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Ⅰ．社会保障と税の一体改革と今後のあり方
　社会保障と税の一体改革は、本年４月に消費税が８％に引き上げられるなど実行段階に入った。我が国財
政を先進国で突出して悪化させた最大の要因が、社会保障の「給付」と「負担」のギャップ拡大にあること
は論をまたない。換言すれば、持続可能な社会保障制度の確立と財政健全化は表裏一体の問題であり、今回
の消費税引き上げは、このギャップ縮小に一定の意味を持つことになろう。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
　アベノミクスが一定の効果をあげ始めた。円安・株高の定着、３大都市圏の地価の底打ち、政府の異例と
もいうべき要請に応えた産業界の賃上げ、そしてこれらを背景とした物価上昇傾向の鮮明化がその証左であ
ろう。
　しかし、強い日本経済の再生を成し遂げるには、これを技術革新や設備投資、個人消費の拡大という実体
経済に結びつけ、持続的な成長サイクルを構築することが不可欠である。そのカギを握るのはアベノミクス
の開始当初から指摘されているように実効性ある成長戦略であり、それなしには「経済低迷下の物価上昇」
という危惧すべき事態にも陥りかねない。
　政府は、今年６月に新たな成長戦略を発表した。懸案となっていた法人実効税率では、来年度から数年間
で20％台に引き下げる方針を示した。その代替財源については結論を今年末まで先送りしたが、引き下げを
明確に打ち出したことは大きな前進といえる。また、地域経済を担う中小企業に対しても成長を促すさらな
る実効性ある税制措置が必要である。

Ⅲ．国と地方のあり方
　地方を含めた我が国行財政システムの硬直性是正や地域活性化の観点から地方分権が叫ばれて久しいが、
具体的議論は依然として深化していない。国と地方の役割分担とそれに対応する行財政のあり方を明確化さ
せる分権の本質的議論が行われていないからである。
　地方分権は権限と責任が国から移行することを意味する。従って地方は国依存から脱却し自立・自助の体
質を構築することが不可欠となる。しかし、例えば財政状況をみると、地方の基礎的財政収支が黒字なのに
対し、国は途方もない赤字を抱えているにもかかわらず、地方交付税を加算していた。しかも、地方交付税
は地方公務員の高給与や高額の議員報酬の財源に充てられている側面もある。
　こうした中で、政府は地方活性化を重要課題として位置付けアベノミクス効果を全国に波及させる取り組
みに乗り出すという。それぞれの地方の特色と強みを生かした活性化という理念に異論はないが、一方では
それが新たな歳出圧力を生むとの懸念も指摘されている。地方活性化は安易に国の財政支援に頼ることなく、
いかに地方独自の知恵を絞るかが重要である。

Ⅳ．震災復興
　被災地の復興の遅れが依然として改善されていない。復興事業に当たっては、予算を適正かつ迅速に執行
するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。また、被災地における
企業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のある措置を講じるよう求める。
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平成27年度 税制改正に関する提言

麻布税務署並びに
管内関係民間６団体による納税表彰
　昨年11月12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。

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）

阿　武　義　夫　　㈱虎屋　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長

片　岡　雅　敦　　㈱葉山国際カンツリー倶楽部　　　　　　　常任理事

椎　津　雅　夫　　日本室内設備工業㈱　　　　　　　　　　　常任理事

髙　橋　　　明　　㈱ガイアックス　　　　　　　　　　　　　理事

後　藤　　　浩　　㈱ニューごとう　　　　　　　　　　　　　常任理事

渡　邉　由紀子　　Le Guide㈱　　　　　　　　　　　　　　　理事

竹　内　敬　雄　　IAC財産設計㈱　　　　　　　　　　　　　会員増強委員

田　中　信　昭　　(税)信州中野合同事務所　　　　　　　　　前顧問税理士

山　本　閉留巳　　㈱幸暁　　　　　　　　　　　　　　　　　サンエー・クラブ副会長

渡　邉　由紀子　　Le Guide㈱　　　　　　　　　　　　　　　理事

　麻布税務署長表彰（４名）

　麻布税務署長感謝状（２名）

　公益社団法人麻布法人会会長感謝状（４名）
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●新春座談会

たちも協力しますので、今後も法人会さんに租税教育を開
いていただけるとありがたいと思っています。
栗原：麻布法人会さんは、租税教育など私たちが本来やる
べきことを一緒にやっていただいているパートナーという
位置づけだと思っています。会員同士のネットワークの構
築にも積極的ですから、会員企業の方が元気になれば税収
も上がり、地域が元気になれば東京も元気になると思いま
す。献血やお見合いパーティーといった公益法人としての
さまざまな地域貢献活動にも大きく期待しています。
坂本：法人会は会員皆様のための組織です。会員の皆様に
は今年も今まで以上に法人会の各種催しや会活動に積極的
にご参加いただき、「良い出会いの場」としての法人会を
より有効的にご活用いただくことを希望します。

司会：色紙でご用意いただいた、2015年のご自身のテー
マをお願いします。
大坪：「智情意」。渋沢栄一の「論語と算盤」という本の中
に、知識を持って物事にあたり、情愛を持って物事を流さ
れることのないよう円滑に進めることが大切と書かれてい
ます。実業界で偉大な方ですが、法人税の創設にも尽力さ
れていて、税の歴史にとっても偉大な方でした。私たちも
行政を行っていくうえで知識、情愛、意思は必要ですし、
忘れずにしなければいけないことだと思いました。
　今年は羊年です。
　羊は優しい動物なので、平穏な年であってほしいと思い
ます。
栗原：「日々是好日」。今回改めて意味を調べてみたところ、
元々の語源は、禅語で迷いや不安、こだわりなどを捨てて
毎日真剣に生きれば、日々がよくなるはずだという言葉な
ので、毎日充実した日を過ごせるように努力したいと思い
ます。
水戸部：「機動力」。今は日々が１分でどんどん変化してい
くので、思いついたらすぐに対応しないと間に合わないで
すよね。税理士も期日のある仕事が多いですから、それに
間に合うよう早く決断して動かなければいけないというこ
とですね。
坂本： 「充実」。麻布法人会はこれまで新しい施策を次々
と講じてきましたが新しい故に内容がいまいちだという意
見も当然あります。今年は各事業、各委員会活動そして事
務局等々全てについて更なる充実を図る年にしたらいいと
思っています。勿論良い企画があれば当然取り上げますが、
それよりも今までの内容をよく吟味して一つ一つを充実さ
せより活力のある法人会を目指してやってゆきたい、とい
うことからこの「充実」という言葉にしました。

（取材：須藤純男、一寸木美奈　文責：神山亜由子）

国としての問題にもなっています。そういったところにこ
れから税務署としては力を注いでいきたいと思っています。
それから、今年の相続税の改正に伴う相談や申告に関する
対応を税理士会の方々にもご協力いただいておりますので、
円滑な定着を目指して共にやっていきたいと思っています。
栗原：まずは再び景気が良い年になって欲しいと思ってい
ます。都税事務所としては、特に今年新しく何かをすると
いうより、適正公平な賦課徴収の実現というごく当たり前
のことなのですが、それを100パーセント行うのは難しい
ので、そこを今年も職員一丸となってきちんと行いたいと
思っています。
水戸部：今年は相続税が上がることを考えていくと、相続
税が払えない人がたくさん出てくると思います。特例を受
けると税金がかかりませんが、その申告の相談や手数料の
問題を、税理士会が税務署の方々と一体となって税務援助
やサービスの一翼を担うということで、今年１月から無料
相談の日を毎週１～２回ほど設けています。曜日を決めて
１人１時間、予約制で行うことになっていますので、皆さ
んに周知していただければありがたいと思います。払い切
れなくなって間に合わなくなる前に相談しておかないと、
納税はうまくいかないということをご理解いただきたいで
す。相続税に関しては事務局にご連絡いただければいつで
も対応させていただきますので、皆様のお役に立てるよう
にしていく所存です。

坂本：今年法人会は役員の改選期に当たります。私を含め
て全員が改選されます。これからは旧役員が自動的に改選
されるということではなく、入会年次に関係なく若い人た
ちを含めて真に法人会を思ってくれる責任感の強い人に新
しい役員になっていただきたいですね。法人会も改革改善
や色々な活性化策が実を結び、非常にいい方向に変わって
きています。この路線を支持し、更に発展させてくれるよ
うな方々に是非役員になっていただき、活躍してくれるこ
とを大いに期待します。
司会：麻布法人会の活動についてはいかがですか。
大坪：とても活発な活動をされている法人会さんで、自分
たちでアイデアを出して新しいことをしようとするお気持
ちが強く感じられるので、ますます活動を継続されて、色々
な企画で会員に魅力のある法人会であってほしいと思いま
す。私が常々考えているのは租税教育のことで、振り返る
と私たちが子供の頃に税金のことを教えてもらった記憶は
ほとんどないんですね。そういう人たちが社会人になって
税金を払うことになると、やはり税金は取られるものとい
うイメージをお持ちの方が多いでしょうから、もちろん私

京をより災害に強い安全な街にしていく必要性を強く感じ
た年でした。御嶽山の噴火では、一瞬の判断や行動が生死
を分けたという事例があるようなので、場面は違いますが
日常の業務においても、危機管理や判断が重要と改めて肝
に銘じるところもありました。

水戸部：企業の収益は徐々に上がってきていても、個人所
得は伸び悩んでいるというのが新聞やニュースで言われて
いる実態だと思います。それから自然災害に備えるよう、
私どもの事務所も連絡の確認等もう一度行うようにして、
飲み物の備蓄などもしています。
坂本：明るい話題としてはノーベル物理学賞受賞のニュー
スではないでしょうか。ノーベル賞というとナンバーワン
というよりオンリー１という印象が強い。
　我々法人会は中小零細企業が多いんですがナンバーワン
を目指すのはなかなか大変ですがオンリー１企業を目指す
ことならできるのではないかと思います。
　又、麻布法人会はここ数年会員の定着を図るために新た
に色々な施策を講じてきましたが、昨年は目に見えて退会
者が減ってきました。今年はこれに加えて新入会員の増強
にも今まで以上に力を入れてゆきたいと思っております。
司会：2015年の展望はどうでしょうか。
大坪：消費税の広報はもちろんすすめていきますし、これ
から基幹税になるうえで、消費税の滞納が非常に多いのは

　昨年２月に開幕したロシア・ソチでの冬季五輪ではたく
さんの感動があり、日本人選手たちの活躍も印象深い。い
っぽう世界的に頻発する自然災害など人知の及ばない出来
事により、今後の危機管理体制の強化が必要とされている。
未年のはじまりに、世の中が明るいニュースで照らされる
ことを願う。
　
司会：昨年を振り返っての印象をお願いします。
大坪：広島県の土砂災害や御嶽山の噴火、エボラウイルス
など、やはり世の中何が起こるかわからないということで、
平穏無事な毎日だけではすまない気がしています。私は
300人の職員を抱えている立場にあり、何が起きても対応
できるような心構えやしくみを考える役割があります。日
頃からの備えが大切と充分身にしみて感じておりますので、
備蓄をはじめ避難訓練や安否確認といった連絡を取り合う
体制を何度か訓練して、緊急時に動揺しないよう冷静な対
応を意識しています。これからも天災をはじめ色々な出来
事があると思いますが、万が一何が起きても世の中の変化
に即応できるようにしたいと強く思いました。

栗原：消費税率の引き上げが、混乱も無く円滑に実施され
たことは良かったと思います。また大坪署長のお話にもあ
りましたように、昨年は広島の土砂災害、御嶽山の噴火な
ど自然災害が目立ちました。私も東京都の職員として、東

　出席者　大坪　亮太 氏　麻布税務署長

　　　　　栗原　哲治 氏　港都税事務所長

　　　　　水戸部賢治 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　麻布法人会広報委員会

●新春座談会
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なると、日常にはならない。僕らの時に
は当たり前に学べたことが、学べなくな
ってしまったことは大変だと思う」。
　さらに「世界からみると、日本のカル
チャーにみんな憧れているわけですよ。
でも日本の良さを日本人が気づいていな
いし、それを大事にしていない。僕は歌
舞伎役者だから言うわけではないけれど、
バレエやオペラが日本から消えても地球
上には残る。日本から、畳や歌舞伎、日
本舞踊なんかがなくなったら地球から消
える。そういうことをなぜ日本人は考え
ないのだろうと思う」。
　歌舞伎を一度でも観たことがある人は
全人口の５％しかいないという。芸術や
文化に触れる機会が少ないことに対し、
学校教育のあり方が取りあげられること
もある。しかし、三津五郎氏は「僕は、
親のセンスだと思う。親が一度でも美術
館やオペラ観劇などを子どもに経験をさ
せておけば、その時子どもがどう思うか
はわからないが、必ず経験として頭に残
る。その１回の経験がその子の一生にど
れだけ関わってくるかを考えると、本当
に大切なことだと思う。歌舞伎に出てい
て、子どもと並んで観劇している人を見
ると、客席まで降りて行って握手したく
なる。そういう光景があらゆるジャンル
で増えなければいけないと思う」。三津
五郎さんご自身も、丸岡城に連れて行っ
た時のお子さんの感想を聞いて、「子ど
もの価値観を親が決めつけてはいけない
と実感した」と語った。
（取材：尾関武男、岩上義明、須藤純男、
　　　　吉田眞紀子、岡田敏江
　文責：岡野孝子）

が、普段は入れない皇居にお招きを受け
たことで、知らなかった江戸城の一角を
垣間見ることができ、幸せでした」。
　さらにお城や旅行好きのおかげで、芝
居をする時もとても役に立つという。「数
年前に、森鴎外原作の『ぢいさんばあさ
ん』という芝居をやったんです。一幕
目では若かった夫婦が37年ぶりに劇的な
再会を果たすのが二幕目の眼目。その主
人公が37年を過ごしたのが、越前丸岡と
いう私が何度も訪れたことのある町だっ
たのです。その土地や暮らしを知ってい
るということは演じるうえでとても役に
立ちました」。また「今は、平成26年だ
けれど、歌舞伎は江戸時代、もしくはも
っと前の話。僕は現代に生きていながら
半分は江戸時代に生きているようなもの
です。旅に行くと、人との出会いや、土
地の風土など様々な事を知ることができ、
楽しい上に演技の役にも立つんです」と。
江戸時代から続く城主の末裔との交流や
エピソードなど話題は尽きない。

日本の文化をつなぐのは親のセンス

　『降る雪や明治は遠くなりにけり』と
いう句がある。今や昭和の暮らしを知ら
ない世代が増えてきた。「昭和でさえそ
うですから、江戸に至ってしまうともう
大変です。僕らの世代が、明治時代の人
とふれあった最後でしょう。明治の人は
まだ日常で下駄を履いていたり、キセル
で煙草を吸っていたりと、江戸時代の
日本人の生き方の名残を残していました。
歌舞伎の演技の伝承といっても、下駄の
履き方やキセルの吸い方は日常の再現だ
から、経験したことがない息子の世代に

明治生まれのお師匠さんにもついた。「そ
の当時は父とは全く違うお稽古に、時間
の無駄だと思っていた。ところが40代後
半になって、自分の経験値が上がってく
ると、お師匠さんが言ってたことがハタ
とわかるわけですよ。芸は一生だと言
葉では聞くけれど、身をもってわかりま
したね。踊りを始めて約40年。ようやく、
本当の踊りの楽しさがわかった気がしま
した」。踊りは歌舞伎の基礎中の基礎だ
が、ここまで踊りを極めている役者さん
は少ない。

趣味がつないだ数多くの出会い

　三津五郎氏は無類のお城好き。「日本
の城」をテーマにした番組のナビゲータ
ーや、お城の本も出している。「趣味も
貫けば仕事になるんですね」と。本紙イ
ンタビューの３日前にも、番組のロケで
彦根城を訪れていたという。
　「いつから好きになったのかとよく聞
かれるのですが、気がついた時にはお城
好きで、すり込まれて生まれてきたとし
か思えない」。中学生の時には自力で松
本城へ。その経験から旅行も大好きにな
ったという。
　「お城は、自然の地形をうまく利用し
て人間が建物を作る。そのハーモニーや
空気感が素敵だなと思う」と。たとえお
堀や石垣しか残っていなくても眺めてい
るだけで、あっという間に時間が経って
しまうそうだ。日本芸術院賞を受賞した
際には、「授賞式の後、皇居に招かれお
茶会が催されました。不遜な話ですが、
そこは皇居でもあるけれど、元江戸城な
わけです。江戸城の東御苑には入れます

君は、子供の頃から僕よりもずっと先を
進んでいたので、ここで休むと置いてい
かれてしまうと思って頑張りました。同
学年で落ちこぼれたくないという意識が、
ここまでこられたひとつの要因かなと思
います」。さらに、「大人になってからも、
勘三郎君とはそれぞれアプローチの仕方
が両極端ではあったけれど、歌舞伎に対
する思いは一緒。お互いに信頼しあって
いた」と。

坂東流を背負って

　曾祖父の７代目三津五郎氏は『踊りの
神様』といわれる名手だった。３歳の頃
から踊りのまねごとをする三津五郎氏を、
ご両親はどこかに稽古に行かせるべきか
と７代目に尋ねた。「変なクセがつくと
いけない。必ず自分が元気になって稽古
をつけるから」と答えたそうだ。「僕が
５歳の時に曾祖父は亡くなってしまいま
したが、父が基礎を徹底的にたたき込ん
でくれました」。
　その後、高校時代には母親のすすめで

が婿に来て昭和31年に僕が生まれるまで、
この家には男の子がいなかった。そうい
うこともあって、当然、僕はこの家を継
ぐと思っていた」。
　歌舞伎役者の家に生まれた子どもでも、
幼い頃は稽古より遊びと思う方が普通だ
そうだが、三津五郎氏は、ちょっと違っ
ていたようだ。「遊んでいるときから歌
舞伎のまねをする子どもで、芝居小僧と
呼ばれていた。『子どもの時、よくそこ
の廊下で六方を踏んでいた』と、いろい
ろな方に言われましたね。僕の場合、小
さい時から歌舞伎役者になるものと思っ
ていたし、抵抗もなかった。それにどち
らかというと遊園地より、お芝居の方が
好きでしたね。５歳くらいから踊りの稽
古があっても、１日でも早く上手になり
たいと思っていたので、苦にはなりませ
んでした」。
　三津五郎氏には子役時代から３人の同
級生がいた。中村勘三郎さん、中村時蔵
さん、中村芝雀さん。「仲間がいたこと
は役者として非常に大きかった。勘三郎

港区の原住民

　坂東三津五郎氏は、昭和31年、港区で
生まれた。２歳の時から根津美術館の隣
に住んでおり、「２階に上がると、根津
さんの庭がバッとみえる。東京の都心に
いながら自然に親しんだ。小学校の頃は、
守田の家に行って根津でザリガニ釣りし
よう」という所だ。和敬清寂の茶会が開
かれているところに、BB弾を打ち込む
など、やんちゃなエピソードもある。「茶
室を借りてお茶席を開いていた方には、
土下座をしてお詫びしたい」と。
　また、「僕は根生いですね。幼稚園か
ら大学まで全部徒歩通学で、定期券を持
ったことがない。港区の中でずっと暮ら
している。子どもの頃は学業が優先だっ
たから、学校の友人がよく遊びに来てい
ました。特に大学時代は僕がいなくても、
友人が家に来て、雀荘化してましたね。
学生時代の友人とは今でも仲良くさせて
いただいてます。それはやはり両親のお
かげだと思っています」。

歌舞伎役者になること

　坂東家に男子が産まれたのは74年ぶり。
「曾祖父は明治15年生まれ。祖父と父は
養子なんです。祖父と祖母との間に３姉
妹が生まれて、その長女が私の母。父

●特集・トップインタビュー●特集・トップインタビュー

　十代目坂東三津五郎氏は、歌舞伎役者。
また坂東流の家元として活躍しながらも、
数多くのメディアにも出演し、多方面に才
能を発揮している。港区生まれの港区育ち。
歌舞伎や踊り、趣味のお城を含めた日本文
化の伝承などについてお話を伺った。

歌舞伎役者 十代目 坂東三津五郎

守田  寿氏
　　　　　  （もりた　ひさし）

現代に生きながら江戸時代を生きる
お城と旅がつなぐ日本の伝統と文化

稽古場にて坂東氏

坂東氏と広報委員 取材風景
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●税務署からのお知らせ●税務署からのお知らせ
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　現在、渋谷、虎ノ門、新横浜にあるサ
ービスオフィスはエキスパートオフィス
のブランド名が付けられ、それぞれ特長
をもったオフィスが展開されている。
　今後の展開について「都心では大規模
開発が進んでいる。一方、小規模ビルの
運営で苦戦している所も多い。そんな中
で中小ビルを再生するようなコンサルテ
ィング業務を事業の一つとしていきたい。
そこにはサービスオフィスの他、トラン
クルームや小型パーソナルトレーニング
ルームなど、小型スペースの運営のノウ
ハウを提供していきたい」。
　同社は、各プロジェクトごとにチーム
を組んで仕事に取り組んでいる。大西氏
は「わが社では、本音と建前、根回しは
しない。みんな仲間として、思うことを
ぶつけ合って仕事を進めていく」。
　社員全員が仲間として、多くの意見を
交わし新たなプロジェクトを切り開く。
今後の展開にも注目したい。
　　　　（取材：斉藤竹雄、岡田敏江　
　　　　　文責：岡野孝子）

を基本合意した。そんなとき、全面的に
支援してくださる方が現れた。バブル時
代に多くの会社が、本業以外にお金を注
ぎ込んだ。しかし私たちは本業以外に手
を出さず、きちっとした理念のもと仕事
を続けてきた。残念ながら不動産の大き
なうねりの中で行き詰まってしまったが、
きちんとした仕事をしてきたことで、皆
さんにご支援をいただけたのでは」と大
西氏。
　その後2003年には新生日総ビルディン
グが始動した。
　「当時30名強の社員がいたが、ベテラ
ンの15人ほどとの再スタートとなった。
後はそこに資金がついて、もうちょっと
知恵をしぼれば、復活できると思った」
と当時を振り返る。

中小ビル再生の
コンサルティング業務を拡大

　この15年間で業績を回復してきた理由
に、大西氏は「財務的には、資産を沢山
持った会社と合併できたこと。もう一つ
は、2000年代からスペースの使い方が変
わってきたこと」を挙げた。その要因と
して、一人１台のパソコンとインターネ
ット通信。さらに、会社組織に対する意
識も変化した。「当時、少人数向けのス
ペースがとても少なかった、私たちは後
発組としてサービスオフィス・レンタル
オフィスとよばれる少人数向けオフィス
の提供をはじめた。第１号は2012年。現
在は３箇所。まだまだニーズが強い。こ
の３年くらいで、あと７～10箇所やりた
いと思っている」。

　大西紀男氏の父・大西清輔氏が昭和
23年に倉庫会社を創立。その後、事業
転換し賃貸オフィスビル業に。会社は兄
の晴之氏が引き継ぎ、紀男氏は28歳の
時入社。35歳で独立し日総ビルディン
グ株式会社を創立。以後40年間信念を
貫き、さまざまな苦難を乗り越え、さら
なる展望を画く。

業界の常識を覆す貸ビル業

　大西氏は、創業時に『お客様に尽くす
サービス精神を持った賃貸ビル業』と『自
社ビルのような貸ビルを提供する』この
２つを目指した。
　大西氏は「私たちは、後発企業だから
規模で大きくなるのは難しい。だから質
の面で業界有数のものを目指そうと考え
た。当時貸ビル業は、貸してやるという
時代だった。まだまだ物件も少なく、貸
す側の都合を押しつけていることが多か
った。そこで、お客様の不満を少しでも
解消し、お客様に尽くす、サービス精
神を持った貸ビル業者になろうと思った。
業界の常識を180度変える、貸してやる
から借りていただく。それが創業から今
まで一番の核になっている」。
　さらに、「貸ビルは、どうしても心寂
しいところがある。でも私は、借りてい
る人たちが誇りを持てるような、外観や
スペース、インテリアなど、自社ビルに
も劣らない貸ビルを作ろうと思った」と
話す。この信念は第１号の所有賃貸オフ
ィスビルに取り組んだ時から現在も変わ
らない。　

不動産の大きなうねりの中での試練

　1982年から10年間、順調に業績を伸ば
してきた。しかし、バブルの崩壊によっ
て多額の負債
を抱えること
になってしま
った。
　「1998年 に
は主力銀行と
の間で会社を
整理すること

った。保養所のような、低料金で素泊ま
りができる所でよいと思っていた。だ
が、いろいろな所を視察するうちに、自
分の理想や想いが強くなってしまった。」
さらに「東京ラスクのブランディングを
上げるためにも、良いのではないかと考
えた。旅館はおもてなしの見本。だから
販売員が研修にきて、おもてなしを学ん
でもらう。私は、商品は良いものを作り、
おもてなしもしっかりしないと売れない
と考えている」と続けた。
　雲風々は、現在7部屋、20人のスタッ
フが運営している。ほとんどマスメディ
アには登場しない。高級旅館の予約サイ
トや東京ラスクの通販会員にカタログな
どを通じて情報を発信し、ブランディン
グ戦略を行っている。
　「ラスクあってこその旅館なので、会
員の方には少しお安く。宿泊いただく方
には、本物のおもてなしを味わっていた
だけるよう日々精進している。また、リ
ピーターさんも徐々に増えてきている」。
　ラスクの製造販売と高級旅館の運営、
どちらもおもてなしの心をもって、笑顔
を運び、本物になることを目指している。

（取材：尾関武男、須藤純男、吉田眞紀子
　文責：岡野孝子）

子を模索する中で、ラスクと出会い『東
京ラスク』ブランドを立ち上げ、卸業か
ら菓子の製造販売へと転換した。

ラスクをオシャレなお菓子に

　ラスクは堅い、残り物、などあまり良
いイメージのものではなかった。しかし、
東京ラスクは、ベースのフランスパンや
素材にこだわって、従来のイメージを覆
すオシャレでおいしいラスクを作った。
　「私たちは、おいしいラスクを作るた
めに、フレッシュバターを使い、おいし
いチョコレートを使って、今までにな
いラスクを作ってきた。そして、2009年、
ラスクのイメージをさらに高めるために、
麻布十番に本店をおいた。オシャレなイ
メージにすることで、価値観を高めたた
め、店舗も全国に展開、リピーターの方

も大勢できた」。
　さらに「これからもラ
スクを一生懸命磨いてい
きたい。商品開発もそ
うだが、食べるステージ、
イメージづくり、贈答品
としても、もう少し高級
感を加えるなど。そして

専門店としてのスタンスを大切にしてい
きたい。本物になるには最低でも30年は
かかる。この地に本社を構えた以上は、
商品をかわいがってもらい、長く継続し、
繁昌させる気持ちで頑張っている」。

東京ラスクプロデュースの高級旅館

　2013年、静岡県伊豆市の月ヶ瀬に、全
室源泉掛流露天風呂を備えた高級旅館、
雲風々（うふふ）をオープン。東京ラス
クがプロデュースしている。
　「はじめは、旅館をやるつもりはなか

　大川吉美氏は1996年に前進の『スイ
ス亭』から『グランバー』に社名を変更。
2002年に『東京ラスク』ブランドを立
ち上げ、六本木に一号店をオープンした。
ラスクを普通のお菓子からオシャレでお
いしいお菓子へとイメージアップさせた。
3年ほど前からは、静岡県伊豆に東京ラ
スクプロデュースの高級旅館を開業。ラ
スクと旅館、ふたつの事業でおもてなし
を追求する。

卸業から製造販売業へ

　自らもパティシエである大川氏は、チ
ョコレートをメインに、プロ向けの洋菓
子講師として活躍。多くのパティシエを
教えていた。
　「ある社長が訪ねてきたとき、私の試
作室をみて『ここでチョコレートを作っ
て卸してくれないか』と言われ、多量の
バレンタイン用商品を納品した。そのこ
とが別の会社に伝わり、次々に注文が入
った。気がつくとあっという間に30社く
らいになってしまった」と振り返る。
　「当時、トリュフは珍しく、作れる人
もいなかった。洋菓子店もケーキ、チョ
コレート、アイスクリームが置いてある
お店は高級店と言われていた時代。だか
らチョコレートは仕入れてでも置きたい
商品だった。私は、スイスからチョコレ
ートを輸入し、スイス亭というチョコレ
ートの卸をはじめました」。
　その後、業績を伸ばし、ゼリーやスイ
ートポテトなども販売。さまざまなお菓

●企業訪問●企業訪問

希望される企業は、当会事務局へ 希望される企業は、当会事務局へ貴社を取材します!! 貴社を取材します!!あかやまぶき企業訪問 あかやまぶき企業訪問

東京ラスクを以て本物を目指し、お客様に「おもてなし」を還元
株式会社グランバー東京ラスク

賃貸不動産業の常識を覆し新たな価値を提案
日総ビルディング株式会社

大川 吉美

1955（昭和30）年静岡県・伊豆の老舗和菓子屋の
4代目の長男として生まれたが、洋菓子の道へと
進む。チョコレートをメインの卸から、スイート
ポテトが当たり、その後「東京ラスク」ブランド
を立ち上げ卸売業から脱却する。関東を中心とし
た店舗展開、通信販売もブランド立ち上げからス
タートさせる。ラスクを柱とした観光地土産の店
舗も展開する。

大西 紀男

取締役社長。
1946年生まれ。神奈川県藤沢市出身。
1969年慶應義塾大学経済学部卒。同年三菱信託銀
行入社。1974年日本総合建物株式会社入社。同社
取締役社長を経て、2001年当社会長就任、2003年
当社代表取締役就任、現在に至る。
趣味はゴルフ、オイル・ペインティング。
テレビ出演「賢者の選択」等。

日総第22ビル エントランス 日総第22ビル エキスパートオフィス渋谷 会議室 エキスパートオフィス渋谷工場外観 店舗業務

小麦粉

工場製造
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親睦委員会は
　会員同士の親睦を図るとともに、様々な楽しいレクリ
エーションの企画運営を考え、交流を深める活動に取り
組んでいる委員会です。
　様々な業種の方々とのおつきあいが生まれます。
◦主な企画
　１月

賀詞交歓会の余興イベント・・・。
2014年は各委員会ごとのパフォーマンスで盛り上が
りました。
親睦委員会のスタッフはAKB48の「恋するフォー
チュンクッキー」を歌と仮装してのダンスで皆様の
笑いをいただきました。

　４月
普段行けないような場所や体験のできるプレミアイ
ベントを・・・

　　2014年度は皇居参観ツアー（バスで）
　　キャンセル待ちが出るくらい好評でした。

　「軽減税率は税務執行コスト増大等の問題点」「最近消
費税を導入した81％の国が単一税率を採用の現実」等の
説明に関しても参加された方々は説明に聞き入っていま
した。
　最後の皆様方からの質問も次から次と手が上がりとて
もいい雰囲気でした。会の最後に大竹委員長がどういう
訳か多数決をとったのですが参加者26人のほぼ全員が軽
減税率反対に手を上げてました。
　今回の勉強会は軽減税率に関していろいろな面からの
説明でした。次回も税に関して皆様方の引き出しになる
ような勉強会を実施したいと思います。
　その後の懇親会も参加者の内13人の参加があり勉強会
の余韻のまま最後まで盛り上がりました。

税務・研修委員　中村　武志

　11月17日㈪18時30分より税制の第一人者である森信茂
樹先生をお迎えして今回与党が選挙の公約に掲げそうな

「消費税軽減税率の問題点」に関して六本木ヒルズ森タ
ワーカンファレンスルームに於いてお話しを聞きました。
　先生のお話は大変わかりやすい内容でした。ご自分が
イギリス訪問
した時のレシ
ート（マクド
ナルド、スタ
ー バ ッ ク ス
等）を見せな
がらの説明は
説得力があり
ました。

●麻布街角物語●麻布ときめきパーティー●編集後記

　麻布十番商店街の中程、老舗お蕎麦屋
さんの軒先に麻布十番由来の碑がありま
す。
　この付近は南面する傾斜と湧き水に恵
まれていて住居の好適地として江戸時代
には大名旗本の屋敷などができ、町屋も
増加し馬場や馬市もあったそうです。
　麻布十番の名前の由来は延宝３年

（1674年）幕府が救済事業の為に古川の
改修工事に着手し、この時十番目の工区
であった為、十番の名前が残ったと言わ
れ、昭和37年に「麻布十番」が正式の町
名となりました。　

広報委員長　須藤純男

報告！　麻布ときめきパーティー　通算23組カップル誕生!!
　2013年秋に第1回、2014年春に第2回、2014年秋に第3回･･回を追うごとに沢山のご応募
と反響をいただいております。ありがとうございます。参加者からのアンケートと率直なご
感想を基に少しずつ改善し、ますます温かみのある、楽しい出会いの場をご用意しております。

　『第3回麻布ときめきパーティー』の男性参加者のコメント
　“美味しい料理に美しい女性陣、素敵な会場に素敵なエンジェル。僕に足りなかったのは、
　 何でしょう？それを何とか次回見つける機会を頂戴出来れば幸甚です。”　

次回は2015年3月14日（土）に開催決定！
法人会の出会いは、ビジネスだけにとどまりません。

ぜひご参加をお待ちしております。
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麻布十番由来の碑

五人で息を合わせる且
さ ざ

座
   茶道のお点前に亭主と半東、お客

様の正客と次客と三客の五人で愉しむものがあります。こ
れは、一人一人に細かい決まりがあるので  其々がそれに
従って行わないと事が進みません。一人は個でありながら
五人の内の一人で皆でもあります。  
　この手前を行っている時の緊張感や上手く出来たときの
優越感・高揚感、何よりも一服の抹茶を頂くために同じ空

間を皆と共有出来た嬉しさがたまらなく良いのです。この
事は、企業の中での個人に似ていると思いませんか?
　会社の中には嫌な奴もいる変えた方がいいと思える決ま
りもある、でも先に居る私達が、愉しむ心を持ち、何がゴ
ールなのかハッキリさせ、この愉しさを新人に伝えて行き
たいですね!!
　目標に向かい同じ空気感を共有し息を合わせる個々も全
体も稽古が必要です。　　　　広報副委員長　一寸木美奈

●法人会の活動 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

親睦委員　募集

「事業者から見た軽減税率の問題点」報告

　８月
大人数での納涼会を・・・。
2014年度はジャズシンガーの綾戸智恵さんをお呼び
しての素晴らしい歌と絶妙なトークでの開催となり
ました。300名程の方々が参加され、感激して下さ
いました。

　２月
ボウリング大会（定着しております）
今年は各支部、各企業との対抗ボウリング大会を品
川プリンスで開催することを決定しております。

　このように皆を楽しませるための様々な企画をする楽
しい委員会です。
　スタッフとして一緒に携わってみたい方は是非事務局
にお声をかけていただきたきたいと思います。
　お待ちしておりまーす。　　親睦委員長　野崎　照子
　　　　　連絡先：麻布法人会事務局
　　　　　電　話：03−3408−1324　
　　　　　ＦＡＸ：03−3408−3193
　　　　　メール：info@azabu-hojinkai.or.jp

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



東法連女連協第２ブロック役員会　（11月6日）
　今年度の役員会は、本郷法人会の当番となり割烹かね

こで開催されました。
　東法連女連協　高橋則子会
長をはじめ、四谷、麻布、小
石川、上野、本郷、総勢25名
の参加で、各会活動状況や、
特に女性部会が中心になって
取り組んでいる絵はがきコン

クールについての活発な意見交換が行われました。　

リース作りと素敵な夜景　（12月1日）
　年末恒例のリース作りは、嬉しいことに何と男性５名
にご参加頂き総勢40名の参加となりました。
　今回は、しめ
縄をリース状に
したお正月飾り
で、みなさん、
サクサクと作品
を仕上げ、個性
豊かに楽しく素
敵に、大人シックなリースが出来上がりました。
　自分で作った「お正月リース」で新春を迎えましょう。
会員で講師の木村志保さん、ありがとうございました。

ティークラブ副部会長　吉田眞紀子
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サンエー・クラブ（青年部会）

　サンエー・クラブ勉強会が、10月１日に開催されまし
た。講師は、真田幸光愛知淑徳大学ビジネス学部長でし
た。慶応大学をご卒業後、東京銀行（当時）、ドレスナ
ー銀行東京支店金融融資部長を経て現職に就かれていま
す。また戦国武将真田幸村の実兄、真田広之の直系子孫
でいらっしゃいます。ご講演は分かり易く、また一般人

が接することの
できない国際情
報にも明るく、
同クラブでは今
回が三回目のご
講演となりまし
た。昨今の国際
金融情勢、円ド
ル相場の動向、

アベノミクスの是非、スコットランド問題やウクライ
ナ情勢に話が及びました。そして時代はTRANSITION 
PERIOD（過渡期）であり、変わるかもしれないし変わ
らないかもしれない時期だと強調されて講演が締めくく
られました。

サンエー・クラブ広報委員長　山本閉留巳

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。～2015年2月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

賀詞交歓会

新設法人説明会

ボウリング大会

決算法人説明会

源泉部会研修会

TC体験教室（絵手紙）

調査部所管法人説明会

歓談しながらの名刺交換会やサプライズイ
ベントを行います。

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。

詳細は案内をご確認下さい。

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。

詳細は案内をご確認下さい。

絵手紙の基礎を学び、世界で1つのお祝い
袋を作ります。

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。

1/22 18:15～20:00

2/5    13:30～16:00

2/6

2/12 13:10～16:00

2/17 14:00～16:00

2/19 17:00～21:00

2/27 

明治記念館

赤坂区民センター

品川プリンスホテル

赤坂区民センター

赤坂区民センター
第一会議室

テレビ朝日アスク

国際文化会館


