回大盛況です

ベテラン税理士による講義

初心者にも判りやすく解説

人気企画、新春座談会の取材の模様 ９組でコースをまわり、賑やかな会となりました

　デフレ経済によって、経営環境はとても厳しい状況が続いていま
す。物価の下落、経済規模の縮小、そして中国や韓国の台頭等。今
までの常識では考えられなかった様々な出来事が生じており、明日
への夢を描けず、経営に悩んでいる経営者をよく見ます。このよう
な閉塞感の強い状況下で企画されたのが、今回の日経ビジネス・セ
ミナーでした。
　日経ビジネス編集長
の山川氏とは、約４ヶ
月前から入念に打ち合
わせを行いました。テ
ーマが大きな課題でし
たが、多くの経営者や
幹部社員に元気になっ
てほしいという願いか
ら選ばれたのが「先進
事例に学ぶ、企業勝ち残りの条件」です。
　会場となった麻布区民センターには、スタッフを含めると約120
名もの方が参加されました。会場は講師と参加者が一体感を味わえ
る広さであり、規模としては適切であったと思います。坂本会長の
挨拶の後、山川編集長が登場してセミナーが始まりましたが、話は
歯切れがよく、とても分かりやすい説明で進行していきました。
　セミナーの全体の構成は、「日経ビジネスの基本情報」「経営者の
名言から学ぶ企業勝ち残りのキーワード」「ユニークな制度を持つ中
堅・ベンチャー企業」「勝ち方のヒント、発想を柔軟に」の４部です。
　「経営者の名言から学ぶ企業勝ち残りのキーワード」では、名経
営者へのインタビューの裏話などの逸話があり、普段の日経ビジネ
スでは知ることのできない興味深い話が聞けたと思います。キーワ
ードは、新興国の攻略、スピード、リーンスタートアップ、危機対応、

顧客志向、商品開発、人事・組織、企
業再建、改革を阻む怪物たち、日本人
の矜持であり、それぞれ二つの名言が
紹介されました。また最近の中国の日
本に対する国民感情や、日本製品の消
費マインドの調査データ、中国人の賃
金予測が紹介されました。この情報は、
中国に進出している企業には、とても
有益なものと思います。
　「ユニークな制度を持つ中堅・ベンチャー企業」では、昼寝制度、
採用は先着順、最終面接官は顧客、内定者は社長のかばん持ち等の
事例紹介があり、マンネリ化した経営状況を打破するには面白い事
例だったと思います。一度、試してみるとよいでしょう。
　「勝ち方のヒント、発想を柔軟に」では、今時の最高益更新企業
の中には、海外進出に頼らずに、国内企業を中心に取引している企
業が多いという興味深い事例紹介もありました。
　セミナーの終了後にアンケートを実施しましたが、61名の方から
の提出がありました。そのうち60名が「参考になった、非常に参考
になった」との回答であり、このセミナーの質の高さを裏付けてい
ます。また参加動機に関しては、内容に関心があったからという回
答が半分以上を占め、参加意識の高かったことを示しています。
　セミナーが終わった時の感想は、「良いセミナーは、やはり素晴
らしく、人も集まり、参加者は満足してくれるもの」ということです。
この経験を次回以降のセミナー企画に活かしていきたいと思います。
　最後にこのセミナーの実施に当たり、適格なリードをしてくれた
後藤委員長、税務・研修委員の方々、そして関根次長や増田さんを
はじめとする麻布法人会事務局の方々に、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。　　　　　　　税務・研修委員　佐藤純

登壇される山川氏

会場は多くの聴講者で賑わいました



2012年ティー・クラブクリスマス会
　12月５日㈬ティー・クラブのクリスマス会が青山ロビ
ンズクラブでおこなわれ、26名が参加しました。まず、
サロンでピアノ
とフルートの演
奏で始まり、く
るみ割り人形メ
ドレーからクリ
スマスメドレー、
そしてリベルタ
ンゴ、アンコー
ルは情熱大陸と聴いたことのある曲ばかりで、心が癒さ
れ、ぐっと胸に迫るものがありました。
　そして部屋を移してクリスマスディナー。和気あいあ
いの食事会となり、各テーブルから笑い声(大爆笑？)が
溢れる楽しいお食事会でした。

　企画してくだ
さいましたティ
ークラブの結城
幹事に感謝です。

吉田真紀子
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）
租税教室　六本木中学校

　平成24年11月12日、六本木中学校においては２回目と
なる租税教室を行いました。
　午前中に２
コマの授業が
あり、淺沼相
談役と大和田
総務委員長が
それぞれ講師
を担当してく
ださいました。
　多感な年ごろの生徒の皆さんがどのような反応を示し
てくれるのだろうかと少し不安でしたが、始まってみる
と生徒たちの活発な答えや意見が飛び交う、とても楽し
くて有意義な授業となりました。
　租税教室はサンエー・クラブが行う公益活動の中でも

大きな柱の１
つであり、今
後も活発に活
動を続けてい
きたいと思い
ます。

サンエー・クラブ　若田部鉄也

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。～2013年3月

行　　　事 日　　　時 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

企業経営研修会

法人税申告書作成研修会
（初級編）

調査部法人研修会

新会員交流会

第15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（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。

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。

「もしもの時の企業防衛」をテーマに不測の事
態への企業の在り方について講演。会費無料。
要申込。詳細はチラシ参照
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。
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。
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
法人会会員お一人様4,000円
詳細はチラシ参照

1/18　14:00〜16:00

2/8  　13:30〜16:00

2/6  　13:30〜16:00

3/18　  9:30〜12:00
　　　  13:30〜16:00

2/12　14:00〜16:00

2/19　10:00〜16:00
2/22　10:00〜16:00

2/15　未定

2/19　未定

2/8 　18:00〜21:00

2/21　14:00〜16:00
3/14　14:00〜16:00

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）

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

国際文化会館

明治記念館

品川プリンスホテル
　ボウリングセンター




