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あかやまぶき 2013.92 あかやまぶき 2013.9 3俳句同好会優秀作　梅雨晴れの光集めし蜘蛛の糸　風遊子

10　都税についてのお知らせ
　　連載 熱血先生の経営指南�
11　麻布ビジネスクラブご報告、支部長のご紹介
12　連載 企業訪問　ユニバーサル特許法律事務所
13　連載 企業訪問　麻布東京デンタルクリニック
14　法人会の活動（7〜8月）
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

8  トップインタビュー
    南條 史生氏  （森美術館 館長）

4  麻布税務署新署長インタビュー
２　異業種交流しましょう
６　署職員のご紹介
　　新会員のご紹介（6〜7月）
７　税務署からのお知らせ

10月・11月は麻布法人会の会員増強月間です。
会員のお一人お一人がプラス１社を目指して勧奨していただき

「入会して楽しく」 「会員でいて楽しい」法人会へと盛り上げて
いきましょう！
　　　10月・11月にご入会いただいた法人は入会後２ヶ月会費無料！
　　　さらに新入会員様には、新年賀詞交歓会、または総会後の懇親会に
　　　無料ご招待いたします。

はじめまして！
会員増強委員長の水野です。

約2,700社の
会員法人の方たちと、

異業種交流しませんか？

10月・11月の合言葉は…Plus One！

みるみる上達すると話題の書道同好会

ティー・クラブ(女性部会)ならではの優雅な催し

間もなく200回目のコンペを開催するゴルフ部会

ボウリング大会は毎回大盛況です

皆様のご入会を
お待ちしています！

サンエー・クラブ(青年部会)による
地域の小中学生への租税教室

最新の税法を学べる様々な研修会を開催

社会貢献活動のひとつ、献血活動は
通算3,000人を達成致しました

著名な講師をお招きしての講演会
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の事業を発展させることとの両輪でいくのがいいの
ではないでしょうか。また男性では気付かないよう
な活動の部分は、女性の目でどんどん意見提言をし
てもらいたいですね。ティークラブが栄えると、法
人会はさらに栄えるのではないかと思います」
　サンエークラブでは租税教室に力を入れており、
今年で３年目になる。消費税に対する関心が高まる
中、租税教室に工夫を凝らす法人会が増えていると
いう。
　「私が重要だと思っているものの一つは租税教育
です。お忙しい事業とのバランスが難しいとは思い
ますが、是非期待したいところですね。他の法人会
とも意見交換をして、良いところのノウハウを参考
にさせてもらうのはいいことだと思います」　

（取材：須藤純男､ 齋藤竹雄､ M.C　文責：神山亜由子）

芝居の世界の人情に魅せられて
　
　「前はよくゴルフをやりました。それと本が好きで、
歴史小説やノンフィクションを読みます。あとは観
劇が昔から好きです。最近はほとんど歌舞伎や新派
の芝居で、特にここ10年は文楽ですね。人形浄瑠璃
とも言いますが、この文楽が好きです。人間の気持
ちや考え方にはいつの時代も変わらない部分がある
と思っていて、そこがおもしろい。義理人情とか、
あの世で一緒になるといった感じが好きなんです」
　

今後の法人会に期待を寄せる

　「異業種交流として法人会を利用するというよう
に、色々な動機があっていいと思うんですね。自分

ントンへ行ったりと、５回ほど海外出張をしました。
会議はみんな英語ですから、英語力の必要性をつく
づく感じました。報告書を書くのには苦労しました」
　

日頃は「情熱と誠実」をモットーに
　
　適正公平な課税及び徴収の実現を図ること、また
e-Tax等による納税者サービスの質を向上させるこ
とが、どこの税務署においてもいえる基本的な税務
の仕事だという。
　「日々の仕事については、私自身もそうですが、
自分の職務は何か十分に認識し、的確かつ誠実に職
務を遂行することが必要と考えています。そして内
外の関係するセクションと十分コミュニケーション
をとることは非常に重要ですから、話ができる人に
なることも大事です」
　仕事における好きな言葉は、「正直者には尊敬の的、
悪徳者には畏怖の的（Respect among the honest, 
Fear among the dishonest）。昭和24年に国税庁が
開庁した際に、重要な役割を果たしたハロルド・モ
ス氏の言葉だそうです」
　「私どもの署にも色々な職員がいますから、例え
ば電話の応対のしかたも人それぞれなんですね。そ
れに、窓口には用事があって来るわけですから、職
員に対し電話の対応も含め、そういう方々には丁寧
に対応するように呼びかけています」
　

これまでの経験を麻布で生かす
　
　「全国的にネームバリューのある麻布・赤坂・六
本木・青山は、世界的にも通用する街という印象を
持っています。特に驚いたのは六本木ヒルズですね。
すごいビルだと思います。東京ミッドタウンにも圧
倒されます。大使館が集中していて外国人も多い、
非常に国際色豊かなところですね。それから坂の多
い街で、また、ちょっと下町的なところも残ってい
ると感じました」
　生まれ育った埼玉県の白岡市に今も暮らしている。
田園風景豊かな地で、梨の産地でもある。
　「私の家は農家で米と梨を作っていて、よく手伝
っていました。白岡市は上野との間が40分。都心ま
で近くはないですが、最近人口が増えてベッドタウ
ンのようになっています」
　大学で勉強していた会計学を役立てようと考えた
ことが、税務署に入るきっかけだという。民間会社
がオイルショック後の就職難だった当時、公務員に
は一定数の採用があった。
　「昭和51年４月が採用で、最初の赴任地は王子税
務署で所得税担当を４年やりました。その後色々な
仕事を担当して、それぞれ印象深いのですが、中で
も国際関係の仕事は長くて、大体20年近くやりまし
た。国税庁調査課の海外担当の時、租税条約に基づ
く情報交換に関する会議に出席するため、パリでの
OECDの会議や米国国税庁IRSとの意見交換でワシ

麻布税務署

内
う ち だ

田 弘
ひ ろ ゆ き

之署長
落ち着いた物腰は、様々な部署での豊富な経
験の表れだろうか。とりわけ国際関係の仕事
は長く、その時々に課題を抱えながらも、着
実に歩を進めてきた。

取材に臨まれる内田署長と、
麻布法人会役員、広報委員

麻布法人会　坂本会長と サンエー・クラブ　後藤会長と ティー・クラブ　鈴木部会長と

●特集・麻布税務署人事異動 ●特集・麻布税務署人事異動
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●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25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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2600〜2609
※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。
　以下のとおり、年末調整のしかたと法定調書及び給与支払報告書の作成についての説明会を開催いたします。
　なお、本年の説明会は、芝税務署、港区役所、麻布法人会及び芝法人会との共催により開催いたします。

開催日 時　間 会　場
11月６日㈬ 13：45〜16：00 麻布区民センター　区民ホール

開催月日 時　間 対象地域　（注）

11月11日㈪

11月13日㈬

11月14日㈭

11月12日㈫

9：45〜12：00

9：45〜12：00

9：45〜12：00

9：45〜12：00

13：45〜16：00

13：45〜16：00

13：45〜16：00

13：45〜16：00

麻布十番・西麻布

赤坂1〜2

南青山

北青山・南麻布

麻布台・東麻布

赤坂3〜6

六本木

赤坂7〜9・麻布永坂町
麻布狸穴町・元赤坂・元麻布

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25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っては、次の点にご留意願います。
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方の分については、

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、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25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）

⑦平成26年１月１日以後に法定調書を提出する場合において、その種類ごとに、基準年（その年の前々年をいいます。）
に提出すべきであった法定調書の提出枚数が1,000枚以上のときは、当該法定調書の提出については、e-Taxを使用して
送付する方法又は光ディスク等を使用して提出する方法によらなければならないこととなりました。

平成25年分の法定調書の提出期限は、平成26年１月31日（金）です。

年末調整説明会の開催

法定調書の作成と提出に関するお願い

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福井県
②映画鑑賞
③「思慮分別」
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群馬県
②ビリヤード
③「誠実」
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「コツコツと」
よろしくお願いします。

①北海道
②読書・スポーツ観戦
③「一期一会」
よろしくお願いします。

①宮崎県
②読書
③「楽」
よろしくお願いします。

副署長(法人担当)

水
ミズカミ

上　勝
カツヒロ

弘

法人審理上席

土
ツ チ ダ

田　陽
ヨ ウ コ

子

法人第１統括官

吉
ヨ シ ダ

田　靖
ヤスフミ

文

法人審理官

瀬
セ ガ ワ

川　丈
ト モ キ

貴
法人審理官

生
ウブカタ

方　健
ケ ン タ

太

法人第２統括官

大
オオカワ

川　忠
タ ダ オ

夫

源泉審理上席　

小
コ ニ シ

西　毅
ツヨシ

法人第３統括官

會
ア イ タ

田　美
ミ チ コ

千子

源泉審理官

山
ヤマモト

元　智
チ ア キ

晶

部門
法人4部門

法人5部門

法人6部門

法人7部門

法人8部門

法人9部門

名前

多
タ

　田
ダ

　茂
シゲ

　雄
オ

園
ソノ

　田
ダ

　伸
シン

　一
イチ

益
エキ

　登
ト

　恒
コウ

　二
ジ

野
ノ

　村
ムラ

　啓
ケイ

　子
コ

山
ヤマ

　下
シタ

　幸
ユキ

　男
オ

渡
ワタ

　邊
ナベ

　嘉
ヨシ

　久
ヒサ

出身地
東京都

大分県

北海道

福島県

北海道

北海道

前任
国税庁

新宿

２年目

東京局

東京局

３年目

部門
法人10部門

法人11部門

法人12部門

法人13部門

法人14部門

　　　 名前

田
タ

　邉
ナベ

　克
カツ

　二
ジ

永
ナガ

　井
イ

　克
カツ

　宏
ヒロ

馬
マ

見
ミ

塚
ヅカ

　英
エイ

　子
コ

  俵
タワラ

　　　栄
ヒデ

　利
トシ

土
ツチ

　屋
ヤ

　澄
スミ

　生
オ

出身地
神奈川県

愛媛県

東京都

熊本県

千葉県

前任
横浜南

国税庁

２年目

東京局

２年目

〔平成25年6月〜7月　11法人入会〕　     　　  　　  　 　   　　　　　　

東京施設運営㈱

㈱麻布都市総合企画

㈱前田太郎建築設計事務所・ベイリーフ

㈱クラウド

㈱エムコミ・システムズ

㈱LOD&Be

ヒデビル

SivanS㈱

白島石油備蓄㈱

㈱セラン

Regress一級建築士事務所

港区六本木7−18−11

港区三田1−2−16

港区南青山5−4−35

豊島区東池袋2−27−18

港区赤坂4−8−20

港区高輪3−21−7−204

港区西麻布3−13−20

港区南青山2−14−14

港区赤坂1−12−32

港区南青山3−1−3

中央区日本橋富沢町5−3

不動産管理

相続・不動産・建築アドバイザー

設計

商業施設 設計､施工､監理及びオーダー家具販売

イベント企画

エステ事業のフランチャイズ

不動産賃貸

広告

サービス

化粧品・卸売・小売

建築コンサルティング

5775-6861

5948-4321

5953-5131

5953-5131

6804-2787

3401-3976

3405-0007

6447-1696

5574-7433

3746-3070

6317-3385

6月

7月

法　人　名 住　　所 業　　種 電　話（03） 入会

●新会員のご紹介 交流は、企業の力。

①石川県
②マラソン・ツーリング
③「日々新たに」　
よろしくお願いします。

副署長(法人担当)

長
ナ ガ イ

井　雅
マサヒロ

浩

　①出身地　　②趣味
　③好きな言葉、その他一言
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さらに、「フランスやイギリスのアーテ
ィストが外国の商業画廊で比較的小さな
展覧会を開く時など、大使がオープニン
グに参加していることがよくあります。

『私の国ではアートを大事にしています』
というメッセージを発信している。国と
いうものは経済、政治・外交、文化の３
つの柱がきちんと同じ太さで支えていな
いと、国家が成熟しているとは思われな
い」とも。
　また、日本には沢山の文化財があるの
で、それを守るのは大切なことだが、今
生きている若いアーティストを支援し、
今から100年後に残るものを創っていく
ことはこの国の未来のために、もっと大
切ではないかと語った。
　　（取材：須藤純男、齋藤竹雄、C.M
　　　文責：岡野孝子）

●特集・トップインタビュー

グローバル化の時代にふさわしい
アートの発信基地

　森美術館がある六本木ヒルズは、構想
当初から「文化都心」を重要なコンセプ
トとして掲げ、人々が同時代の文化を体
験することができる現代アートの美術館
をその中心に据えた。あらゆる年齢、地
域、国々の人びとに開かれた美術館であ
ることを目指し、質の高い現代美術コレ
クションの構築や、日本やアジアの若手
アーティストに活躍の場を提供するなど
重要な役割を果たしている。

　また、専属の展示デザイナーが展覧会
毎に鑑賞しやすい空間をデザインし、一
方で海外からの訪問者にも親しんでもら
うため、パンフレット、ウェブサイト、
作品解説などは、バイリンガルで用意す
るなど、きめの細かい顧客対応で、楽し
く刺激的な鑑賞体験を提供してきた。
　さらに、作品を展示するにあたり考慮
していることは、「学術的な側面と、わか
りやすく楽しそうな体験が共存している
ところ。楽しそうだけれど深いもの、面
白そうだけれど哲学的なものもある。そ
の狭いけれども、両方重なっている部分
にある作品を見てもらうのが現代美術館
としての醍醐味の一つではないかと思う。
深いものを内包しているけれど、現代美
術の初心者が観ても面白いと感じ、理解
してもらえるような演出ができれば、本
望ではないかと思う」と南條氏は語る。

現代美術との関わり

　南條史生氏は2006年、同美術館の館長
に就任した。慶應義塾大学経済学部を卒
業し、一度社会人となったが、再び同大
学の文学部哲学科美学美術史学専攻へ入
学。美術を中心に西洋文明について勉強
を始めた。

　なぜ美術史を学ぼうと思ったのか。「美
術史にはいろいろなものが内包されてい
る。視覚的な表現もあるけれど、文学や
音楽も美術史の中に出てくるなど、非常
に幅が広く、一つの文明や文化のエッセ
ンスが凝縮している。これを学ぶことで
ヨーロッパ文明の根幹を知ることができ
るのではないかと考えた」と語る。
　さらに学んでいく中で、「当時は哲学
書もずいぶん読んでいて、哲学と現代美
術は近いのではないかと思った。哲学は
物事の一番重要な問題をわかりやすく抽
象化する。現代美術は、作品の意図を探
ると、様々な問題提起に行き着く。どち
らも似たところがあり、私には現代美術
が向いていると思った」と。
　その後、文化交流団体の国際交流基金
へ。社内コンペで提案した10周年記念企
画が採用され、現代美術のイベントを立
ち上げた。最初は現代美術の企画とはい
わず、パフォーマンスの祭りのように見
せたおかげでスムースに受け入れられた。
このイベントには、数多くの若手のキュ
レーターを巻き込んだので、南條氏はい
つの間にかネットワークの中心となって
いた。そうして美術業界に名が知られる
ようになった。

留学は自分を見つめる貴重な体験

　南條氏はカナダに留学したおかげで、
日本における学閥や地位は意味が無く、
自分次第で新しい生き方を選択できると
いうことを感じた。「異質な社会の中で、
自分のアイデンティティーを確立しよう
と思ったら、自分の考えを語り、自分は
何が出来るかを示す必要がある。それが
できた時初めて、みんなの中で自分の存
在が見えてくる。だから何がやりたいか
ではなく、何が一番うまくやれるのかが
重要。それが実は他者から見た自分のア
イデンティティーになる。このように自
分を客観的に見ることができるようにな
るから、私はみんなに留学を進めていま
す」と。

国は経済、政治・外交、文化。
同じ太さの3つの柱があってこそ

　先日フランスの大統領が訪日した際も
森美術館を訪れた。旅先で、その国のこ
とを知ろうと思ったら、美術館と市場に
行くとよい、とはよく言われることだ。
　「フランスが文化大国だと思うのは、

『文化を丁重に扱わなければならない。
それは国の根幹の一つである』という認
識が共有されているところ」と南條氏。

　2003年、森美術館は六本木ヒルズ森タワー53階
に開館記念展「ハピネス」でオープンした。今年は
10周年を迎え、「ハピネス」を引き継ぐ普遍的なテー
マとして愛に注目し、「LOVE」展を開催した。開館
　　　　　　　　　　以来、独自の切り口で多彩な企
　　　　　　　　　　　画展を開催し、文化発信地と
　　　　　　　　　　　　して親しみやすい開かれた
　　　　　　　　　　　　　美術館を目指す南條館長
　　　　　　　　　　　　　に想いを尋ねた。

森美術館　館長

南條 史生氏
　　　　　　　  （なんじょう　ふみお）

●特集・トップインタビュー

▪南條史生氏プロフィール ─────────────
森美術館館長。1949年東京生まれ。1972年慶應義塾大
学経済学部、1976年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。
国際交流基金などを経て、2002年森美術館副館長就任、
2006年11月より現職。　
数々の国際展のディレクター、コミッショナー、審査員
など要職を歴任。2007年、美術を通じた国際交流の功績
に対し外務大臣表彰を受賞。
著書に「疾走するアジア—現代アートの今を見る」（美術
年鑑社）、「アートを生きる」（角川書店、2012年）がある。

独自の切り口で現代アートをわかりやすく、
開かれた美術館のあり方を探る

LOVE展　『LOVE展』は、
大きな反響のもと会期を終了した

ジャン＝ミシェル・オトニエル
《Kin no Kokoro》　2013年
ブロンズ、金箔、ステンレス鋼
330×360×169cm　森ビル株式会社蔵
Courtesy: Galerie Perrotin, Hong Kong 
and Paris
撮影：木奥恵三

エムレ・ヒュネル　テクノロジーによっ
て支えられた文明社会の危うさと、その未
来を問いかける

エムレ・ヒュネル　《ジャガーノート》　2009年
ビデオ　21分8秒　Courtesy: Rodeo 南條館長と、取材を行なった広報委員

俳句同好会優秀作　駅前に妻の出迎え梅雨の夜　雅雅雅俳句同好会優秀作　渡し舟寄せる岸辺に花菖蒲　猪突庵

六本木クロッシング2013展：
アウト・オブ・ダウト―来るべき風景のために

「来たるべき風景のために 疑うことからはじめよう」70〜80年代
生まれの若手を中心としたアーティストたちが、芸術的実践を通じ
て先の見えない日本の未来を模索する。森美術館10周年記念展

金氏徹平
《Ghost in the Liquid Room 
(lenticular) #1》
2012年
レンチキュラー、反射シート、木
180×180cm
Courtesy: ShugoArts, Tokyo

中村 宏　《島［旧題《沖縄島》］》　1956年
油彩、カンヴァス　130×162cm　浜松市美術館蔵

菅 木志雄　《間連空》　2010年　
ワイヤー、セメント　220×φ323cm
展示風景：ギャラリー604、釜山　撮影：佐藤 毅

風間サチコ　《獄門核分裂235》
2012年　木版画（パネル、和紙、墨）
181×120cm　撮影：宮島 径
Courtesy: Mujin-to Production, 
Tokyo

田島美加　《エキストラ》　2009年
木、カンバス、アクリル絵具、シルク
スクリーン、鏡面アルミ、紙、アクリ
ル板、MDF、エナメルスプレー、ビデ
オモニター、フォルミカ、ガラス、ラ
イト
152.4×243.8×213.4cm
Photo: Jason Mandella
Courtesy: Sculpture Center, 
New York

高坂正人　《Return to Forever (Productopia)》　2009年
ダンボール、木、プラスチック、MDF、アクリル、塗料、
紙、ジュースの缶、テープ、不要になった製品包装
サイズ可変
展示風景：「キュビスムとオーストラリア美術」ハイド近代
美術館、メルボルン　 
Photo: John Brash 

岩田草平×プロマイノリティ 《アディバシの家  原型》  2010年
土、竹、藁、ストローベイル、葦、牛糞、微生物ろ過による
水の浄化装置、炭　800×900×580cm
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※各支部へのご連絡先は、麻布法人会事務局までお問い合わせ下さい。（電話：03−3408−1324）

こんにちは　あなたの街の支部長です

Azabu Business Club始動 !!いいたします。（平成25年11月11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）

　台風や集中豪雨、火災などで甚大な被害を受けた方には、一度
課税された税金のうち、まだ納期限が到来していない税金を、被
災の程度等によって減免する制度があります。
＜災害による被害の例＞
　●台風、集中豪雨による崖崩れ、家屋損壊、床上浸水　
　●火災による焼失　
　●地震による損壊　など
　※一定程度以上、被災していることが要件です。
＜減免の対象となる都税＞
　固定資産税・都市計画税（23区内）、不動産取得税、個人事業
　税　など
＜減免を受けるための手続き＞

減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの申
請が必要です。
被災された方は、区市町村（火災の場合は消防署）で発行する「り
災証明書」など、被災の事実を証明する書類を添えて、都税事
務所まで申請してください。

　また、被災により、都税を一度に納めることができない場合に
は、納税を猶予する制度があります。なお、納税の猶予を受ける
場合にも、申請が必要となります。

＜お問い合わせ先＞　減免に関すること　各税目担当係
　　　　　　　　　　猶予に関すること　徴収管理係
　　　　　　　　　　港都税事務所　03−5549−3800

で検索しても、頭に入っていかないも
のです。
　そこで思いついたのが、小説仕立て
で経済用語が理解できる本です。「な
るほど、これなら頭に入っていけ

る！」
　という訳で、今回は書籍の紹介です。
　新入社員が入ったが、一般的な経済の基
礎知識が備わっておらず、頭を悩ましてる
経営者の皆さん。まずは、この本を読まし
てみてはいかがでしょう？
　編者は「LLP藤原KAIZEN研究会」。経
済アナリストの藤原直哉氏も推薦していま
す。実は、この藤原KAIZEN研究会は、藤
原先生がアメリカで勉強してこられたリー
ダーシップ論を習得するための「藤原塾」
卒業生の第１期生〜第７期生までの34名で
構成された組織です。実は私もそのメンバ
ーのひとりです。
　ビジネスの現場で起こっていることから
経済を紐解けば、世界の中の流れが見えて
きます。また、それは日本が直面する課題

＜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
　○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

●都税についてのお知らせ

●熱血先生の経営指南 �

　日本経済新聞その他の新聞を読んでいて、
その中で当たり前のように使われている経
済用語。
　例えば、アルファベット３文字熟語や
次々と新しい言葉が出てきます。
　みなさんの会社の新入社員あるいは若手
社員は次の言葉を解説できますか？
　協調介入、金融緩和、コール市場、公開
市場操作、公定歩合、ＧＤＰ、サブプライ
ムローン、自己資本比率、政策金利、ＴＰ
Ｐ、デフォルト、ニューヨーク・ダウ、バ
タフライ効果、プラザ合意、マネーサプラ
イ、ワーキングプアなど。
　上記のどれか一つでも答えられないとし
たら、ここはひとつ勉強させるしかないの
では。
　しかし、単に経済用語をインターネット

とも直結しています。
　我々、LLP藤原KAIZEN研究会は、「日
本の中小企業が発展することが日本を良く
する最大の近道だ」という志を同じくした
若手税理士の集団です。税金の計算だけで
なく、我々は中小企業経営者のコーチ役だ
という信念のもとに、中小企業の一助とな
ればと今後益々活動を広げていく所存です。
お時間の許す時にご一読いただければ幸い
です。
　今回この『土下座と健太と経済学〜経済
オンチの新入社員成長物語〜』（アチーブメ
ント出版）を抽選で５名
の方にプレゼントさせて
頂きます。官製ハガキに、
会社名、住所、氏名、年
齢を記載の上、９月20日
までに下記までお送り下
さい。なお、当選者の発
表は発送をもって代えさせて頂きます。
　〒106-0046　港区元麻布3-2-19-4F
　飯島総合会計事務所　法人会係

経済用語を今さら
聞けない社員の方へ
〜｢経済新聞を読んでいて思う｣〜
藤原KAIZEN研究会 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､9月30日㈪までにお納めください。

災害等により甚大な被害を受けた方には
都税を減免する制度があります

「俺たちはビジネスがしたいんだ！」
そんな声から生まれたのがAzabu Business Club（略称ABC）です。
血液学 × アンチエイジング ＝ ビジネス
　記念すべき第１回ABCが７月23日㈫明治記念館にて開催されました。
　講師は血液学の最先端でアンチエイジングに取り組まれている「澤登 雅一 先
生」。予定を上回るお申込数に、枠を大幅に増やしての講演会でした。
　アンチエイジングというと女性のものと考えがちですが、先生のお話では男女
関係なく健康に過ごすことに主眼が置かれており、上手なサプリメントの使い方
や、お酒の飲み方もご紹介いただきました。
　その後、グループワークで他の参加者と活発な意見交換をした後は、発表者の
機知にとんだ発言に大笑いしたり、先生の細やかな解説に真剣に聞き入ったりと
密な時間を過ごしました。その後の名刺交換会もそれぞれが積極的に色々な方と
交流しました。
　ビジネスの場ということで、時間通りに始まり、時間通りに終了しましたが、
遅れてきた方が残念がるほど充実した２時間となりました。非会員の方も多数参
加されましたが、非常に満足され、法人会にご入会頂きました。

　次回は10月30日㈬17時より
　　　　『「七転八起」の人生　失敗が次の道を拓く！』
　　　　　講師：大西　紀男 氏　
　　　　　　　　日総ビルディング株式会社 代表取締役社長
　　　　　　　　麻布法人会 麻布支部長
　　　　　　　　詳細は同封のチラシ（白色）をご覧ください。

麻布支部長　大西 紀男
　麻布法人会の中で住居表示が麻布
と付いているエリアが支部の対象と
なります。約750会員が在籍されて
おります。隣組のような感覚で交流
を図って参りたいと、鈴木秀世副支
部長はじめ８人の幹事の方々と共に
計画を練っております。よろしくお
願い致します。

赤坂支部長　岩上 義明
　赤阪支部会員の皆様、こんにちは。
私は、赤坂支部を担当させて頂きま
す岩上です。
　赤阪地域の発展と活性化の為にお
役にたてるよう、頑張って活動して
まいりたいと思っております。
　今後とも宜しくお願い致します。

六本木支部長　懸田 健一
　毎日ご苦労様です。六本木１丁目
から７丁目までを担当させていただ
いている懸田健一です。繁華街や再
開発地区をかかえ六本木は日々変化
を続けております。港区でのご飲食、
お買い物は是非六本木でお楽しみ下
さい。

青山支部長　佐藤　崇
　皆様はじめまして、青山支部の佐
藤です。北青山、南青山にいらっし
ゃる法人様が支部のメンバーとなり
ます。何かお困りの際は、ぜひご相
談下さい。文化と緑溢れるこの街か
ら、地域を盛り上げて参りましょう。
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らゆる技術（テクノロジー）とデザイン、
商標、そして著作物です。特許や商標登
録はその国だけに通用するものなので、
企業がビジネスをグローバルに展開する
場合には、それぞれの国での知的財産の
取得が必須になります。それ故、語学力
が不可欠なんですね」

人間の生き方の原点に帰る
　産業技術の進歩に合わせて、特許を取
るための仕事を長年続けてきた。その一
方で、日本の社会に対して、ただ無限に
上を目指すだけでは世界と調和しないの
ではないかと提言する。
　「実社会で人類が必要とするものから
かけ離れたものに囲まれている現代にお
いては、生活費にコストがかかります。
例えば自動車でいうと、人を運ぶという
最小限の機能を果たしてくれれば十分な
のに、様々な機能を付けるからコストが
高くなる。昔は素朴な生活でも、それな
りに楽しく生きてきたんです。これか
らは、最小限必要なものを国民に供給し、
またそれを私たちは受け入れることも大
事ではないかと考えます」

趣味のオリーブづくりが
町おこしに

　知的財産は植物の世界にもあり、種苗
がその一つだ。自宅のある神奈川県二宮
の太平洋と富士山を一望できる丘の上に
農場を持ち、実が多量になる方法や改良
を意識した農業に取り組んでいる。
　「二宮は一年中温暖で、小豆島と地形
がよく似ています。そこでオリーブを植

　産業財産権等に関する学問を修め、
人々の知恵である発明や意匠、商標につ
いて、代理人として特許庁に出願して特
許権等を取得する専門の仕事を行うのが
弁理士である。

最近の特許業務の
グローバル化に語学力は必須

　「知的財産というと今でこそ知られる
分野になりましたが、戦中特許行政が閉
塞されたこともあって、戦後も特許に対
する企業の関心が薄く、特許事務所も数
少ない時代がありました。昭和43年に独
立して、新橋の駅前の地からスタートし
て１年程経った頃、もともと青山育ちで
ここに帰ってきたくて、現在の事務所を
開設しました。弁理士のことは、大学３
年生の時に友人が教えてくれました。先
輩や周りに刺激され、収入がなくてもア
ルバイトを一切辞めて、受かるために食
事も節約して一生懸命頑張りましたよ」
　努力が実り、大学４年生で弁理士の資
格を取得。当時21歳合格は若年の新記録
だった。大学に入る前は、高校を卒業し
たらアメリカまで知人を訪ね、庭師の手
伝いをするつもりで英会話を勉強してい
たため、事情により進路変更になるも、
後に語学能力が生かされることになった。
　「弁理士が取り扱う業務の対象は、あ

えてみたら見事に育ち、今では100本ほ
どの成木からオリーブ油が絞れるように

なりました。この成功に町が気
づいて、二宮町全体をオリーブ
の町にしようと、町議会で決議
して農家に栽培を促す最中にあ
ります。日曜日は完全に百姓姿
で、365日全く休みなしで働い
ています」
　やらざるを得ないからと、日
に焼けた顔で明るく笑う。秋の
オリーブの収穫を楽しみにした
い。
　（取材：齋藤竹雄、曽我禎夫
　　文責：神山亜由子）

新しいモノ･文化を他に先駆けてキャッチし､産業経済に生かすことを目指す

ユニバーサル特許法律事務所
港区南青山3−4−12 知恵の館ビル　☎ 03−3404−5768

浜田 治雄
はまだ　はるお　

1960年に弁理士登録し、1967年に浜田国際特許商
標事務所（現　ユニバーサル特許法律事務所）を
設立する。その後、日本大学法学部教授、同大比
較法研究所所長、金沢工業大学大学院教授を歴任
する。
また、2007年に弁護士登録し、現在は、日本大学 
大学院　知的財産研究科（専門職大学院）講師を
務める。
主な書籍

「Rights of Creators」
　富山房インターナショナル（2004年）

「知恵の守護法（著作権法編)」三恵社（2007年）
「産業財産の損害賠償の国際比較研究」
　三恵社（2013年）

　「やはり、私自身がアメリカで仕事を
していたことが一番のきっかけです。ア
メリカには日本のような医療保険システ
ムがありません。だから世界中の、最良
の医療をすることができます。アメリカ
で最新医療の専門医として仕事をしてき
たため、日本の医療の制限の多さに非常
に考えさせられました。もちろん、日本
の医療保険システムを否定しているわけ
ではありません。ただ世界にはたくさん
の医療がある中で、日本で認められてい
るのはほんの少し。生涯自分の歯で食事
を楽しんでもらうために、世界で研鑽を
積んできたからこそできる、私にしかで
きないレベルの医療を提供していきた
い」と脇氏。
　また、より良い治療のために、専門医
によるチーム医療を導入。脇氏同様、ア
メリカで特別なプログラムを終了したそ
の道のプロフェッショナルとタッグを組
み、より質の高い医療を提供している。
　さらに、医療技術だけでなく、クリニ
ック内の徹底した衛生管理や、他のクリ
ニックでは考えられないほど時間をかけ
た診療前の問診や治療方針の相談など、
患者とのコミュニケーションを充分に行
い、患者のストレスを軽減するためのさ
まざまな心遣いがなされている。

より多くの笑顔をつくるために
　歯科医だった祖父の影響を行け、歯科
医になった脇氏。いつか一緒に仕事がし
たいという想いがあったが、残念ながら
叶うことはなかった。「祖父が他界した
とき、自分は何のために歯科医の仕事を
続けていくのかわからなくなった。けれ
ど、世界で誰にも負けない歯科医になろ
う、そう努力することを、祖父は見てい
てくれるだろうと」。
　現在、月に１度、母校の大阪大学大学

　麻布東京デンタルクリニックは完全自
由診療・完全専門医制の、これまで日本
では受けることのできなかった、世界レ
ベルの予防型治療を受けることができる
デンタルクリニック。高い医療レベルと
ホスピタリティで日本の歯科医療に新風
を起こす。

日本発、国際レベルの医療を発信
　院長の脇智典氏は、大阪大学大学院や
アメリカで研鑽を積んできた。脇氏がア
メリカへ渡った当初、from Osakaをわか
る人がとても少なかった。世界で戦って
いきたいという想いがあった脇氏にとっ
て、自身の研究を発表したり、論文を出
したりする時、from Tokyoの方が、日
本からの発信だということがわかりやす
いと考え、開業場所として東京を選んだ
という。さらに、銀座や赤坂のように人
の来る場所ではなく、人が住んでいる場
所でと。
　脇氏は「もともと自分のコンセプトの
中に、生涯サポートをしていきたいとい
う想いがありました。また、自分がアメ
リカで、外国人として医療を受ける大変
さも経験しました。だから日本に住んで
いる外国人の方には、世界レベルの専門
医医療を提供したいという想いがあって、
外国人が多く住んでいる麻布を選びまし
た」と語る。現在は国内外から多くの患
者が来院している。

自由診療で予防型の最先端医療を
　日本の歯科は、保険診療を行っている
所が圧倒的に多く、開業時から完全自由
診療を導入している病院はとても少ない。
なぜ、そのようなシステムを導入したの
だろうか。

院に臨床講師として後輩の指導を行って
いる。臨床と研究、さらに教育と多忙な
毎日を送っているが、「自分は臨床、研究、
教育の３本柱で続けていきたい。臨床で
は、来院される患者さんに、世界で一番
幸せな患者さんになってもらいたい。そ
うあるために、全力で医療を行ってゆく。
研究では世界の学会へ論文や発表をして
いく。教育では自分の想いや、アメリカ
で得てきたことを、情熱的に伝えて行き
たい」と語る。
　脇氏の確かな技術、理念、人柄が多く
の患者さんや仲間、後輩との信頼関係を
築いている。クリニックには祖父の使っ
ていた医療道具が麻布東京デンタルクリ
ニックを見守っている。
　　　（取材：大橋　茂、吉田眞紀子
　　　　文責：岡野孝子）

最新医療で一人でも多くの人に歯の大切さを伝えたい
麻布東京デンタルクリニック
港区南麻布４−12−25 南麻布セントレ７階　☎ 03−5422−7518

脇　智典
わき　とものり

麻布東京デンタルクリニック院長。大阪大学大学
院臨床講師。
自由診療方式による国際レベルの予防型先進診療
と徹底したホスピタリティには、医療従事者をは
じめ、アスリート、経営者、健康志向が高い方々
からの厚い信頼が集まる。
米国で研鑽を積んできたその豊富な臨床実績と研
究知識に裏打ちされた親身で真摯な姿勢には、国
内外から距離を越えて信頼を寄せる人が後を経た
ない。

手術風景

先進の設備を備える診察室 院内はモダンなインテリアで統一され、クリニックに来たことを忘れてしまう

外国部：外国顧客や外国代理人に対する報告、請求
書発行部門であり、電子メールやＦＡＸで日々、レ
ターの受領と発信を行う

ユニバーサル農場：ユニバーサル特許法律事務所の育成権審査用
の農場の他に、手前にワイン用葡萄果樹と、オリーブの果樹が神
奈川県の二宮町の畑に広がっている

出願部：外国顧客や外国代理人からの指示を受けて、
特許出願書類や商標出願書類をインターネット経由
で日本国特許庁に提出する

オフィス社屋は南青山３丁目の長者丸通りに面して
おり、船光稲荷神社と隣接している
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●会員向け生活習慣病健康診断
[7/25 こどもの城]

　(一財)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26
年１月に実施予定です。

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。

親睦委員会　　　　　　　　　　　　　
●第180回ゴルフ大会　

[7/11 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、木村様が優勝の栄誉に輝きました。

参加者32名（初参加２名）
次回 第181回大会のご案内
　　 ９月26日㈭ 茨城ゴルフ倶楽部

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

次号は11月の「あかやまぶきＮＥＷＳ VOL.8」です。次号
予告

　坂の多い港区の中でも特に急坂として知られる
「三分坂」。港区赤坂五丁目と七丁目の境界を北東に
上り、更に西北に直角に折れ曲がって、TBS放送セ
ンター前まで上る傾斜の急な坂道です。
　昔、坂下には沼沢地であって、その渡賃は一分で
あり、坂に荷上げする料金が銀三分（さんぷん・百

◎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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三分坂（さんぷんざか）

　今年度より広報委員長に拝命し、
委員長としての責任の重さを感じな

がらも身を引き締めて広報の活動をしていきたいと思って
おります。
　広報誌「あかやまぶき」は今季号からカラーページが増
え、内容をさらに充実させ読みやすく、より良い紙面にな
るよう、広報委員共々編集会議を重ね、充実した会報誌を

お送りする事が出来るよう頑張りたいと思います。
　さて、今月号の森美術館館長南條氏との「トップインタ
ビュー」では、芸術文化をもっとふだんから身近に感じる
べきだということを痛感いたしました。
　美術館のトライアングルといわれ、芸術を感じる事が出
来る抜群な地域なので、是非皆様も美術館に足を運んでみ
ましょう！　　　　　　　　　　　広報委員長　須藤純男

円余）だったことが坂名の由来だったそうです。
　昔のひとは、こういった事情を坂の名前にしてし
まうところが面白い。でも、実際ご覧いただければ
合点していただけるほど急坂です。

広報委員　曽我禎夫

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

[7/3 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。34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。19名参加。

●●法人会の活動〈7〜8月〉 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＝75　
Ｎ.Ｐ　坂本・橋本・後藤・服部・坂本・香山・
　　　 武田・服部

優勝

２位

３位

氏　名

木村　志保

浦山　隆一

田村　達也

法人名

㈱スパイスジャングル

㈱スペースワン

㈱ジョイヴィバン

Ｇ

99

81

92

Ｈ

40

18

28

Ｎ

59

63

64

親睦委員会主催
屋形船懇親会のご紹介

熱心に講義に耳を傾ける受講者の方々

◎この秋、親睦委員会では会員親睦事業として
　屋形船懇親会を開催することとなりました。
　晩秋の景色を眺めながら、
　美味しいお食事とお酒で
　懇親を深めませんか？

　日　時：平成25年10月23日（水）
　行　程：東京湾ベイクルージング（予定）
　会　費：麻布法人会会員　お一人様  7,000円
　　　　　お食事、飲み放題つき!!

　詳細は同封のチラシ、または麻布法人会ホー
ムページ、法人会よりお送りするご案内ＦＡＸ
をご覧下さい。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております！

　　お問い合わせ：麻布法人会事務局
　　電話：03−3408−1324　担当：平石

夏の暑さもなんのその。皆様プレーを楽しまれたようです

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

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

　去る、８月３日土曜日、早朝８時より炎天快晴の空
の下、港区青山球場に於いて、当会野球部「AZABU 
TAX」の初めての対外試合が行われました。当日は、
我がチームの精鋭12名が集結、浦山(了)君を先発投手に
擁して対戦チーム「アビック」さんに挑みましたが…何
分にも我がチームは初戦！！練習不足か？チームの投打
が噛み合わず、岡村君のリリーフの好投にもかかわらず、
惨敗を喫してしまいました。残念！！次回の試合はこの
経験を反省し、より良い
チームになるよう練習し、
頑張りますので、皆様の
応援の程を宜しくお願い
致します。　（岩上　記）

野球同好会「AZABU TAX」
対戦結果報告！



国会議事堂見学
　７月10日　35度を超える猛暑にも負けず、ティー・ク
ラブ24名の参加で国会見学に行ってきました。
　今回の国会見学は山田美樹衆議院議員のご紹介で実現
いたしました。
　最初に訪れたのは議長サロン。普通の見学ルートでは
見られないところ。そこに山田議員がかけつけてくださ
り、ご挨拶をいただきました。
　それから、ふか
ふかの赤い絨毯を
歩きながら秘書さ
んと衛視さんの案
内で興味深い解説
をしていただきま
した。由緒ある建
物の造りを観ていると歴史の重みを感じました。
　その後、国会議事堂をバックに全員で記念撮影。真正
面から見る議事堂がまた圧巻であり、さらにすごさを感
じました。
　興味津々の見学を終え、議員食堂でランチをして解散
となりました。　　　　　ティー・クラブ　吉田眞紀子

発行所/公益社団法人麻布法人会　 発行日/平成25年９月１日発行  　〈Eメール〉info@azabu-hojinkai.or.jp　〈ホームページ〉http://www.azabu-hojinkai.or.jp/
〒106-0046  東京都港区元麻布3-1-36  つなかわビル4階　 電話03（3408）1324　FAX03（3408）3193　 編集発行人：須藤　純男　 印刷所：㈱博文堂

サンエー・クラブ（青年部会）
《サンエー・クラブ活動紹介》

◎サンエー・クラブ　第一回報告会
　６月13日午後５時より、麻布税務署会議室に於いて、
公益社団法人化されてから初めての報告会が開催されま
した。現役、ＯＢの皆さんが多数出席し、来賓では麻布
税務署から前署長の本多一生様をはじめ、坂本章二麻布
法人会会長や関連団体の幹部にお越しいただきました。
　各号報告の後には役員改選があり、新会長には後藤浩
氏が選任されました。就
任後の挨拶で、後藤新会
長には、これからの組織
運営への想いを熱く語っ
てもらい、サンエー・ク
ラブの未来に大きな希望
を感じさせてくれる報告
会となりました。
◎暑気払い
　本年度の暑気払
いは７月19日に行
われました。会員
が多数参加し、後
藤浩会長が「今後
も各種活動を通して会員相互の親睦を深めたい」との挨
拶に続いて乾杯しました。
　参加者たちは、企業経営や様々な話題を肴に楽しく語
り合い、今後の活動についても話し合われ、夏の楽しい
ひとときを過ごす事が出来ました。

（サンエー・クラブ 広報委員  齊藤 将彦）

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）

屋形船　親睦会

第２回
Azabu Business Club

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。

詳細は同封のチラシをご覧下さい。

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にてご覧下さい。

9/4、11/15　
13:30〜16:00

10/4  13:30〜16:00

9/19､10/10､11/6
14:00〜16:00

10/12 11:00〜17:00
10/13 10:00〜16:00

10/23

10/30
17:00〜19:00

11月下旬

9/4　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

9,10月 赤坂区民センター
11月   麻布区民センター

芝公園増上寺会場

東京湾ベイクルージング（予定）

明治記念館

未定

今後の予定
◦11月29日㈮　年末会員交流会　クリスマスリース作製

皆様ふるってご参加下さい。
（詳細は事務局までお問い合わせ下さい）


