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●行事日程

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。～2016年10月

行　　　事 日　　　程 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

新設法人説明会

税務･研修委員会主催セミナー
「落語で学ぶ相続・遺言・事
業承継」

サンエー・クラブ主催
「だめだと思った時が夜明け
前（仮）」

源泉部会研修会
「同一労働同一賃金をどのよ
うに捉えるか、その対策」

生活習慣病健康診断

平成28年度第2回理事会

会員増強委員会主催
プラスワンフェスタ

親睦委員会主催
「SUMMER DISCO NIGHT 
IN ROPPONGI（仮）」

税務･研修委員会主催セミナー
「体験型ゲームで学ぶ！後継
者のための経営講座（仮）」

Azabu Business Club
朝会

第13回 
Azabu Business Club

社会貢献委員会主催
第7回麻布ときめきパーティー

Azabu Business Club　
ランチ会

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。

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。

相続のテーマはわかりづらく堅くなりがち。
落語形式で気楽に笑いながら聞ける講演です。

講師：マグロ大王 木村清氏
（㈱喜代村 代表取締役社長）

講師：社会保険労務士 佐藤純氏
（青山人事コンサルティング㈱ 代表取締役）

会員法人対象。「労働安全衛生法」に基づく「一
般定期健康診断」

納涼会

パソコンを使って、会社経営をゲームで疑似
体験。ゲームから学ぶ資金繰りのポイント、
会社の経営状態を把握する勘所　など。

朝食をとりながらの異業種交流。
途中退席可。

講師：ローマ法王にお米を献上した男 高野
誠鮮氏（科学ジャーナリスト、日蓮宗僧侶、
立正大学客員教授）

『生涯のパートナーを探したい、結婚したい』
とお考えの独身男女に出会いの場を提供。法
人会ならではのネットワークと社会的信用を
背景とした「安心・安全」を実現しています。
対象：法人会会員や、そのご子息・ご令嬢、
従業員の方々など

ランチをとりながらの異業種交流。
途中退席可。

7/6   13:30～16:00

9/27
13:30～16:00

8/23   13:30～16:00

7/19   14:00～15:30

7/20   19:00～20:00

7/20   14:00～16:00

7/22     9:30～11:00

8/2

8/2

8/25   18:00～

8/26（予定）

8/30     7:30～9:00

9/26

10/1   11:00～15:00
（予定）

7月（予定）

麻布税務署

未定

麻布税務署

霞会館

東京ミッドタウンホール＆
カンファレンス　Room5

ハリウッド・ビューティー
プラザ「メイスクラブ」

東郷神社　和楽殿

明治記念館

明治記念館

ヴィースクエア東京

麻布法人会　会議室

リビエラ青山

明治記念館

明治記念館

未定

10　税務署からのお知らせ
11　オンリーワン経営成功のために③
　　都税事務所からのお知らせ
12　企業訪問　㈱麻布タマヤ
13　企業訪問　㈲ビアード
14　活動報告　麻布支部、ゴルフ同好会
　　麻布街角物語�
15　俳句同好会、新会員のご紹介、編集後記

８～９  新会長インタビュー
　　　  稲葉秀一氏（㈱イナバ建築設計事務所 代表取締役）

３　行事日程
４　総会報告
５　部会報告会　ティー・クラブ
　　活動報告　サンエー・クラブ、ティー・クラブ
６　活動報告　会員増強委員会
７　活動報告　親睦委員会、社会貢献委員会
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承し、会社のイメージ創出
と業績回復に成功された石
渡美奈社長に社長になった
当時のお話や、人財育成の
取り組み、また新しく始め
た地域貢献のこと、社長と
しての抱負等々についてパ
ワー全開で講演していただ
きました。
　懇親会では、麻布税務署
署長　小亦斉様にご挨拶を
いただきました。続いてご
来賓の紹介、乾杯のご発声
はサンエー・クラブ会長の
大和田幹夫様にホッピーで乾杯。今年は久しぶりに立食とな
り、料理も豊富に用意されてホッピー片手に皆様が和やかに
談笑されていたのが印象的でした。

ティー・クラブ副部会長　吉田眞紀子

　ティー・クラブは、国際文化会館において講演会、報告会、
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。
　講演会はホッピービバレッジ株式会社　代表取締役社長　
石渡美奈氏。
　「ホッピー３代目の事業継承」と題し、お父様から事業継

宇都ひろ子
AIU保険代理店
㈲TRITRUST　塩澤和史
額賀真理子
鈴木秀世
倉上敏雄
坂本章二
吉田眞紀子
大同生命保険㈱

　事業計画並びに収支予算のご報告をさせていただ
く前段として、お集まりいただいた会員の皆様に公
益社団法人である麻布法人会の運営につき大きく二
点ご説明させていただきました。
　一点目は理事会が麻布法人会の自治と運営につき
責任権限を持つ機関だということです。皆様の企業
でいうところの取締役会とお考えいただくとご理解
いただきやすいかと思います。新年度の事業計画並
びに予算は、理事会において成立させて３月末日ま
でに当会を所轄する行政庁である東京都へ届出るこ
とが義務づけられております。なお理事・監事の権
限と責任については、法人法に詳細に記載されてお
り、法人法に則り理事会は運営されております。
　二点目は新年度の事業計画と予算は総会において
会員の皆様にご報告し、かつ過年度の予算が適正に
執行されたかどうか、活動の結果が計画、予算に基

づき執行されているか、事業活動全般が適正だった
か、反社会的な行為はなかったかなどを、総会にお
いて評価しご承認いただくということです。
　このことを踏まえて総会における議事につきまし
ては、はじめに事業計画と予算につきご報告させて
いただき、次いで議案の審議を行っていただきまし
た。引き続き平成27年度決算状況のご報告を差し上
げたところいずれもご承認いただきました。
　なお、平成28年度の予算支出規模は、経常費用と
して75,081,747円を計上しております。これが本年
度の事業活動として支出される予定です。
　3,912,747円の赤字予算となっておりますが、これ
は昨年度の活動を踏まえ、より一層の事業活動の充
実、組織の拡大を図るための予算となっております
ことを申し添えさせていただきます。

総務委員会　副委員長　渡邉由紀子
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●部会報告会●活動報告●総会報告

第11回法人会全国女性フォーラム福島大会（４月14日）

　大会キャッチフレーズは「心ひとつに　伝えよう　繋
ごう　創ろう　福島から」。
　会場は、東日本大震災後に福島県最大の避難地となっ
た「郡山ビッグパレットふくしま」において、盛大に開
催されました。今はきれいに片づけられていて、一見し
ただけではここが避難地だったことがわかりませんでし
た。
　全国各地から参
加した1900名の会
員に対し、東日本
大震災と東京電力
福島第一原発事故
からの復興に取り
組む現状や食の安
全、安心が発信さ
れました。
　記念講演はフリーアナウンサー大和田新氏。懇親会で
は県産食材の料理や地酒が振る舞われました。
　「郡山ビッグパレットふくしま」のとなりには、応急
仮設住宅が現在もあります。東日本大震災から５年経ち、
未だに仮設住宅に住むことを強いられている方々のこと
を考えると、やりきれない気持ちになりました。
　ところが当日の夜、郡山から帰宅すると同時に震度７
を観測する熊本地震のニュース。厳しい自然環境の中に
あることを、改めて実感しました。

ティー・クラブ副部会長　吉田眞紀子

サンエー・クラブ（青年部会）

　公益社団法人麻布法人会サンエー・クラブ勉強会が、
３月28日泉ガーデンボードルームにて開催されました。
今回の講師は、前衆議院議員で経済評論家の海江田万里
氏でした。当同クラブでは、総務・事業・広報各委員会
が、それぞれ主管して勉強会を開催し、今回は広報委員
会の担当でした。以下はご講演要旨です。
◦安倍総理は増税を先送りしたいのではないか？（事実

６月に入り増税延期を発表）、官邸主催の「国際金融
経済分析会合」
に著名な経済学
者を招き、消費
増税の延期を述
べさせているが、
その人選は財務
省ではなく内閣
府が行っているとのお話をうかがいました。

◦中国経済のブレーキ、ブラジルでのオリンピック開催
前の不安、ロシア経済の低迷、これらの資源国は原油
が値下がりして経済が厳しくなっていること。

◦イギリスはポスト五輪としてグレートブリテンプラン
を策定した。日本もオリンピック後の経済対応につい
て、そろそろ考えるべき。

◦日本はものづくりなど技術を大事にするが、中国人は
利益が目的。中小企業で３年、大企業に近い規模でも
７〜８年と寿命が短い。短期決戦のビジネスだ。

◦今後の日本は少子高齢化を考え、あまり背伸びをしな
い方がいい。甘い見通しではなく、根拠のある見通し
を元に、次の日本の進路を考えるべき。

広報担当副会長　山本閉留巳

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

第４回平成27年度報告会（５月25日）ティー・クラブ 報告会

講師：石渡美奈さん

講演の様子

　平成28年６月６日午後５時
より明治記念館蓬莱の間に於
いて15名のご来賓のご臨席
を賜り、会員1,097社のご出
席のもと（うち委任状による
会員973社）第５回通常総会
が開催されました。

永島司乙
片岡雅敦
大西紀男
坂本章彦
原口千恵子
AIU保険代理店
中央クリーンエイド㈱　丸山恵三
竹内敬雄
稲葉秀一

　同会場にて、平成27年度会員増強功労者16名の表彰式が行われた。表彰者は次のとおり。　　　（敬称略）

第５回通常総会
ご報告

総会の様子

表彰式
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事ができる社員、で
きない社員」「なぜか
仕事がうまくいくリ
ーダーの習慣」など
数多くの書籍もご出
版されております。
　当日は、非常にわ
かりやすく、実際の
実務を社長として引
っ張ってこられた実
体験を語っていただ
きました。説得力が
あるお話はとても刺激的で大変参考になりました。残業ゼロ
で仕事も人生も充実する秘訣を大いに学びました。
　講演会場は、法人会会員だけでなく、多くの法人会入会予
定者にお集まり頂き、事前に予習された参加者の活発な質問
も飛び交いました。
　現在、夫人の故郷フランスに軸足を置いて活動されていら
っしゃる先生の日本での講演は大変貴重な機会した。講演後
の懇親会にも参加くださいました先生の周りには多くの参加
者との名刺交換、活気あふれる会話が続いておりました。
　大変盛り上がった第11回Azabu Business Clubでした。

ABC実行委員　村山里美

ームごとの団体戦で２ゲーム競って頂きました。
　ボウリング終了後は会場をイベントホール・メロディライ
ンに移して懇親会と表彰式を行いました。皆様お食事を楽し
みながらボウリングの話題でお話が弾んでいたようです。
　いよいよ順位が発表されると、各グループが一喜一憂し熱
気が高まりました。
　今回、沢山の企業が協賛品をご協力下さったお蔭により、
参加者全員がもれなく賞品を手にすることが出来ました。チ
ーム賞発表の後はご愛敬で、最も多くガターを出した人に贈
られる「ベストＧマーク賞」や、ピンがわれて残ってしまう

「スプリット賞」、スコアが丁度100、200の方には「ピッタリ賞」
等の特別賞が授与されました。
　初対面同士がボウリングを
通じて自然に打ち解け、心地
良い汗をかき、笑い声と歓声
の絶えないひと時となりまし
た。
　親睦委員会では、これから
も楽しく交流出来る催しを企
画して参りますので皆様振っ
てご参加下さい。　

親睦委員　村木紀美

「政治学」＝自民党
「非主流派」と題し
て政界の裏話を詳し
く、アベノミクスの

「社会学」＝人口減
少とＡＩと題して近
未来の社会の職業に
ついて、参院選を展
望すると題して、今
後の選挙や政治、経
済、社会学について
多角的に解説して頂
きました。
　過去・現在の政治の状況、今後の展望等を解り易くまた楽
しくお話頂き、非常に有意義な講演で勉強になりました。
　講演後は懇親会を開き講師の先生、参加者のみんなで名刺
交換やお話をして交流を図り、多くの方々と深いお話が出来
る時間が持たれました。

　次回は、2016年９月26日㈪に第13回 Azabu Business Club
として、あのスーパー公務員　高野 誠鮮（たかの じょうせ
ん）様に講師としてお越し頂き、講演をして頂きますので、
どうぞご期待ください。　　　　  ABC実行委員　山梨泰弘

　そろそろ終盤になり、お庭に出られ春の冷んやりとした空
気にリフレッシュされた気持ちとなられ冷静なトークに進ま
れておられました。私共サポーターはお一人でも多く、今日
の出逢いが素晴らしいものになるようにと祈りながらアドバ
イスをそっとお伝えいたしたりしました。
　嬉しい事に７組のマッチングをお迎えすることが出来まし
た。笑顔が一層美しかったです。マッチグングされなかった
方がたでも帰り道に楽しいひと時が有りましたよ、との嬉し
いご報告もございました。
　これからも一歩一歩私共も努力させて頂き年２回の良き出
会いの場を作り上げ少しでも社会に貢献させて頂ければと願
っております。　　　　　　　　　社会貢献委員　星野圭子

　2016年３月８日㈫明治記念館において第11回 Azabu 
Business Clubが開催されました。今回は日経新聞日本の名
経営者100選に選ばれたご経歴のあるトリンプ・インターナ
ショナル・ジャパンの元代表取締役社長吉越浩一郎様に講師
をお引き受けいただきました。

テーマ「残業ゼロの人生力・仕事力」
　吉越浩一郎先生は、トリンプ・インターナショナル・ジャ
パン在任中「早朝会議」「ノー残業」「がんばるタイム」など、
スピードと効率重視のユニークな制度を次々に取り入れ、19
年連続の増収増益を達成されたカリスマ経営者であり、「仕

　４月11日㈪、ザ・プリンス・パークタワー東京のボウリン
グサロンにて「ボウリングパーティー」を開催致しました。
　わずか12レーンほどの施設にはバーコーナーが有り、お酒
を飲みながらゲームを楽しむことが出来る大人のためのオシ
ャレな空間です。こちらを貸切りにして総勢60名の会員の皆
様にご参加頂きました。
　各ブースにはあらかじめ申告していたサイズの靴が名札付
きで並び、ゲームを終えるとおしぼりが配られ、使用後のボ
ールや靴は係員が片付けて下さるといった至れり尽せりのサ
ービスでリッチな気分を味わうことが出来ました。
　今回は会員の皆様に、より親睦を深めて頂けるようにとチ

　2016年 ５ 月12日 ㈭ 明 治 記 念 館 に お い て 第12回 Azabu 
Business Clubが開催されました。今回は、朝まで生テレビ、
サンデープロジェクト等でお馴染みの東洋大学副学長の松原
聡先生に講師をお引き受けいただきました。
　松原先生は、郵政改革（小泉内閣・郵政懇談会委員）、通
信放送改革（竹中大臣・通信放送懇談会座長）などで政府委
員を務めてこられました。

テーマ「アベノミクスの政治と経済」
　アベノミクスの「経済学」＝アベノミクスの１丁目１番地
と題して主要先進国の経済成長率について、アベノミクスの

３月５日㈯於明治記念館≪芙蓉の間≫
　社会貢献委員で取り組んでおります婚活サポート『麻布と
きめきパーティー』第六回は『明治記念館』の梅の香り漂い
趣のあります中庭の左側の奥の部屋でした。
　正装されやや緊張された面持ちの女性、男性が次々にいら
して着席されました。本日のルールご説明後25名様の女性・
男性のお名前とご趣味等詳細が書かれたプロフィール書類を
見ながら真剣にトークが始まりました。
　ご出席者にはご希望の方に出会えた方、まだまだ真剣に理
想を追い求めてらっしゃいます方々をお見受けいたしました。
　ビュッフェスタイルの軽食とワインは心を熱くしトークも
弾みます。

●活動報告●活動報告

第11回 Azabu Business Club ボウリングパーティー

第12回 Azabu Business Club
第６回 麻布ときめきパーティー

会員増強委員会 親睦委員会

会員増強委員会
社会貢献委員会

講師：吉越浩一郎氏

優勝チーム　賞品を手に

講師：松原聡氏

会員から質問が飛び交う

講演の様子 パーティー会場の様子 温かく見守るエンジェルの皆さん

挨拶をする稲葉会長



9あかやまぶき 2016.78 あかやまぶき 2016.7

すが、実際に人と人とが会って名刺交換
をしたり、お話しをすることには到底及
びません。研修会にお一人で参加される
ことももちろん勉強になりますが、人と
出会うことには必ずプラスの効果がある
と思います」

お世話になった麻布法人会に
恩返しをしていきたい

　「絶対に妥協しない」という姿勢で日々
の仕事に臨みつつ、休日は心静かに過ご
す時間も設け、バランスよく毎日を楽し
んでいる。
　「書道同好会に所属したことをきっか
けに、土曜日の朝は一人で臨書をしてい
ます。日常が忙しいからこそ、心が落ち
着いていいものです。麻布法人会にはゴ
ルフ、野球、テニス、アウトドアクラブ、
ボウリング、俳句などの同好会も充実し
ているので、交流の場と共に、よい息抜
きや気分転換にもなります」
　最後に、あらためて会長としての決意
をうかがった。
　「麻布法人会を代表する立場になった
時、自分は何をすべきか考えました。そ
して、今まで20年以上お世話になってき
た法人会に対して、今度は恩返しができ
る立場になったという思いに至りました。
これからも軽いフットワークで積極的に
動いて、色々な方にご恩返しをしていき
たいです」
　初志貫徹を旨としつつ、創造的なアイ
ディアと実行力で会を盛り上げることへ
の意欲を示す。和やかな場を自然とつく
りだす温かさと、情熱的な意気込みに接
したひと時だった。
　　　（取材：須藤純男、一寸木美奈
　　　　文責：神山亜由子）

績があります。そこで感じたのは、会員
の勧誘は、10年前と同じやり方では通用
しないということ。最近では非会員でも
気軽にご参加いただける講演会やイベン
トなど、異業種交流の機会を積極的にご
案内し、実際にご参加いただいた上で入
会してくださる方が増えています。こう
したお知らせは、フェイスブックなどの
SNSも大いに活用しています。このよう
に法人会の良さを分かって入会してくだ
さった方は継続してご参加いただけるし、
時にはお友達を誘ってくださることもあ
るわけです。最近は新しく企業を立ち上
げた若い方の入会も多いので、そうした
皆さんの新鮮な意見も取り入れたいです
ね。法人会は役員主導ではなく、皆で作
るものですから」
　一番の願いは、会員の皆さんに麻布法
人会を大いに利用してもらうこと。受け
身になるのではなく、今まで参加したこ
とのなかった会に足を運んでみるだけで
も、きっと新しい刺激や出会いが得られ
るはずだという。
　「法人会に参加することの一番の魅力
は、会員交流を通じてネットワークが広
がることだと思います。今はインターネ
ットを通じて容易に繋がることもできま

うになります。また、色々な意見がある
ことを知れば、会の運営の実情がよりわ
かります」
　組織改革のために、現状では細分化し
ている委員会の見直しも検討中だという。
　「現在は研修会や講習会といった公益
事業の委員会と、会員交流の委員会とが
それぞれ企画を主催していますが、会員
の皆さんにとってはどちらかに統一した
方がより参加しやすくなると思うんです。
また、こうした集約によって、行事の参
加人数が増える効果も期待できます。も
ちろん、これは私一人で決定できるもの
ではありませんし、皆さんにご協力いた
だきながら進めていくものです。こうし
た機会に、いま一度会員の皆さんが法人
会に何を求めているかに耳を傾け、前向
きな気運でやっていきたいですね」

200社以上の新規加入勧奨実績
重要なのは人と人とのふれあい

　めまぐるしい速度で変化していく現代
では、法人会も柔軟な考えで対応してい
く必要があるという。
　「幸運によるところもありますが、私
はこれまで200社以上の新規加入勧奨実

ためにやるのかが第一だと思います。設
計の仕事は、依頼があって始まります。
それもこちらが一方的に提案するのでは
なくて、相手がどのようなことを望んで
いるのか、意図を汲む必要がある。そう
した、依頼者と設計士の相互のやり取り
を通じて建物のアイディアができあがっ
ていくわけです。これは法人会でも同じ
で、会員の皆さんが何を求めているかを
常に意識しつつ、会員が一体となって会
を盛り上げていくことが大切です。もち
ろん、100人いれば100通りの考えがあり
ますから、会長としての私の役割はこれ
らを調整して一つにまとめていくことで
しょう」
　そのためには麻布法人会を知ることか
ら始めなければ、と色々な委員会に積極
的に出席している。
　「例えば、これまでは会長のみに流れ
ていた委員会や部会の議事録を、各会の
委員長や常任理事とも共有するようにし
ました。こうした情報共有によって、会
員同士がもっと横のつながりを持てるよ

事を経験しておきたくて、中小規模の設
計事務所でお世話になりました。その後、
出向先のゼネコンに勤めましたが、そ
のときには『今から10年後に必ず独立す
る』と決めていて、何とか達成できまし
た。折しも建築業界は不況でしたが、躊
躇はありませんでした」
　開業と同年、麻布法人会へ入会し、法
人会の活動へ積極的に参加するようにな
ったという。
　「当時、支部長さんからお誘いをいた
だいたのがきっかけとなって、麻布法人
会に入会しました。まだ右も左もわから
ない中、多くの方にさまざまなことを教
えていただき、本当にお世話になりまし
た。そして、会の活動に参加していく過
程でたくさんの方々と知り合い、地域の
ことをより深く知ることができました」

いま一度、会員の皆さまから
何を求められているか考えたい

　「法人会の活動も、設計の仕事も誰の

初志貫徹の独立開業

　建築の仕事に興味を持ったきっかけは、
中学生の時に黒川紀章さんの文章を読ん
だこと。その志は揺るぐことなく、建築
の勉強に夢中になって青春時代を過ごし
た。
　「黒川さんの文章を読んだとき、自分
の思い描いたデザインが形になって、そ
れが人の役に立つ―将来はこういう仕事
をしたいなと思い、それから高校、大学
と理系一本で勉強を続けました。大学生
の時には、一か月半かけてヨーロッパ
の11か国を巡り、『ヨーロッパ建築案内』
という本を片手に古代から現代までの世
界的な名建築をたくさん見て回りました。
建築は、実際に行ってみなければ絶対に
わからないことがたくさんあります。特
に、ル・コルビュジェが設計したフラン
スのロンシャンにある礼拝堂はよくこう
した空間を創造しえたな、という感動が
ありました。また、『頼れるのは自分だけ』
という状況で海外を一人で歩いたことは、
何より自信になりました」
　会社勤務を経て、南青山に設計事務所
を構えたのは平成６年（1994）。建築業
界が不景気というさなかでの船出だった
が、迷いはなかった。
　「独立開業は、建築家を目指したとき
からの夢でした。大学卒業後は、いつか
独立したときのためになるべく幅広い仕

●新会長インタビュー●新会長インタビュー

南青山で「㈱イナバ建築設計事務所」を営む稲葉
新会長は、開業と同時に麻布法人会に入会し、こ
の22年間を共に歩んできた。麻布法人会へかけ
る想いと、このたびの会長就任にともなう新たな
決意を語っていただいた。

新会長

稲葉 秀一氏
　　　　　  （いなば　しゅういち）

皆様と共に、
魅力ある麻布法人会を目指す

稲葉秀一会長

ソフトな口調で語る稲葉会長

インタビューの様子

開業以来、共に歩んだ22年間での
新規加入勧奨実績は200社以上。

「時代の変化に柔軟に対応しつつ、
　お世話になった麻布法人会に
　恩返しをしていきたい」
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●オンリーワン経営成功のために③

●都税事務所からのお知らせ

◦改　修：改修工事完了日の翌年度から一定期間、居住部
分で１戸あたり120㎡の床面積相当分までを耐
震減額適用後全額減免。

　減免を受けるには申請が必要です。詳細は、ＨＰまたは
下記問合先へ。

問：港区にある物件について
　　港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）

中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税・個人事業税の減免～

　東京都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支
援するため、法人事業税、個人事業税を減免しています。
　詳細は、主税局ＨＰ「＜東京版＞環境減税について」を
ご覧ください。

問：○中小企業者向け省エネ促進税制について
　　　港税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）
　　　　　（法人）法人事業税第一班・法人事業税第二班
　　　　　（個人）個人事業税班
　　　主税局課税部（法人）０３（５３８８）２９６３
　　　主税局課税部（個人）０３（５３８８）２９６９
　　○地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器について
　　　　　　　　　　　　　０３（５９９０）５０９１

小規模非住宅
4 4 4

用地の
固定資産税・都市計画税を減免します

（23区内）
　一画地における非住宅

4 4 4

用地の面積が400㎡以下であるも
ののうち200㎡までの部分について、固定資産税・都市計
画税の税額の２割を減免します。（個人又は資本金等の額
が１億円以下の法人が所有するものに限る。）減免を受け
るためには、申請が必要です。
＊未申請の方で、小規模非住宅

4 4 4

用地を所有していると思わ
　れる方には、８月までに減免手続きのご案内を送付する
　予定です。

問：港区にある物件について
　　港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）

耐震化のための建替え又は改修を行った
住宅(一定の要件を満たすもの)に対する
固定資産税・都市計画税を減免します

（23区内）
　減免の期間と額は、下記のとおり
◦建替え：新築後新たに課税される年度から３年度分につ

いて全額減免（居住部分に限る。）。ただし、減
免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により
異なる。

●税務署からのお知らせ

４点をベースに制度を作って行くべきだと
言われております。
　その際の目的は、①期待成果や期待行動
の理解、②成長の方向性の明示、③モチベ
ーションの高揚、④社内コミュニケーショ
ンの適正化、といった所ではないでしょう
か。
3.　給与制度、研修制度
　終身雇用が当たり前の社会では、給与制
度もその前提で、年功序列で良いというこ
とになるでしょう。
　しかし、今は人材の流動性の高い時代で
す。その前提で給与体系、能力開発の研修
などを考慮していく必要があります。
　組織改革を行う場合、短期的視点ではな
んといっても給与制度です。業績不振など
で経営危機を脱する場合など、短期的に効
果を得たいときにも、最初に給与制度に手
を付けることで強く当事者意識をもってい
ただけるのではないでしょうか。
　中長期視点を持って昇進、研修制度もセ
ットで考えるべきです。組織文化は、長い
年月をかけて深く浸透するものですので、
人の感情面や、社会環境も十分に考慮して
作り、メンテナンスも都度行っていく必要
があります。

　そして、一度根付いた文化はその内容を
変革することが難しく、経営戦略の修正や
組織の成長の障害となったり、ビジネスモ
デルと組織文化のアンマッチによりのメン
バー間の摩擦を生むなど、マイナス要因、
トラブル要因になってしまうことも有りま
す。
2.　人事評価制度 
　会社にとって好ましい組織文化の醸成の
為には、組織デザインの他に人事評価制度
が必要になってきます。
　なぜなら、組織文化を作っているのは経
営者も含めた社員全員の行動によって形成
されるものです。
　一般的に、人は評価を強く意識するもの
です。ですから、「会社はこのようにあな
たを評価します」といった基準を示してあ
げることが必要です。
　あくまでも、“人事”評価ですので、数
値目標だけを定めるものではなく、人の感
情を考え作っていく必要があります。給与
は評価の一部であって、全てではありませ
ん。
　人事評価を行う場合、①給与（昇給、賞
与）の公平性、②役職（昇進、昇格）の公
平性、③能力開発、④後継者発見、育成の

　前回、前々回と組織デザインについてお
話しさせていただきましたので、今回は組
織文化と人事評価制度についてお話しさせ
ていただきたいと思います。
1.　組織文化
　人が集まって働いていると、いつの間に
か暗黙のルールが出来ます。
　その暗黙のルールが、組織メンバーの大
半により「当然のこと」として捉えられる
ため、組織内の細かな方針や取り決めをい
ちいち議論しなくても「なんとなく分かり
合う」ことができ、少ない情報のやり取り
で多くの内容を伝達・共有できるなど、有
効に機能する面もあります。
　しかし、根付いている組織文化のスピー
ド感や正確性などのバランスが、業態、事
業戦略などにマッチしていれば力を発揮し
ますが、マッチしていない場合にはトラブ
ルの原因にもなります。

経営者と考える
組織経営
～組織文化と人事制度～

税理士　渡邊 俊雄
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様の声にならない声を聞くためには、真
っ白な気持ちで傾聴し、セレンディッパ
ーであることが大切です。そうすれば持
ち帰った情報を皆で共有し、良い知恵を
出し合って作品をつくって納めることが
できると考えています。私たちはプロと
して数多くの現場経験と商品知識を持っ
ています。お客様の話を真摯に聞くこと
で、お客様の想いをさぐり、今お客様が
想像できないことを少し先取りしてご提
案する。お客様の思い出の生地でカーテ
ンを作る。掛け替えたカーテンをリメイ
クしてベッドカバーやクッションにする
など、量販店ではできないプラスαがで
きることが強み」と、考えている。多く
の量販店やインターネットで、製品の購
入や施工を発注できる時代に『地元の便
利屋』としての安心感をアピールする。
　また、世界各国の暮らしに数多く触れ
た経験を活かし、「オリンピックに向け、
内装の面から『外国風』のおもてなしで

はなく、本格的な日本のおも
てなしを提案したい。さらに
様々な業種の方々と志を共に
し、長期的に育っていけるチ
ーム、仲間集めをしていきた
い」と新たな挑戦を語った。
（取材：吉田眞紀子、
　　　　須藤純男
　文責：岡野孝子）

切にしながら、数々のCMや造形物を生
みだしてきた。
　「僕らはアーティストではないけれど、
有形無形のモノを売っている。それは経
験だったり、ノウハウだったりする。こ
れまで積み重ねたさまざまな経験を使っ
て仕事をしている。仕事の環境もやり方
も変化していくけれど、真摯に向き合い、
大切にモノ造りをしていきたいと思う」
　小林社長が今後チャレンジしたいのは、
ジャズ喫茶とオーダーでフィギュアなど
をつくることだという。
　「僕らはモノをつくる力を持っている、
機械も持っているし、センスもある。だ
からオーダーでフィギュアなどをつくる
仕事ができれば良いと思っています。私
は趣味でヨットに乗るのですが、船の世
界だと自分が所有する船のスモールスケ
ールをつくって欲しいという要望があり
ます。大企業は、企業のマスコットを大
手広告代理店などに頼んで中国で大量生
産するけれど、僕のところだったら、個
人でも直に頼むことができる。もちろん
オーダーがあれば何でもつくることがで
きます」
　長年ものづくりをしている小林社長は

「作り手の心意気や想いが、作ったモノ
にも伝わる。デジタルの０か１かの世界
ではなく、アナログ感覚ものづくりを今
後も大切にしていきたい」と話した。
　　（取材：山本閉留巳、一寸木美奈
　　　文責：岡野孝子）

新優秀賞とは、経営革新計画の終了が1
年未満の企業を対象とし、計画の実現状
況、実現までの創意工夫、経営指標など
が審査され、顕著な成果を挙げた企業を
表彰する都独自の制度である。
　「受賞にはびっくりしました。高齢者
のための安心・安全なインテリアという
ことで取り組みました。高齢者施設はま
だ住環境が整っていないところが多いん
です。たとえば同じ値段でも臭いを消す
壁紙だとか、要所要所で滑りにくい床と
車いすが押しやすい床の使い分けなど、
商材を上手く組み合わせてつくることが
できるのに、そこまでの体制が整ってい
ないのが現状です。私どものような問屋
の良いところは、出せる情報、出せない
情報も含めてさまざまな情報が入ってき
ます。だから3年後、5年後の環境を考え
て商材を納め、アフターメンテナンスに
至るまでを想定し提案・施工していくこ
とができるのです」
　「クロスやカーテン、ガラスフィルム
などには良い商材が沢山あります。ガラ
スフィルムには虫が寄りつかない、外か
ら見えにくい、光を遮断し熱を軽減する
など、さまざまな機能を持つフィルムが
あります。さらにフィルムを貼ることで、
地震や台風からガラスの飛散を防止でき
るので、安全のためにも弊社のクライア
ントの老人ホームに納めています」

お客様の声なき想いを
実現するために

　同社が社員の採用条件で重視するのは
『気立て』。なぜなら、志賀社長は「お客

ていきます」
　同社のwebサイトには、誰もが「あの
CMだ」とわかる作品名が並ぶ。

ムダを大事にする
　CM制作の現場は時代とともに時間や
コストのかけ方、クライアントとの距離
感などが大きく変化してきている。
　「一番顕著だと思うのは、アナログ時
代はクライアントが現場に立ち会っても、
フィルムを現像するまでは仕上がりを観
ることができなかった。デジタルの現場
では仕上がりをその場で観ることができ
るため、クライアントがOKを出せばそ
こで仕事が成立してしまう。制作側はも
っとこうしたいと考えていても、クライ
アントがそうじゃないといえば、その意
見が通ってしまう。CMと売り上げの関
係はとてもシビア。どういう路線が売れ
るのかというリサーチをしているとは思
うのですが、どんどんムダは省くという
風潮になっている」
　「僕が育ってきた時代はムダな部分で
成り立っていた。氷山の様に水面に見え
るのはほんの一部、見えない部分にはそ
れを支えるムダがあった。今はムダがな
くなって、見える部分が全てになってき
ている。僕はムダがなくなってしまうこ
とは寂しいなと思う。生きることもムダ
のない人生なんてそうとうキツイと思っ
ています。やはりムダは大事です。僕は
そういうことも含めて、若いときから何
度も仕事をしているアートディレクター
の大貫卓也氏をとても尊敬しています。
彼は世の中が変化する中でもムダが多く
て良い仕事をしてきた人だと思う」

無から有を、
モノには心が伝わる

　どんな状況に置かれても、自分たちが
できるクォリティーを保持することを大

　麻布タマヤは、昭和9年に｢志賀襖紙
店｣として創業。それから80余年、麻布
で企業や大使館、個人邸など数多くの内
装を手がけてきた。歴史とともに培われ
た知識と経験、技術と信頼は大きな財産
であり、さらなる挑戦へとつながる。昨
年末には、2015年度東京都経営革新優
秀賞「奨励賞」を受賞している。

歴史をつなぐ

　麻布タマヤは、志賀律子社長の祖父が
内装材の卸問屋として設立、その後を継
いだ父親が30年ほど前から内装工事も手
がけるようになった。
　志賀律子社長は米国の大学で学んだ後、
現地企業で働いていた。父親の健康問題
で帰国、その後、父親は経営に復帰した
が、律子社長は日本に残り英語論文の添
削をはじめた。
　「私は長いことインテリアには関わっ
ていませんでした。友人とともに医学論
文の添削をはじめ、しばらくしてから、
父の会社から商品を買って、外国人に販
売するようになりました。その後、徐々
にインテリア業務を増やして、今に至っ
ています」
　父親のリタイヤとともに、律子社長の
株式会社麻布タマヤが父親の問屋業務を
含むすべての経営を引き継いだ。

商材を知ることの強みを活かす

　同社は昨年2015年度東京都経営革新優
秀賞奨励賞を受賞した。テーマは『高齢
者の住環境を快適にするための内装材を
中心とした提案・提供』。東京都経営革

　有限会社ビアードは、CM美術を手が
ける会社。1992年7月に、円谷でウル
トラマンのデザイナーであった故成田亨
氏の特撮美術助手をしていた小林康秀氏
が独立し起業した。誰もが知る有名な
CM美術を数多く製作している。

特撮美術からCM美術製作へ
　小林社長は、『マッハバロン』、『レッ
ドバロン』や映画『日本沈没』など多く
の特撮美術製作に携わっていた。その後
独立しCM業界へ参入した。
　「当時はコマーシャルも合成やCGがな
かったので、ほとんどが特撮に頼ってい
ました。ミニチュアのビルやミニチュア
のモノをつくることが多いので、けっこ
う重宝されて。その技術で今までやって
きました。最近はCGの普及や企業の予
算面が厳しくなっているので、大きなお
金をかけて造形物やミニチュアをつくる
というCMは少なくなっていますが、今
でもミニチュアやキャラクター人形を
使ってCMをつくっている企業があって、
長い間製作に関わっています」
　「コマーシャル制作の流れは、コマー
シャルをつくりたい企業が、電通や博報
堂などの広告代理店に依頼をする。広告
代理店のクリエイティブディレクターが
企画を立て、企画が通ると制作プロダク
ションに依頼、プロダクションは監督や
カメラマン、照明、美術など実際につく
る人たちを選び、みんなが集まってプロ
ジェクトチームのような感じで１本のコ
マーシャルをつくっていきます」
　「多くの場合は監督からの推薦が多い。
仕事は基本的に広告代理店の人が企画コ
ンテをつくり、それに基づいて監督が演
出コンテをつくる。そこにはシチュエー
ションが書かれていてカメラマンやコー
ディネーターたちとともに、僕も話し合
いに参加し、ロケかセットかなどを決め

●企業訪問●企業訪問

お客様の想いや要望を感じ取って実現 小さなことも見逃さず一歩先の提案を

志賀 律子
しが　りつこ

1964年生まれ。東京都出身。米国大学日本校勤務
の後、友人と英文医学論文の添削会社を設立。
会社を引き継いだ後は、80年に渡って培われた知
識や技能に加え、二十数カ国を周って得た経験を
駆使し、ワンランク上の満足度を付加した室内環
境の創造を手掛ける。近年では特に高齢者や児童
など、健康や安全に配慮の必要なクライアントへ
の対応を社会貢献と融合させる取り組みに力を入
れている。

大規模な造形物から小さな仕掛けまでクォリティーの高い仕事でCMを支える

小林 康秀
こばやし　やすひで

1949年東京生まれ。武蔵野美術大学卒業後、故 成
田亨氏に師事。マーブリングファインアーツ社を
経て、1992年㈲ビアードを設立。

株式会社 麻布タマヤ
URL　http://azabu-tamaya.com/

有限会社 ビアード
URL　http://mixfarm.p1.bindsite.jp/beardinc/

広報委員が貴社を取材します！お問い合せは事務局まで。 貴社のPRに！広報誌にチラシを同封できます。詳しくは事務局まで

優秀賞奨励賞を受賞した志賀氏 経営革新計画授賞式（東京都）
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ら初めて参加された
方、新会員の方、他
法人会から移籍され
た方など多く見受け
られたので、全員で
自己紹介をしました。
　さて、さて、お楽
しみのマジックショ
ー。マジシャン通称
チョッパー氏のトー
クを交えながら、華やかな新聞紙復活マジック、カードマジ
ック、ファイヤーマジック等々。会場の誰もがマジシャンの
魔法の世界にすっかり魅了されていました。やはり、マジッ
クは直接見た方が絶対面白いですね。
　参加された会員の皆様のおかげで充実した親睦会になりま
した。　　　　　　　　　　　　　麻布支部長　吉田眞紀子

　３月４日㈮　麻布支部27年度最後のイベント「ランチ＆マ
ジックショー」。ひな祭りの翌日、東麻布にある高級中華「冨
麗華」-ミシュラン☆で、30名の参加で開催いたしました。
　冨麗華の総支配人　小泉貴敬氏よりご挨拶をいただき、美
味しい中華を堪能しました。途中、長年支部会員でありなが

　今年初めての第190回コンペ当日は、朝から
あいにくの雨でしたが、満開の桜を観ながら皆
さん和気あいあいとしたコンペでした。
　初参加の方も回を重ね
る毎に増えて大きなコン
ペとなってきました。
　今後は、部会長及び幹
事も新たに、益々楽しい
ゴルフ部会になることで
しょう。

●俳句同好会●新会員のご紹介●編集後記●活動報告

親睦会　「ランチ＆マジックショー」

第190回 麻布法人会ゴルフ大会

麻布支部

ゴルフ同好会

48

三分坂

発行所/公益社団法人麻布法人会　 発行日/平成28年７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

　この度、熊本地震で亡くなられた
方々に哀悼の意を捧げますとともに、
被害にあわれた皆様に心よりお見舞
い申し上げます。 

　被災地の方々におかれましては、一日も早い復旧がなさ
れますことをお祈りいたします。
　公益法人麻布法人会の二代目新会長に稲葉氏が就任され
ました。本誌面「新会長インタビュー」では稲葉新会長は
インタビューの時間を大幅に超えて法人会について熱く語

られました。優しいお人柄で多趣味　好奇心旺盛、出来る
事はすぐにやってみようと行動する稲葉氏からはこれから
も法人会を大いに盛り上げていってくださるという意気込
みを強く感じました。
　当委員会もさらなる広報活動を推進し、広報誌「あかや
まぶき」を面白くそして役に立つ広報誌として発信してい
きたいと思います。ご意見、ご希望などがございましたら
是非、広報委員会にお申し出ください。宜しくお願い致し
ます。　　　　　　　　　　　　　広報委員長　須藤純男

●新会員のご紹介〔平成28年3月〜5月　27法人入会〕　

㈱ディーバ
㈲ビアード
広告デザイン事務所 office m
かんのFP事務所
アビドレックス㈱
㈱リバティープロ
㈱ビジネットシステム
日本中央競馬会
㈱尚助総合貿易
江連　奈央
㈲ラバーソウル
㈱CANON
サン・トックス㈱
㈱ランドワークス
㈱プランニングオフィスRoom375
フロントオフィス(同)
プレヴナンス
㈱デザインフォリオ
㈱サリー・ジョイス・ジャパン
関口　裕大
宮崎　麻生
ウエカツ水産㈱
㈱Yʼs LAB
㈱エヌプラス
㈱Wakiya
MEADOW㈱
星野ーTEC

港区港南2丁目15番2号
港区東麻布3-3-12-2F
八千代市上高野1537-117
松戸市紙敷1183-3
港区六本木6-8-21
新宿区高田馬場1-29-6
港区六本木3-16-33
港区六本木6丁目11番1号
港区赤坂2-13-17
千代田区神田錦町3-22
港区西麻布3-17-14
港区南青山2-4-15
港区赤坂1丁目7番1号
豊島区南大塚2-11-10
港区南青山2-27-11
港区西麻布2-24-26
港区南青山2-13-7
新宿区三栄町7番
千代田区一番町10番地
港区赤坂7-6-43
水戸市三の丸1-4-48-911
横浜市金沢区平潟町31番2-401
港区南麻布4-5-48
港区南青山1-15-37
港区赤坂6-11-10
港区北青山3-5-6
武蔵村山市残堀4-142-2

飯島　輝展
小林　康秀
池部　資彦
菅野　利光
前田　秀樹
福森　眞二
仲田　章郎
後藤　正幸
林　　京徹
江連　奈央
鎌瀬　直人
中澤　　豊
飯嶋　克孝
鈴木啓一郎
福島美邦子
クリンカース･クン
静井　弘貴
佐々木由美
田中　毅夫
関口　裕大
宮崎　麻生
上田　勝彦
屋久　哲夫
中村　祐介
脇屋　友詞
大塚　新也
ランパティ ジャヤセーナ

CM美術製作
広告デザイン業 ブランディング･販路開拓･コンサルティング
FP事務所
サービス業
販促物制作
情報処理・提供サービス業
特殊法人
貿易業、飲食業
生命保険(プルデンシャル生命保険)
音楽プロダクション
化粧品製造販売
プラスチックフィルムの製造販売
情報通信業、内装業
リフォーム･インテリアコーディネーション･設計施工･マーケティングプランナー
建設設計･都市計画･インテリアデザイン等
レストラン
グラフィックデザイン･パンフレット･包装紙･書籍などのデザイン一般
保険
生命保険(プルデンシャル生命保険)

（矢作建設工業）
水産業全般に関する相談･指導及び文筆業
危機管理コンサルティング､講演会の企画･運営､広告代理業(映像)
Web制作､システム設計及びコンサルティング
中国料理レストラン
小売(医療用ユニホームの企画･生産･販売)
外壁工事･サイディング･塗装工事･タイル･コーキング

03-5782-8600
03-6229-3737

03-3423-9900
03-6457-6833
03-5797-7980
03-3591-5251
03-6441-2717

03-6692-7824
03-6438-9758
03-5797-7645
03-5843-7362
03-6721-1966
03-6277-8149
03-6804-3182
03-5315-4426
03-5215-5090

029-284-1470
03-6869-0627
03-6277-1966
03-5770-7408
03-3568-1888
03-4530-8430
042-569-0298

３月

４月

５月

法　人　名 連絡先住所氏名 業　種 連絡先TEL 入会
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俳句同好会では、故坂本会長葬儀
にて弔句をさしあげ、
出棺のときに一緒に棺へ納め、
天国まで持っていって頂きました。

俳句会世話人　宮本瓢六

　赤坂五丁目交番前の交差点から山手台地をジグザグ
に上り、青山通り方面へ繋がる坂です。坂の袂に設置
されている港区の標識に依れば、「急坂のため、通る
車賃が銀三分（さんぷん・百円余）増したためという。
坂下の渡し賃一分に対していったとの説も。」とあり
ます。
　子供の頃、学校で習った江戸時代の五街道の一つ、
奥州街道は日本橋が起点となっていましたが、鎌倉時
代には赤坂を通っており、この坂もその一部であった
のかもしれません。
　写真を見ると、坂の突き当りにTBS社屋、右側に

は都営赤坂五
丁目アパート
が見えますが、
これら一帯は、
江戸時代に広
島藩松平家の
下屋敷、そし
て明治維新後
は陸軍近衛歩
兵第三連隊の駐屯地でありました。

山本閉留巳

会食を楽しみながら

マジックショー

B.G　後藤　80   
N.P　後藤・鈴木(京)・堀場・内田・鈴木(京)・土田・内田・武藤・大宮 
参加者　38名（初参加　4名）   
次回　第191回大会のご案内   
開催日　平成28年７月６日㈬　葉山国際カンツリー倶楽部

結果表　　平成28年４月７日　於：東松山カントリークラブ

優勝
２位
３位

氏名
内田　泰介
風間　裕二
杉山　公一

法人名
㈱ABビルマネジメント
㈲かざま
㈱エムオーシー

グロス
89
94
84

HC
32
26
11

ネット
57
68
73

弔句




