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　去る６月11日17時00分より、第３回通常総会が明治記念館に於いて、18名の
来賓各位のご臨席と会員1,457社（うち委任状による会員1,311社で62％の出席
となります。）のご出席のもと開催されました。司会と坂本会長からの挨拶が
あり、開会となりました。　
　定款14条に基づき、総会議長に選出された坂本会長によって議事進行が行わ
れました。議事の報告事項である、平成26年度事業計画並びに収支予算が報告
され、平成25年度の事業報告が委員長、各部会長によって行われました。その
後審議案も原案どおり承認可決されました。

Azabu Business Club
●開催報告
　５月19日(月)17時、この日も定刻通り第４回ABCが始まった。
　今回の講師は数々の企業コンサルタントを務め、その企業の業績アップに手腕を発揮なさっている入野康
隆先生だ。タイトルは「大競争時代を乗り切るビジネス処方箋」。
　入野先生の資料は250ページに及ぶそうだが、手元には配られず、「メモも取らなくて良いので、私の話を、
こちらを向いてしっかりと聞いてください。途中に何回かグループワークを取り入れ、意見発表して頂きま
す。」との声掛けに、皆、集中し、耳を傾け、会場は一変して緊張感に包まれた。
　講演の中心となったのは「良い事業計画とは」。文字にすると、ありきたりな内容に見えるが、入野先生
は穏やかな口調でありがながら、Don'tとDo'sの具体的なポイントを矢継ぎ早に説明。実際のプレゼンテー
ョンの映像や具体的な成功例も組み込まれ、あまりにも参考にしたい豊富な内容に思わず筆をとったのは私
だけではないようだ。グループワークも積極的に意見交換がなされ、その発表も次々と挙手が出るほどの盛
況さだ。２時間は瞬く間に過ぎ、まだまだ、伺いたいことは山のようにあったが、終了後は誰もが『己が会
社を改めて見つめ直してみよう』と思ったのではないか…。
　「日常の業務に追われるばかりでなく、時にはこういう刺激をもらい学ばなければ、経営者として大きく
なれない。」隣席の大先輩経営者の言葉が印象的だった。　　　　　　　　　　 ABC実行委員　木村志保

●予告

次回　７月18日(金)17時より
足立好穂氏（株式会社ファイブスターズアカデミー代表取締役）による

「経営者・管理職のための やる気の出し方・出させ方！」
講演会ではなく、参加者全員でゲーム・演習を通して学ぶ「体験型研修」です。
麻布法人会のための特別メニューでマネジメント力を磨きませんか？ 詳細は同封のチラシにて！

審議中

ご出席下さり、ありがとうございます 総会の最中

坂本会長のあいさつ
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第３回 通常総会記念講演会

「銀座から見える日本の未来」
　今回の総会では初の試みとして、講演会が同時開催されました。今回は講師に白坂
亜紀氏をお迎えしました。白坂氏は大学在学中より日本橋の老舗クラブにて女子大生
ママとなり、今日に至るまで銀座のクラブ界を牽引されてきた名ママです。
　銀座の一流クラブは財政界のトップクラスの人間が集まる場であり、そのイメージ
や品位を守るためママ達が機転や努力を重ねる「おもてなし」の最前線でもあります。
そんな一流の「おもてなし」を行っている白坂氏より、その知恵や秘訣、銀座という
街を通して見える日本についてご講演いただきました。
　トップクラスの方々と普段から接しているからこそ見えてくるものがある。講師の
たおやかで、しかし力強いお言葉に、そんな雰囲気を感じつつ講演は幕を閉じ、満場
の拍手をもって白坂氏のご降壇となりました。

●第３回通常総会 ●第３回通常総会

　総会後の懇親会は、終始和やかな雰囲気の中で行われました。新入会員の紹介が行わ
れ、来場者間で交流が深められる会となりました。名刺交換をされたり、歓談をされる
などと楽しい時間をすごされていたようです。また、前回に引き続き、抽選会が行われ、
会場は盛り上がりました。今回は、２種類の抽選会が行われ、会場の雰囲気も沸き立ち
ました。

　６月12日から開催したサッカーワールド・カップにちなんだ景品の抽選会と別の商品
を取り扱った会が行われました。ワールド・カップの抽選会では、ユニフォームや選手
の顔がプリントされているタオルなどが商品として並びました。また、もう一方の抽選
会では、ディズニーランドのペア・チケットやリラックスグッズなどが並びました。
　最後は名残惜しんでの閉幕となりました。

懇親会

白坂氏　講演中

○○番の方！ 1等は i padです！

いよいよワールド・カップの開幕です！

素敵な笑顔ありがとうございます

モウリーニョ監督が抽選会に参加して下さいました！

ドキドキの瞬間です

おめでとうございます！

ユニフォームを着て応援して下さいね
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皆様のおかげで無事総会が終了いたしました。
稲葉副会長も終了のあいさつでおっしゃっていましたように、
法人会がより良い出会いの場になるようにしていきたいと思います。
来年度の総会もよろしくお願いいたします。

●第３回通常総会

●全法連･東法連による功労者表彰のご報告

●新会員のご紹介
〔平成26年2月〜5月　36法人入会〕　
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交流は、企業の力。

　ただし、精神的・身体的に残念ながら問
題があるという場合は別ですが。　　
　現社長から見て、性格的にやっていける
か？まだ育ってない…という話をよく聞き
ます。
　恐縮ですが、現社長が若い時はどうでし
たか？完璧な経営者でしたか？
　ちょっと儲かったのでお金を使いすぎた。
無茶をして失敗した。…色んな失敗をしな
がら、反省し、行動を変えて、経営者とし
てご成長されたのではないでしょうか？
①立場が人を作る
　社長の座に座れば自分のあり方を自分で
考え始めます。
②トラの子はトラ
　やらざるを得なくなると、自らが考え、
力を発揮しだします。保有能力はあった！
というケースが多いです。
③ 門前の小僧、習わぬ教を読む
　知らない間に父親の背中を見ているのも
です。
　重要なのは、しっかりと準備して、育成
する事。
　では、どうやって育成するか？
　これは、次回に詳しくお話します。

後継者は誰が適任か考えてみましょう。
　この点は、事業の協力者の心理を読
む必要があります。
◆取引先
　◦社内・親族内での内紛は迷惑。継
　　続的・安定的取引を望むのが一般

　　　　的です。
◆金融機関

◦融資回収の為には現社長の資産を　　
承継する親族が安心します。

◆実力派幹部
◦優秀な幹部の誰かが社長の座に座ると

他ががっかりします。
◦場合によっては社長になれなかった幹

部が独立なんていう事もあり得ます。
◦ここが大手と違う。…親族だと「仕方

ないか」と納得する確率が高いもので
す。

◆一般社員
◦波風は望んでない。誰か決めてもらっ

て早く次の体制で安定したいというの
が本音です。

☆結論、通常は息子（親族）がいちばん。
優秀でないと思っても（バカ息子？）で
もその方が良いのです。

　ここでいったん事業承継を確実に行うた
めにやるべきことをチェックしていきまし
ょう。
　①経営承継　②支配権承継　③財産承継
　この順番が重要です。つまり、法律的に
言えば、民法⇒会社法⇒税法の順です。
　よく税理士に相談するとまず先に相続
税・贈与税の問題を解決するところから入
る方がいます。これでは100％事業承継は
失敗します。
　今回はまず①経営承継つまり後継者選び
からお話します。その取り巻く環境は下記
のとおりです。
　□後継者の評価・指名は？
　□後継者育成と権限の委譲は？
　□後継幹部の評価・指名は？
　□取引先等への根回しは？
　□金融機関対策は？
　□次世代の経営戦略は？

中小企業の事業承継を
考える③
〜後継者は誰が適任？〜
税理士　飯島 一郎

●熱血先生の経営指南 �

　上部団体である(一社)東京法人会連合会の第２回通常総会（６月12日・明治記念館）
の後に感謝状及び記念品贈呈式が行われました。当会の受賞者は次の通りです。

（敬称略・役職は受彰決定時のものです）

全法連　功労者表彰 東法連　会員増強表彰

東法連　功労者表彰

佐藤　　崇　理事 坂本　章二　会長

香山　敬三　

竹内　敬雄　会員増強委員大竹　延幸　常任理事

何が当たるでしょう？ 何番が出るでしょう？

稲葉副会長のごあいさつ
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●特集・トップインタビュー

突然の推薦で区長戦に出馬

　大学を卒業後、建築設計の仕事だけで
なく、講演や研究論文の発表、調査研究、
大学での教鞭、審議会委員など数多くの
仕事に携わってきた。
　1982年、当時の区長のブレーン会議の
メンバーとして30代で港区の仕事に関わ
りを持った。2000年、区長選挙の１ヶ月
前に当時の区長から、後継者として区長
選に出馬して欲しいという突然の依頼が
あった。
　原田氏は、「2001年から某大学の教授
に内定していた。今さら取り消しできな
いし、政治には全く関心がありませんと
いってお断りしました。ところが、いろ
いろな方から、やって欲しいと電話をい
ただいて…。若いとき、日本でも留学先
でもいろいろな方々にお世話になったし、
ここで引き受けて恩返しするのもひとつ
の責任かなと」そう思い直し引き受けた

という。
　任期中は、長年国際会議などで培った
経験を活かし、区政に貢献してきた。　

ワールドシティを目指す街づくりに
必要なもの

　海外への留学経験や講演活動で、海外
の事情にも精通している原田氏は、「日
本の居住空間やオフィスインテリアは欧
米と比べると雰囲気が劣ってみえる。世
界のトップ企業では40年くらい前から働
く環境を会社のPRに使っている。現在
日本企業もだいぶ追いついてはきている
が…」と話す。
　スウェーデンでは、会社を選ぶとき、
オフィス環境を１番に挙げるが、日本で
は給料が１番で、環境は10番目という調
査結果があるという。
　「もちろん国民性の違いはあるが、ワ
ールドシティを目指そうと思ったとき、
日本人と違う価値観をもった人が納得す

るオフィスビルや居住環境をつくってい
くことが必要。もちろん、行政の果たす
役割も重要となる。さらに日本には杓子
定規な規制がある。日本的なものを持ち
つつ、世界で通用するものを持たなけれ
ばだめだと思う。港区が『世界の拠点の
港区』というWスタンダードの発想を持
って、新しい動きをしていかなければ」と。
　また、教育やものづくり、歴史など、
しっかりと日本のことを認識することも外
国に出て行くためには必要なことだとも。

若き日に出会ったふたりの恩師
　
　18歳で早稲田大学の建築学科に入学し
たとき、絶対に留学しようと決意。そこ
で偶然知り合った42歳の若い教授の経歴
を知った。
　「穂積教授はフルブライト奨学金をも
らってハーバード大学へ留学。40歳ちょ
っとで早稲田の先生になった。その経歴
を知ってこの先生のようにフルブライト

奨学金をもらって留学しようと思った。
だからまず、英会話を初めた。当時を思
い出すと、『英語の文献で建築の勉強を
したい。私はアメリカに行きたい。』と
その先生のところに伺い、建築を英語の
教材で教えていただいた」。
　このレッスンは１年間続き、そうして
いるうちに交換留学の話がでたという。

「試験は翌日、先生は『いままで勉強し
てきたのだから大丈夫』といわれ、先生
の強い推薦もあり1年間アメリカ留学を
する事ができた。留学中もフルブライト
という目標があったから、頑張れた。そ
して柔道やお琴を教えたりして得た友人
や先生から『専門大学院に行って勉強を
するならライス大学がよい』と勧められ
た」という。その後フルブライト留学試
験にも合格し、ライス大学に留学した。
在学中には２度の日本建築学会のデザイ

ン賞を受賞している。
　「私は、入門したての力士が横綱にぶ
つかっていったみたいに、非常に苦労し
て建築の勉強をしてきた。とてもよい先
生に出会い、徹底的に鍛えてもらった。
ひたすらその先生を追いかけていた。こ
の経験を私は誇りに思っている」と。先
生は今89歳でご健在、かつて仲人もして
もらったという。
　ライス大学建築大学院修士課程修了後、
菊竹清訓建築設計事務所に入社。そこで
世界的な建築家の菊竹氏と出会い30歳で
独立し事務所を構えた。
　「菊竹先生から『原田さんは国際的に
活動する人になるから、絶対に工学博士
号を取っておきなさい』と言われ、博士
号を取得した。ブルガリアの客員教授な
ども菊竹先生の推薦で声をかけていただ
きました」。

偉大な先人や多くの方々からいただいた
『ほどこし』を世界に恩返し

　穂積先生と菊竹先生は早稲田の同級生
で、原田氏は偶然にもこの素晴らしい先
生方にお世話になった。
　「お二人ともキャラクターは異なるけ
れど、親切な先生だった。私は二人の先
生から一方的に知的財産をいただくだけ
だった。だから今度は私がお二人からい
ただいた知的財産を伝えなければならな
いと思っている。また20代の頃アメリカ
やスウェーデンで、友人や友人の家族が
見返りもないのに、貧乏留学生だった
私に無条件で『ほどこし』をしてくれた。
行く先々で親切にしてもらった。今度は
私が誰かに恩返しをしないとバチがあた
ると思った」。
　そういう想いがあったからこそ区長を
引き受け、区民のために120％仕事をし
ようと思ったという。
　「今後は建築家として世界に貢献し、
若い人達に刺激をあたえ、影響を与える
ような仕事をしていきたい」とステキな
笑顔で語った。
　　　　（取材：須藤純男、吉田眞紀子
　　　　　文責：岡野孝子）

●特集・トップインタビュー

▪原田敬美氏プロフィール ───────────────────
1949年東京都出身。一級建築士、工学博士、技術士(建築)。
SEC(Space Endeavor Collaborates)計画事務所代表取締役。建
築・都市デザイン、都市政策研究。早稲田大学在学中、ウースター大
学(米国)、クリスティアンソン建設事務所(スウェーデン)、早稲田大
学大学院修了後ライス大学大学院留学(フルブライト交換留学)。
00年〜04年港区長、05年イタリア大統領コッメンダトーレ章勲章。国
際建築アカデミー客員教授(ブルガリア)、フルブライト同窓会元会長

　トルコのコジャエリ大学からの依頼で、明治以降の
港区がどう都市化したかをテーマに講演を行い、数日
前に帰国したという原田敬美氏。2000年から2004
年まで港区の区長としても地域に貢献。建築家として
多忙な日々をおくる原田氏にインタビューした。

出会いの中でいただいた
多くの財産を世界のために

小山ビル(花屋)　生花の造形イメージ(北区赤羽)

株式会社エス・イー・シー計画事務所

原田 敬美氏
　　　　　　　　　 （はらだ　けいみ）

埼玉県入間市老人福祉センター　前面に広がる茶畑の造形をモデルに

代々木駅前交番　スクランブル交差点と明治神宮のイメージ

銀座清水薬局　銀座の街並みと賑わいを表して

群馬県警尾瀬交番　背後の山並みをシルエットに水芭蕉の色彩イメージ 群馬県警尾瀬交番 資料を見せて下さる原田氏
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です。
　また日本の産業は農業中心なのかと思うほど、農村目
線での情報に踊らされている気がしました。
　けして農業や酪農を否定している訳でなく、都市部住
民や企業がもっと関心を持ち、意見をいわなければ資源
の乏しい貿易立国日本は、今後成り立っていけないので
ないかと思います。
　通商交渉の歴史的な流れを知ると、日本の縦割り行政
による（例　農産物などは農林水産省、自動車などは経
産省）各省庁の壁が、アメリカなどの総合的な窓口であ
る通商代表部との交渉の難しさを改めて知る機会となり
ました。　　

【税務研修委員会】　大竹延幸

　TPPについては、既にすすめることありきで動いてしま
っているのが現状の中、本来であれば、その前段階でのデ
ィスカッションがもっと行われるべきではなかったのかと
思っている人も多いと感じています。
　国家戦略中でTPPを推し進める際、どうしても国益とい
う部分で、すべての人が利益を享受できる、百花繚乱的な
ことは期待できないのは自明の理。
　国としてどこを譲歩し、どこから国益を得ようとするの
か、キーワードは利益の確保よりも、安全性の追求（食品
などの個人から安全保障としての国家まで）と改めて感じ
た機会となりました。

【税務研修委員会】　渡邊真弓

　４月７日六本木ヒルズアカデミーにて、「だれにでも
わかるTPP」と題し、税務・研修委員会主催で、講師に
旧通産省で通商交渉のご経験がある地元選出の山田美樹
議員のお越しいただき、基礎的なことから、通商交渉の
歴史などを踏まえセミナーを開催しました。
　連日マスコミではニュースになってはいますが、私た
ちは本当にTPPについて正しい知識を有しているので
しょうか？
　税務研修委員会での話し合いの中で賛否両論あり、果
たして私たち都市部の企業経営者や住民にとり、本当に
私たちに必要なものなのか、それとも平成の黒船となり、
日本という国を崩壊に向かわせるものなのか、もっと内
容を知りたい、こんな観点でセミナーに開催しました。

　先ず、はじめに感じたことは、日常テレビや新聞など
で見聞きすることが、意外と偏った報道だと思ったこと

●TPPセミナー●税務署からのお知らせ

消費税簡易課税制度等の改正のお知らせ
「だれにでもわかるTPP」報告会「だれにでもわかるTPP」報告会

講演される山田議員

講演会の様子
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刺激を受けるので楽しいです。絵てがみ
教室も初めは書けないと思っていました
が、先生に教えていただくと自分でもび
っくりするくらいうまく書けるので、毎
回楽しみにしています」
　アスクで学んでいることを、いきいき
と笑顔で話される。仕事上不規則な生活
が避けられなかった日々のリフレッシュ
は、ショッピングやおいしいものを食べ

てのおしゃべりだったという。
　「それとお酒が私を助けてく
れたと友達にはいつも言うくら
い、日本酒が大好きです」
　明るく開放的なスクールは、
堀越さんの印象そのもののよう
な気がした。
　（取材：後藤 浩、吉田眞紀子
　　文責：神山亜由子）

●事業特集

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

●企業訪問

らでは。堀越さんはテレビ朝日の元アナ
ウンサーで、広報の仕事も経験している。
　「いわゆるきれいな声を出そうとして
無理な発声発音になっていないか。のど
の負担にならない、その人の一番いいト
ーンが絶対にあるんですね。自分も出し
やすく、他人も聞きやすい。お互いにい
い感じの声を一緒に探していきます。私
たちはどこがいけないかを見つけ、それ
を直すにはどうしたらいいか、やり方を
導いています。あとは本人が努力するの
みです」
　またここ数年では、プレゼンテーショ
ンやコミュニケーション能力を必要とす
る、企業からの需要が高まっているとい
う。

　「講師を派遣したり、こちらで
企業研修を行うこともあります。
まず自分が話す様子をVTRで確
認すると、改善点が見えてくるん
ですね。そこで講師のアドバイス
を忠実に実践していくと、短期間
の研修で見違えるほど良くなり、
企業の担当者に喜ばれています」

趣味も広がる
ユニークな講座

　インターナショナルスクールに
通う子供たちのための日本語講座
やハングル講座、月に１回の絵て
がみ教室なども好評だ。皆と学ぶ
ことで、自然と意欲的になれるの
だとか。
　「ハングル講座は私も一緒に勉
強したいと思い、生徒になって丸
２年。同世代の前向きな方たちに

　アナウンサーを目指す人のために、テ
レビ朝日が設立したアナウンススクール。
話し手のプロを育てるほかにも、学びの
楽しさを発見できる講座が多数ある。

話すことを
本格的に基礎から勉強

　テレビ朝日の現役アナウンサーを中心
にアナウンス部のOB･OGを講師とし､ア
ナウンサーの採用試験では抜群の合格率
を維持している。主軸のアナウンサー養
成コースに年間１千人ほどの生徒が学び、
就職試験に向けて、同じ目的を持った仲
間たちと切磋琢磨できるのが魅力だ。声
の出し方についてプロ目線のアドバイス
があるのは、アナウンサー養成コースな

「アスク」には夢がある何かを学びたい人たちが集う場
株式会社 テレビ朝日アスク
港区六本木７−18−23 EX六本木ビル６F　☎ 03−3401−1010

堀越 むつ子
ほりこし　むつこ

昭和47年３月　早稲田大学法学部卒。
昭和47年４月　テレビ朝日にアナウンサーとして
入社。朝の「モーニングショー」の司会、夕方の
メインニュース番組「ニュースレーダー」のキャ
スター、アナウンス部長、広報局長 (キー局では
女性初の) 取締役を務める。
平成23年５月　テレビ朝日アスクの代表取締役社
長に就任。
アナウンサーやナレーターの養成、話し方教室、
企業の社員研修などの講座内容の充実を図ってい
ます。毎年80人ほどが全国の民放やNHKのアナ
ウンサーとして巣立ち、他にも数十人がテレビ局
の総合職などで就職。

絵てがみの作品を見せて下さる堀越氏

クリスマスパーティー参加者

アナウンサー養成講座の授業風景

企業の社員研修 受付
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●行事日程(2014年7月〜8月)

●事務局から●法人会組織図●編集後記

●都税事務所からのお知らせ

麻布税務署新署長インタビュー　他次号
予告集募

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 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

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。

◦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：住宅が所在する区にある都税事務所
　　港都税事務所　03−5549−3800

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しており
ます。

問：土地が所在する区にある都税事務所
　　港都税事務所　03−5549−3800

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

　災害等により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（軽減または免除）する制度があります。（納
税を猶予する制度もあります。）対象は、固定資産税・都市

計画税（23区内）、不動産取得税、個人事業税などです。納
期限までに、納税者ご本人からの申請が必要です。被災の事
実を証明する書類を添えて、都税事務所へ申請してください。
問：港都税事務所　03−5549−3800

不動産公売のお知らせ

　東京都主税局では、７月15日(火)に、不動産を入札の方法
で売却（公売）します。詳しくは、東京都主税局ホームペー
ジ内の「公売情報」（http://www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/）
または下記問合先へ。
問：徴収部機動整理課公売係（5388）3027　

自動車税の納付はお済みですか？

　平成26年度の自動車税は、６月２日が納期限でした。納期
限を過ぎても納めていただけないと、延滞金がかかります。
まだ納付がお済みでない方は、至急お納めください。東京都
の自動車税は、お手元の納税通知書裏面に記載されている金
融機関、コンビニエンスストア等で納付いただけます。
問：東京都自動車税コールセンター　03−3525−4066
　　【受付時間】平日　午前９時から午後５時まで

都税に関する公簿の閲覧及び
証明申請時の「本人確認」書類について

　下記のＡであれば１種類、それ以外の書類（Ｂ・Ｃ）であ
れば、Ｂから２種類又はＢとＣからそれぞれ１種類の提示が
必要です。
Ａ　申請者本人と確認できる官公署が発行した書類（顔写真
　　付き）
Ｂ　申請者本人と確認できる官公署が発行した書類（顔写真
　　なし）
Ｃ　Ａ、Ｂ以外の特定の本人名義の書類
※申請者の本人確認書類は、原本の提示が必要です。
なお、郵便で申請される場合は、手続きが異なります。
問：所管する都税事務所
　　港都税事務所　03−5549−3800

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。

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

第5回 ABC
麻布ビジネスクラブ

法人会納涼会

対象は決算期を迎える法人。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。

詳しくはご案内のちらしをご確認下さい。

詳しくはご案内のちらしをご確認下さい。

7/3 13:30〜16:00

7/18  17:00〜19:15

8/26  18:30〜21:00

麻布税務署

明治記念館

明治記念館

　私の知り合いのなかで、最年長
は93歳の女性です。今年10月に誕
生日が来れば、94歳になります。

元気でおしゃれもします。記憶力も鮮明です。誕生日の
お祝いには、たくさんの人がやってきます。皆さん、万
難排して一生懸命馳せ参じます。

◎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。

　元気で長く生きるのは、それだけで優雅なことです。
長生きさせる秘訣をご家族に尋ねると、それはいろいろ
頼んで“こき使う”ことだそうです。
　いよいよ暑さ本番！　こき使う方も、使われる方も、
熱中症には充分ご注意のほど！

吉田眞紀子

青山支部  青山探検企画第4弾  根津美術館見学のご報告

　5/15㈭、青山探検企画第4弾として根津美術館見学と、会
員様がオーナーの隠れ家レストラン、クッチーナトレディチ
アプリーレでの昼食会を開催しました。毎年、美術館の庭に
咲くカキツバタの開花に合わせて開催される尾形光琳の燕子
花図（カキツバタ）と円山応挙の藤花図の特別展で、学芸員
の方から解説を伺い鑑賞に深みが増しました。
　雨上がりのお庭散策の後はレストランで初夏の特別メニュ
ーを堪能。季節の野菜を使ったコース料理に舌も心も満たさ
れ、会員懇親の楽しいひと時を過ごしました。
　次回は秋に映画鑑賞とワインの夕べを企画しています。
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第９回法人会全国女性フォーラム香川大会（４月10日）
　大会キャッチフレーズに
ある「女性の強さと優しさ
は、空を越え、海を渡る」。
うどん県だけじゃない、か
がわ県高松市にあるサンポ
ートホール高松において全
国女性フォーラム香川大会が盛大に開催されました。
　全国から1,600名の会員の集いは、圧巻で女性の底力
に改めていたく感じ入りました。

ティー・クラブ 副部会長　吉田眞紀子

第２回 ティー・クラブ報告会＆
初の女性キャリア官僚 赤松良子氏  講演会（５月13日）

　労働省の女傑と言われ、男女雇用機会
均等法の立案にあたられた赤松良子様の
お話を伺う機会を得ました。当時まだま
だ男性上位の職場であった国家公務員の
世界で、一

歩も引かず活躍された局長
です。現在は八五歳になら
れていますが、かくしゃく
としていらして、非常に論
理的に法律が立案される様
子をお話頂きました。魅力的な大先輩の女性に出会う喜
びを感じました。  ティー・クラブ 副部会長　結城光江
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サンエー・クラブ（青年部会）

◎サンエー・クラブ定例会＆交流会
　５月30日午後７時より六本木のバーラウンジ＆パーテ
ィースペース939にてサンエー・クラブの定例会並びに
交流会が開催されました。
　後藤会長をはじめとし
て現役会員とゲストを合
わせ総勢36名が参加しま
した。
　現役会員による講演会
では、㈱らくらくライフの中島様、ユニバーサル特許法
律事務所の大和田様、㈱公益社の渡邊様、以上御三方か
ら各業界の動向を詳しくご説明いただきました。普段で
はなかなかお聞きする事の出来ない専門的な内容で大変
勉強になりました。その後の懇親会では新入会員の紹介

に続き各委員会
から活動内容が
PRされました。
　終始和やかな
雰囲気の中、よ
り一層の親睦を
深め今後のサン

エー・クラブの発展に繋がる有意義な時間を過ごす事が
出来ました。  　　　　総務委員会 副委員長　天野明洋

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

　麻布台に在る私の自宅のすぐ裏に、通称「スペイ
ン村」と呼ばれる一角があります。正式には和朗フ
ラットと呼ばれる集合住宅です。建築されたのが昭
和11年、この年国会議事堂も建てられましたが、二・
二六事件が起きた年でもあります。
　私が現在地に居を構えたのが昭和44年、当時は３
歳頃でしたから、自らの成長と共に存在している建
物という認識はありましたが、まさかそのように古
い建築物であることを知ったのは大人になってから
です。
　20年ほど前に一部の建物が取り壊されましたが、
港区の歴史遺産として、これからも飯倉片町の地に
建ち続けてほしい、区民の一人としては、そのよう
に願う次第です。　　　　　広報委員　山本閉留巳

41

スペイン村

香川県浜田恵道知事とティー・クラブ役員

満員の客席

講演中の赤松先生


