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世に「シネフィル」と呼ば

れる連中がいる。映画中毒者

のことで、どうも私もその端

くれらしい。中学1年から35

年以上にわたり映画を観続け

ているのだが、そんな私が、

中毒者になる以前に出会った

一本の幻の映画がある。

それは、小学3年生のとき

に学校で連れて行かれた渥美

清が主演の映画だ。渥美が演

じるのはプレハブ住宅建設の

技術者で、アフリカに一人技

術指導に行く。そこで出会っ

た現地の人々との交流を描い

た、地味な作りだが妙に心に

残る作品だった。ちなみに、

同じ時期に市川崑監督の「東

京オリンピック」にも連れて

行かれたが、こちらはほとん

ど印象にない。

だが、映画の印象は強かったがタイ

トルが判らない。映画を好んで観るよ

うになってから、この映画のことが気

になり出して探したのだが、なかなか

見つからない。当時はインターネット

で検索するわけにもいかず、一般の人

が閲覧出来る資料にも乏しかった。

大学生のときに、「ブアナ・トシの歌」

（羽仁進監督1965年）という作品が、ど

うもそれらしいとあたりをつけた。し

かし確かめるすべがなく時間が過ぎた。

やっとこの映画に再会できたのは、

社会人になってからである。場所は京

橋にある「フィルムセンター」。ここは

竹橋にある東京国立近代美術館の管轄

でフィルムの収集と保存に努める日本

国唯一のアーカイブである（現在は独

立行政法人になっている）。

映画は、自分が最初に抱いた印象通

り、素晴らしい出来映えだっ

た。渥美扮する技術者・「ト

シ」は、自分の思い通りに動

かない現地スタッフに苛々し

ながら、悪戦苦闘の末、やっ

との思いで住宅を完成させ

る。最後に現地人たちが渥美

を囲んでお祝いの歌を披露す

るのだが、それが原題の「ブ

アナ・トシの歌」。「トシ」は

いつも苛々していておっかな

いが、根はいい奴だ、と言っ

た意味の歌を合唱する。

監督の羽仁進は岩波映画出

身で、子供たちの中にカメラ

を持ち込み、彼らがカメラを

意識しなくなるまで待ってか

らフィルムを回すという手法

で何本かドキュメンタリーを

撮っている。劇映画である

「ブアナ・トシの歌」でも同様の手法が

取られ、現地の俳優はみな素人である。

渥美のみがプロの俳優であるため、「ト

シ」の苛々はそのまま素人俳優の中に

投げ込まれた渥美の苛々でもあるよう

に見える。だが、互いに理解できない

ところがあることを認めながら、文化

の差を乗り越えプレハブ住宅を、1本の

映画を完成させていく姿は、コミュニ

ケーションの原型に触れているような

素朴な感動を与えてくれる。

「東京オリンピック」は、2004年に

作られた監督自身による再編集版も含

めDVDでいつでも観ることが出来るが、

「ブアナ・トシの歌」はビデオ化もDVD

化もされていない。私の記憶では、数

年前にNHKのBS枠で放映されたのが、

多分最初で最後のTV放映である。そう

いった意味で、この映画は未だ「幻の

映画」であり続けている。

表紙
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一晩で積った雪 美女が美女と一緒に（水戸の梅大使）

司会の和島研修委員長

バスで署長挨拶を観る参加者

ドライバーに安全運転をお願いする野口会長那須連山を望み、バスは往く

研修会風景

穴原温泉　吉川屋
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第29回目を迎えた（社）西新井法人会一泊研修会は、

午前8時に足立区内各出発地から10台のバスが首都高

速を経て全車両の集結地東北自動車道佐野SAへ向け

て出発。朝から雨が降り、少し気持が下降ぎみでし

たが、いざバスに乗ると、元気、元気で、バス内も

和やかで、早くも旅の気分が盛り上りました。午後

からは雨も上るとの予報に期待すること大。

足立区内から出発したバスは一路集合地の東北自

動車道佐野サービスエリアへ。10台のバスは総勢420

名を乗せて快調な滑り出しで、各バス内では車両長

からの日程説明に続き、研修委員会が制作した西新

井税務署 熊谷 久署長のビデオによるご挨拶をいただ

きました。（P5参照）

2日間の楽しい旅に夢を託し歓談しているうちに佐

野SAへ到着。直ちに車両長、厚生委員、研修委員、

広報委員が集合し、ジャン

パーや腕章を受けとり、野

口会長から無事で思い出に

なる旅を望むとのご挨拶を

いただき、堀口担当副会長、

後藤厚生委員長から「2日

間の研修会が無事に終了で

きるよう、皆さんのご協力

をお願いします」とのことばがありました。途中那

須SAで小休憩の後、BANDAI郡山店に到着。ここで

昼食となり、5段重ねの豪華な食事にビールなど飲物

ありで、賑やかな昼食となりました。昼食後は、売

店での買物で、早くも両手に土産物がイッパイ！

BANDAI郡山店を出発後、レステル志田浜（猪苗

代湖見学）に続き、ビール・ガラス・おかしだんご

館（見学）に立ち寄り、午後3時過ぎ、目的地の穴原

温泉 吉川屋へ到着しました。

バスから降りた参加者はバスの号車別に役員に誘

挨拶する野口会長

参加者420名の一泊研修会

増々充実、一泊研修会。

西新井法人会一泊研修会スケジュール
3月11日（日）
足立区内各地 ー 首都高速・東北道 ー佐野SA（休憩・合

流）ー 那須高原SA（休憩）ー 郡山IC ー BANDAI郡山店

（昼食）ー郡山ICーレステル志田浜（猪苗代湖見学）ービ

ール・ガラス・おかしだんご館（見学）ー 猪苗代磐梯高原

IC ー福島飯坂IC ー穴原温泉「吉川屋」

研修会 講演「遺言と温泉」

講師　村上憲雄先生

懇親会
会　場 「吉川屋・コンベンションホール」

3月12日（月）
吉川屋ー福島飯坂IC ー 東北・磐越道ー阿武隈高原SA

（休憩）ーいわき中央ICーかねまん蒲鉾工場（見学・試

食） ー いわきメヒコ（昼食） ー いわき・ら・ら・ミ

ュウ（買物）ーいわき勿来IC ー常磐道ー東海PA（休

憩）ー水戸ICー偕楽園（梅祭り）ー水戸ICー守谷SA

（解散式）ー首都高速ー足立区内各地こおりやま 

もとみや 

BANDAI郡山店 

レステル志田浜 

ビール・ガラス・ 
おかしだんご館 

いなわしろ 

じょうこ 

まつかわ 

かなやがわ 

みなみふくしま 

ふくしま 

福島飯坂 
IC

ふじた 

福島市 

二本松市 

郡山市 

伊達町 

安達町 

白沢村 

大玉村 

三春町 

猪苗代町 

本宮町 

磐越自動車道 

東北中央自動車道 
（相馬尾花沢線） 

東
北
自
動
車
道 

東
北
新
幹
線 

奥羽本線 
（山形新幹線） 

西
新
井
法
人
会
一
泊
研
修
会 

ル
ー
ト
マ
ッ
プ 

猪苗代磐梯高原IC

郡山IC

猪苗代湖 
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導され、そのまま研修会場に入り、直ちに研修会へ。

研修会場では、和島研修委員長の司会により税理

士の村上憲雄先生から「遺言と温泉」と題し、講演

会が開催されました。（P6～7参照）

午後5時研修会が満場拍手のうちに終了し、各自そ

れぞれ部屋に落ち着き、温泉に入り、午後6時30分か

らの懇親会へ。

懇親会は4階の大宴会場「天翔」で開催。420席がズ

ラリと並び、遠くの人は霞んで顔がわからない程だ。

懇親会は後藤厚生委員長の司会で、赤羽副会長の開宴

のことばに続き、野口会長とご来賓の「ヨイショ」の

掛け声で鏡割りが行われました。乾杯は講師の村上先

生の音頭で大盃に注がれた酒を、乾杯の声で一気に飲

み干し、大拍手のうちに終りました。

続いて浅井厚生副委員長の司会で、大宴会が始ま

り、恒例のカラオケ大会が開始され大いに盛り上が

った懇親会も午後8時30分過ぎお開きとなりました。

2日目は、午前8時30分吉川屋を出発。昨夜から降

り続いた雪は約30cm、バスは綿帽子を被った様で、

この地方も今冬初めての大雪とのこと。バスは阿武

隈高原を経て、「かねまん蒲鉾工場」へ立ち寄り、試

食と買物で工場はゴッタガエシで、すさまじい買物

の熱気に圧倒されましたし、またたく間に宅急便の

山には驚きました。

次いて「いわきメヒコ」、「いわき・ら・らミュウ」

で昼食と、魚市場での買物はスゴイの一語でした。

バスはいよいよ最終地の「水戸偕楽園」に到着。広

大な庭園を散策しました。梅のさかりは過ぎた様で

したが、遅咲きの花も結構あり場内で素晴らしい着

物姿の「水戸の梅大使」に出会ってワンショットの

栄に浴した会員は大喜びでした。水戸を後に常磐自

動車道で帰路につき17時30分守谷SAに到着して、解

散式を行いました。

それぞれ無事に終了した役員の方々もホットした

ことと思います。バスはそれぞれの出発地にと走り、

事故もなく無事に終った研修会に感謝。

熊谷署長のビデオメッセージ
足立区内各出発から集合地

点の東北道佐野サービスエリ

アまでの時間内で、各車輌長

の挨拶の後、西新井税務署 熊

谷署長のビデオによるご挨拶

が放映されました。昨年7月に

西新井へ赴任して以来、本日

まで、西新井法人会の多岐に

亘る活動に驚くとともに、活発な諸行事が次々に開催

されることに敬意を表したいと思います。10月に荒

川河川敷で行われた「あだちまつり」への参加は、2

日間にわたり税金クイズや鉢花の配布など素晴らしい

社会貢献活動を実施され、また11月には歴史研究家

の半藤一利先生の大講演会を開催され、同時に会員増

強運動で新たに276社の新入会員を迎え、加入率

80.2％を確保していることに感嘆いたしました。

熊谷 久 西新井税務署長のビデオでのご挨拶要旨

野口会長以下全会員の熱意が伝わってくるようです。

ただ今は、所得税の確定申告期間中ですが、期限内納

税のご協力と、使い易く改善されております e-Tax

へのご協力も賜りたいと存じます。

今回の一泊研修会は29回目とお聞きしております

が、研修会講師に税理士の村上憲雄先生の講演が予定

されており、宿泊先の穴原温泉吉川屋さんは、福島国

体開催の折、天皇、皇后が宿泊された由緒あるところ

と聞いております。

最後に、この研修会が楽しい旅になりますよう旅路

の安全と皆様のご

健勝、ご事業のご

繁栄を、そして西

新井法人会の益々

のご発展を祈念し

ますとご挨拶をい

ただきました。

期限内納税のご協力と「e-Tax」のご協力を!!

熊谷署長ビデオ撮影風景

熊谷西新井税務署長

かむろみの里　穴原温泉の旅。

第29回●法人会一泊研修会 
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西新井法人会一泊研修会のメインは講演会であり、

その後のお疲れ様温泉と恒例・号車別カラオケ大会

という“おまけ”が、日頃の忙しい仕事の疲れを癒

してくれる。

主題の講演会は、和島研修委員長の司会で進行し、

野口会長は「暖冬の東京では雪を見ることがなかっ

たが、今日の吹雪と大雪には本当の冬らしい景色を

見せてくれた。先の会員増強運動では、加入率80.2％

を達成でき、東法連1位はもとより、全法連の大規模

法人会での1位も確実と言え、これらは全て会員の皆

様、役員の方々の協力の賜物と感謝申しあげます」

と述べられた。

温泉シリーズ第5弾「遺言と温泉」

講演は、平成15年度西新井税務署長を勤められた、

村上憲雄先生を講師に迎えて行われ、先生は講演に

先立ち、税務行政の中で特に訴訟関係を専門に関わ

ってきたので「遺言」についてのお話と、合わせて

秘湯評論家？としての趣味を織り交ぜて話を定番と

しているので、今回は西新井以来の温泉シリーズ第5

回目として「遺言と温泉」とのテーマを紹介された。

講演は、足立区民祭りでの鉢花の配布や法人会青

年部とのソフトボール試合など西新井の思いで話か

ら始まり、当時始められた「生け花」はその後松戸

署でも続けられ、昨年師範になられたとのこと、ま

た西新井署で職員30名と一緒に参加した富里スイカ

マラソンに、昨年の松戸では職員と『e-Tax』のロゴ

入りユニホームで走られたと、趣味の中にも職務？

を忘れない仕事への情熱を披露された。

遺言は相続争いの元？

本題では「遺言は相続争いの元」と、意外な切り

口で講演が始まり、「遺言があれば、相続争いはない」

は、遺言ビジネスのうたい文句だが、遺言自体に不

満があれば争いは起こる。ただし、遺言には法的効

力があって、不満や争いがあっても結果として遺言

どおりの相続が行われるというに過ぎない。

遺言を書くということは日常以心伝心では伝わら

ない事柄や、文書でなければ伝えられない格別な思

いがあるということが根底にあるが、このような格

講演会 講師　村上憲雄 先生

演題「遺言と温泉」
講演中の村上先生

満席の講演会場
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別の思いというのは相続人にとっては“寝耳に水”

ということが多く、不満や争いの種となることが少

なくない。

では、遺言が不要か！というとそうではない。遺

言が必要な場合。例えば、①夫婦に子供がいない場

合。法定相続では4分の1は兄弟に相続されるが、全

部を奥さんに相続させるためには遺言が必要である。

また、②子供の一人に有利に相続させて事業承継

を円滑にする場合。③孫に直接に相続させたい場合。

④婚姻届出のない事実上の夫婦関係にある人への相

続。⑤婚姻関係にない人やその子供へ相続させたい

場合（今、うなずいている人達は思い当たること

が？…）などは遺言が必要である。

良い遺言で争いをなくせる

そして、相続人に不満を与えない「良い遺言」の

書き方として、遺言は一般にはすごく秘密めいたも

充分に飲んで、食べて、唄って、喋って…。それ

でも、研修会の夜の締めくくりは、支部の仲間との

ひと時が待っています。そんな2次会の会場を覗いて

みましたら…。

☆11号車の小台支部、宮城支部は、ほぼ全員の39名

が参加して。「いつも合同でやってるヨ」と、すご

く仲の良い支部でした。

■12号車の新田支部は、例年バス1台を満席にしての

参加で、懇親会では毎年踊りを披露してくれる。

毎月1回、日曜日には15名ほどが練習に集まり、町

会の流し踊りや法人会がお披露目の時。このチー

ムワークが支部の伝統。

○入谷支部もほぼ全員の30名が2次会へ。飲めや、歌

えやで大いに盛り上がって…。

◎島根・栗原支部は男性4人、女性5人のこじんまり

した2次会。そして高際支部長は、「最高！でーす」

の一言。

◇栗原・栄町支部の2次会全員参加は例年通り。今宵

も多いに盛り上がっていました。

□関原支部の御大・野口会長は、「この様な2次会が

支部活動の強化につながる。酒が入って、本音が

聞かれる場であり、その本音を吸い上げて法人会

活動の糧にしたい」とのコメント。更に、渡辺

ブロック長が、“曾衛門町ブルース”の替え歌で

「♪皆仲よく法人会　キレイなお姐さんばかり　な

ぜに楽しい　法人会なのヨ　まだまだ2次会はつづ

くのヨー」と披露してくれました。

★江北支部、扇支部は第5ブロックとして42名が参加。

後藤厚生委員長は、一泊研修会の総指揮を任され

ながらも、まだまだ元気に「こんな楽しい研修会

に、忙しくて参加できない人が気の毒！」と来年

の多数参加を願うお言葉。

◆第4ブロックの鹿浜・加賀鹿浜・谷在家皿沼・堀の

内椿江北の4支部は、一緒のバスの中から例年通り

に打ち解けて41名が参加。カラオケで自慢のノド

に酔う人あり、なにやら熱く語る人たち、しずか

に酒を楽しむ人と、それぞれの2次会を…。仁平副

会長は「温泉は1時まで。まだまだ充分に時間があ

るから、何かを得る楽しい時間を」とマジメなコ

メント。森田副会長は「来年も4支部が一緒のバス

で」と、ハヤ来年の結束を。

ーこの他にもそれぞれ楽しい2次会が繰りひろげ

られていたようですが、取材の当人も酔い疲れて…。

全て紹介できなくてスミマセン。

のと思われがちだがそうではない。日常から相続人

や家族に自分の思いが伝わるように配慮すべきであ

り、それには、先ず長年人生を共にしてきた戦友で

あり、子供の一番の理解者である奥様とよく相談す

ることである。また、子供たちの気持ちを常々聞い

ておくことも遺言のソフトランディングに繋がり、

更に財産分割の結果だけを書くのではなく、そこに

至った経緯や家族に対する思いを書くことも大事で

あると続けられ、毎年4月15日は、語呂合わせから

『良い遺言（いごん）の日』に定められていると紹介

された。

最後は、今回の宿泊地近くの吾妻山麓に点在する

姥湯、滑川、野地、新高湯などの秘湯を紹介され講

演の結びとされた。

講演会は、仁平副会長の閉会のことばで締めくく

られ、待ちに待ったくつろぎタイムへ。

さあ！ 2次会へ

第29回●法人会一泊研修会 
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偕楽園の梅
水戸の梅大使と

偕楽園 好文亭にて

オーイ！これ20個くれ（勿論、宅急便）久し振りに雪を見た

サー！買物だ

水戸偕楽園から仙波湖を望む

沢山（カマボコ）買うんだから安くして！
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猪苗代湖
お酒が利いてきたぞ

私達は誰でしょう？

女性には好評？
この昼めしはボリュームあるね

こんどのお昼はおいしいね！

早くも名調子 宿に着いたら講演会の司会をやらなきゃ！

上げ膳、据え膳は最高ね
水槽の魚をバックに昼食の森田・仁平副会長

旨
い
の
な
ん
の
！

第29回●法人会一泊研修会 
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だんだん酒が廻ってきた

もっとお酌して…

お久しぶり！

懇親会司会の後藤委員長（左）と浅井副委員長（右）

サスガ！プロ・大石美枝子さん

相手が違うよー

只今到着（ホテル玄関にて）

硬
軟
と
り
交
ぜ
て
…

H21年スタートの「裁判員制度」のビデオ研修
（バス内にて）
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（カラオケ）うちの支部は上手だね

サアッ、飲むぞ

今日はいい日だ！

ゆっくり飲もうね！

二次会は楽し

大同さん頑張れ！

私達も飲むわよ！

両手に狼？

飲
め
や
歌
え
で
若
が
え
り
。

二次会のカラオケで競演

第29回●法人会一泊研修会 



鏡割り

7号車の酒豪

あれ！何か出てるよ

12 NISHIARAI HOJINKAI Vol.182

幹事！酒持って来い

水割りは売切れ！
ウーロン割で…

本町支部を支える3人
入澤幹事は女性のお世話

野口会長と村上先生

皆
さ
ん

飲
む
わ
、
飲
む
わ
。

二次会の余興
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1号車  

2号車  

バスは楽し

おいしい 未だオアズケですか

両手に花 おいしかったわ

団結力、No.1

◎梅島支部
◎梅田第1支部
◎梅田第2支部

◎入谷支部

第29回●法人会一泊研修会 

1号車全員で…

まだまだ酔ってないぞ
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3号車  

5号車  

食べることはいいことだ

ビール未だいけるかな 今日は体調万全

仲良し 今晩はお酒飲んじゃおっと！

女性トイレの長い列

これから飲むぞ

風呂で飲む酒は格別！

会員加入率、No.1

◎伊興第1支部
◎伊興第2支部
◎西伊興支部
◎古千谷・伊興支部

◎西新井第1支部
◎西新井第2支部

4支部合同の3号車の皆さん
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6号車  

7号車  

水戸偕楽園にて

國谷さん、名調子 和気あいあい、うまい酒

花（梅）がもの足りないね

二次会はどこ？ 酒が旨いぞ

笑顔で広がる、No.1

◎江北支部
◎扇支部

◎谷在家・皿沼支部
◎加賀・鹿浜支部
◎堀之内・椿・江北支部
◎鹿浜支部

第29回●法人会一泊研修会 

7号車の皆さん
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8号車  

10号車  

オカミに出迎えられてホテルに到着

お土産は試食してから

楽しい仲間と

東北の酒は特に旨い 猪苗代湖も寒そう

バス内は楽しい雰囲気

もうじき着くねバスは楽ちん

楽しい時間を、No.1

◎西新井本町支部
◎栗原・栄町支部
◎関原支部

◎島根・栗原支部
◎興野支部
◎本木支部
◎舎人支部
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11号車  

12号車  

今晩が楽しみね

楽しいバス旅 恵比寿、大黒にあやかって

宴会は楽しいわ

今晩は飲むよ おいしい料理

偕楽園入口、常盤神社前で

来年も一緒に、No.1

◎新田支部

◎宮城支部
◎小台支部

第29回●法人会一泊研修会 
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毎年恒例！！各バス代表カラオケ大会

カラオケ
特別出演

小台支部
大石美枝子さん

赤羽副会長
『あばれ太鼓♪』

AIU 吉田営業推進部長
『星降る街角♪』

1号車　梅島支部
吉田吉子さん『お吉♪』

2号車　入谷支部
阿部正二さん『はぐれコキリコ♪』

3号車　伊興第1支部
信川安子さん『人生しみじみ♪』

5号車　西新井第1支部
河野博義さんと石井順子さん『夕陽の丘♪』

6号車　江北支部
國谷清さん『父娘坂♪』

7号車
谷在家・皿沼支部
岡部輝雄さん
『孫びいき♪』

8号車　栗原・栄町支部
飯田篤さん『佐渡の恋歌♪』

10号車　本木支部
菊池浩治さん『雪国♪』

11号車　新田支部
奈良原千代さん他『東北音頭♪』

12号車　宮城支部
石引一茂さん『夢芝居♪』

第29回●法人会一泊研修会 
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晴天に恵まれた一日、会員研修会として恒例のボーリ

ング大会を、江北7丁目・ラウンドワンにて開催した。

お彼岸の休日にも関わらず、40名が参加してワンフロア

を貸しきっての大会は、一般会員の方々に混じって、支

部役員もボーリングのウデを競いました。

男性の優勝者は、細田浩司さん（東愛運輸）でスコア

は339点。女性の部では、愛川敏江さん（中村機械）が

325点で優勝。表彰は優勝、2位、3位の他に、飛び賞と

して5位、10位、15位、20位、30位とブービー賞を用

意したので、皆さんスコアを度外視して楽しまれたよう

で、多いに親睦が図られたのでは？と、主催者一同胸を

撫で下ろしました。このボーリング場は、近々初心者レ

ーン、お子様レーンができるとか。次回も多数のご参加

をお待ちしています。

第3回ボーリング大会
平成19年3月21日（春分の日） 江北7丁目・ラウンドワン

2位

3位

5位

10位

小沢一貴さん

小沢明子さん

清水よし江さん

水野伸夫さん

326点

315点

305点

279点

総得点順位 氏　名

15位

20位

30位

ブービー賞

塚本利明さん

中　敏幸さん

中島　慶さん

関　邦次さん

253点

236点

182点

151点

総得点順位 氏　名

細田浩司さん
339点

男性の
優勝者

愛川敏江さん
325点

女性の
優勝者

堀の内・椿・江北支部

春やっぱ、これでしょう！！
いつものところ、いつもの時間で役員会。

2月からの暖かさで、桜は春の代名詞を維持できるの

でしょうか？

3月、巷の春は別れと出会いに忙しく卒園、卒業、入

園、入学、入社、etc、etc…。

当、法人会もH19年度は役員改正の年にあたりますね。

役員の皆様方にはトップに立たれた方々、会全体を支

えられた方々と、それぞれの立場でのご活躍でしたが、

会員加入率80.2％の大きな花を咲かせる事が出来まし

た。活動の裏には色々なご苦労もおありになった事と思

われます。

役員会
平成19年3月6日（火）

谷在家・皿沼支部

ブロック

支部

研修会

そこで《表彰状》。

当、谷在家・皿沼支

部では、各委員に功労

賞、皆勤賞等、更に

“足”と“心”と“頭”

を一層お使いになった

支部長さん、ブロック

長さんにも表彰状です。

任期中の活動に『御苦

労様』の一区切りが出

来ました。B4版の額入りに記念品のボールペンが添えら

れ、お互いに認め合い讚え合った役員会の〆括りでした。

（：_；）ホロリ、感動……。

後は4月の総会を盛会に迎えられる様、準備万端、最

後の一歩迄頑張りましょう……。

―で本日の幕となりました。

（谷在家・皿沼支部 小川節子）

表彰状を用意した関支部長

◎会場：大日向カントリー倶楽部（栃木県・矢板ICより10分）TEL.0286-86-3751

◎日時：6月24日（日） ◎集合・出発：都築運輸（ブロック長）駐車場。午前6時。

◎会費：22,000円（プレー費、往復バス代、キャディ・カート代、車中パーティ費を含む）

◎参加申し込み：6月9日（土）までに、各支部長へ。
※参加者へは別途、詳しくご案内いたします。

第4ブロック・支部対抗ゴルフコンペ
主催：第4ブロック【加賀鹿浜支部・谷在家皿沼支部・鹿浜支部・堀の内椿江北支部】

会員交流会～ゴルフで親睦
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3部会合同 新年研修会

平成19年2月23日（金）

今年は地球温暖化の影響か、梅の花

も5分咲きの春、3部会合同の新年研修

会が開催されました。梶女性部会長の

司会で、小竹源泉部会副部会長の開会

の挨拶、小林副署長、森田、細川各担

当副会長の紹介に続き、3部会を代表

して細川副会長が挨拶を行いました。

研修は、小林副署長の「桜あれこれ」

と題し講演を行いました。

日本人と桜は深い絆で結ばれ、パッ

と咲き一瞬にして散る潔い花として日

本人の心に畄っている。

話は荒川堤の五色桜は誰が植えたの

か。これは明治19年3月に江戸村初代

村長の清水謙吾氏が、桜の苗木78種、

3225本を5.8kmにわたり植栽をした。

当時のお金で295円、さて今のお金で

は何百万円か？五色桜は、紅、白、黄、

黒、紫で、それぞれ紅の桜（開山）、

白色の桜（白妙）、黄色の桜（鬱
ウ

金
コン

）、

黒色の桜（墨染桜）、紫色の桜（紫桜）

などである。種のできるものと出来な

い桜があり、サクランボは「西洋実ざ

くら」であり、雄蕊のない桜もある。

種の出来る桜は20％程度で大きさは果

実の直径は0.6～1.2cm位です。

桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿とよく云

われるが桜は切ると腐りやすく、また

枝が過密にならないので剪定する必要

がない。梅はそれに比べ切っても腐り

にくく、枝が過密になるので剪定する

必要があります。

桜の花は超大輪で6cm、大輪で3.5cm、

中輪で2.5～3.5cm、小輪は2.5cm以下と

なっています。また香り（匂い）のす

る桜には代表的なのが「駿河台匂桜」

その他荒川匂、御所匂、上匂、八重、

静香、千里香、万里香などがあります。

桜の寿命は短いが、咲いてから散る

までが約1週間（6日～12日程）です。

酒の銘柄で桜の付くものは120種以

上あり「黄桜」や西新井では「荒川五

色桜」などが売られています。

今年は記録的な暖冬で気になるの

が、桜の開花。記録的な早咲きの可能

性が高まるなか、都心部の開花予想は

3月20日前後と思われます。この会報

が出た時（5月号）で確認してみたい

ですね。
桜の話に興味津々の会場風景

桜あれこれ

桜の研究家小林副署長 パワーポイントを駆使して、桜のあれこれ
を説明する小林副署長

《桜をめぐるキーワード》

■休眠打破

桜の花芽は前年の夏
に育ち、その後「休眠」
に入る。冬になって一
定の寒さがあると目覚
めて成長が始まる。
■開花予想

明治時代の末ごろか
ら各地の気象台で始ま
り、気象庁は1951年か
ら関東、55年には全国
を対象に始めた。かつ
ては、気温や降水量な
どの気象要素につぼみ
の重さなどを測って予
測していた。96年から
コンピューターを使っ
た予測に。
■開花

気象庁は、観測に使
う標本木で5～6輪開く
と「開花」を宣言してい
る。
■満開

標本木の花の8割が
開くと満開。開花から
7～10日程度で満開に
なる。見ごろは満開か
ら1週間程度。
■観測記録

各地の統計がそろっ
た1953年以降、ソメイ
ヨシノの開花が最も早
かったのは、3月10日。
高知県・潮岬（59年）と
鹿児島県・種子島（55
年、73年）。最も遅か
ったのは84年の釧路と
根室の5月30日。

大師の寒桜
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桜開花予想（ソメイヨシノ） 

5月10日 4月30日 

（2月26日予想、ウェザーニューズの資料から作表） 

4月20日 4月15日 

4月10日 

4月5日 
4月5日 

3月25日 

3月30日 
3月25日 

3月25日 

3月20日 

3月20日 

山桜 大師の
紅糸垂桜

2006年9月号より、会報に会員企業
の有料広告を掲載しました。東法連加
入の単位会では、すでにはじめていると
ころもありますが、当西新井法人会も広
告掲載を開始いたしました。
会員企業の皆様をはじめ、広報委員

各位の絶大なるご支援をお願い申し上
げます。 広報委員会

法人会報では広告を募集しています
有料広告を掲載しています ●広告料金

1枠
天地5cm×左右8.3cm
※大きさは左記参照。

●広告料金
1枠　10,000円（1回）
掲載は3回、6回単位

講演：「消費税ワンポイントアドバイス」
講師：西新井税務署長　熊谷　久 氏
石井常任理事の司会により、池田副会長の開会のこと

ばに続いて、渡邉会長は講演テーマに沿って、「1954年
フランスで導入された消費税は、その後ベルギー、イギ
リスで導入され、日本では1989年竹下内閣の時に実施さ
れた」と、各国の歴史を話された。
次いで新加入会員に紹介と併せて会員章が渡された。

法人会よりの新会員は、浅野副会長、渡辺第6ブロック長。
熊谷署長の講演は、17年度分消費税収入決算額は、10

兆5,834億円で、法人税（13兆2,735億円）、源泉所得税
（12兆9,558億円）に次ぐ基幹税である。消費税の基本的

な仕組みと、「課税取引」「非課税取引」「免税取引」「不
課税取引～ご祝儀、お見舞い等」について、それぞれの
例を上げて説明された。講演は時間の経過を忘れての熱
弁で、予定時間を超える充実した内容であった。研修会
は根岸副会長の閉会のことばで終了し、懇親会へ移った。
懇親会は西新井税務署・11代署長の堀越氏をはじめ、

一泊研修会で講演をいただいた、佐藤氏、村上氏等、11
名の元署長様が出席されて、会員とともに在任当時の懐
かしい話や、現在のお仕事についての話に花を咲かせた。

西新井彰友会
3月28日（水）法人会館

会員研修会

西新井彰友会長
渡邉守章

西新井税務署
署長　熊谷久氏

ご来賓
西新井税務署　歴代署長さん

平成19年度の労働保険料（労災保険料と雇用保険料）の申告・納付期限は4月1日（日）から5月21日
（月）です。加入事業場には4月当初に申告書が郵送されますので、最寄りの金融機関、郵便局、労働基
準監督署または東京労働局へ早めに申告・納付して下さい（申告書は郵送可）。また、平成19年度からは
石綿（アスベスト）健康被害の救済費用に充てるための「一般拠出金」の申告・納付も始まります。
申告書の作成、手続きにつては、社会保険労努士および労働保険事務組合制度もご利用できます。ま

た、東京労働局ホームページ（http://www.roudoukyoku.go.jp）には、期間中、「申告書の書き方」及び
保険料計算機能フォームが掲載されていますので、ぜひご活用下さい。

労働保険に関する問い合わせ、申告書の郵送提出先は
〒102-8307 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎12階

東京労働局　労働保険徴収部　適用課　　TEL 03-3512-1628 FAX 03-3512-1563

東京労働局（平成19年度労働保険の更新について）



●税務コーナー

キ　 リ　 ト　 リ

西新井法人会社団
法人

キ　 リ　 ト　 リ

西新井法人会社団
法人

申告書に、このシールを切り

取って必ず貼付してください。
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足立印刷（株） 足立区梅島1-36-9 TEL3889-2111

この用紙を利用すると、コピーしたときに「隠れていた文字が浮き出て」、 
不正書類であることが判ります。カラーコピーによる偽造犯罪が急 
増する現代、コピーターン（コピー偽造防止用紙）がお役に立ちます。 

偽造防止用紙「コピーターン」とは 

コピーすると文字がマークが浮き出てきます。 

●　片面刷りも、両面 
　　刷りもご利用いただけます。 

●　頁物印刷から伝票印刷・単票 
　　印刷・チケット類まで利用で 
　　きます。 

●　個人情報の書類に最適です。 

不正コ
ピーに

 

  ST
OP

財団法人 全日本労働福祉協会　健診センター 
本部　〒142-0064　東京都品川区旗の台6-16-11

TEL（03）3786-5848（直通） 

くわしい内容等は、ご案内（ハガキ）を 
発送いたしますのでご参照下さい。 

生活習慣病健診 
1日人間ドック型式 法人会の 法人会の 

ICカードリーダ・ライタのあっせん e  -  t  a  x 利用 

■ ICカードリーダ・ライタ 

■製品名：日立HX-520UJ.J（接触型・公的個人認証カード対応） 

■販売価格 

　頒価 1,500円（通常価格3,100円） 
　◎西新井法人会会員であることが販売の条件となります。 

　◎原則として1社1台のみの販売とさせていただきます。 

　◎在庫の状況により販売できない場合もありますので、事前に西新井法人会事務局へ在庫状況をお問い合わせください。 

■お問い合わせ先 

足立区栗原3-10-16　　TEL.03-3852-2511　FAX.03-3852-4795
（社）西新井法人会事務局 

ICカードリーダ・ライタ［日立HX-520UJ.J］ 
※金属端子がついているICカード専用 

西新井法人会では、ICカードリーダ・ライタの 
あっせんを行なっております。 

1．第三者保証人を不要とする融資の拡充
平成19年4月1日からの主な改正点は次の2点

です。

①融資限度額の引き上げ

②上乗せ金利の引き下げ

①融資限度額が従来の1,500万円から2,000万円

以内に引き上げられました。

②上乗せ金利が従来の0.9％から0.65％に引き下

げとなりました。

2．新創業融資制度の拡充
平成19年4月1日からの主な改正点は次の2点

です。

①融資限度額の引き上げ

②融資対象にかかる自己資金要件の緩和

①融資限度額については、従来の750万円から

1,000万円に引き上げられました。

②自己資金要件につきましては、従来の総投資額

の2分の1以上から、3分の1以上に緩和されま

した。

3．再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資金）の
創設
①ご利用いただける方：

廃業歴がある方で、新たに事業をはじめられる

方または事業開始後おおむね5年以内の方

②ご 融 資 額：2,000万円以内

③ご返済期間：設備資金15年以内

運転資金 5年以内

＊：金利につきましては、支店までご確認下さい。

国民生活金融公庫からのお知らせ

平成19年度制度改正のポイント
国民生活金融公庫
千住支店

千住支店連絡先　〒120-0036 足立区千住仲町41-1 TEL 03-3881-6176 FAX 03-3881-8192
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西新井警察署　犯罪抑止対策本部 

◆交差点での 
　　右折車両には注意！！ 
◆スピードの先にある 
　　危険を予測！！ 

交通法規・交通マナーを守り 
　　　二輪車の交通事故防止を！ 

◆無理をしないで 
　　ルールを守る 
◆自分の安全は 
　　自身の目で確認 

高齢者の交通事故は 
　　重大事故につながりやすい！ 

運動の基本 子どもと高齢者の交通事故防止 

ご協力ありがとうございました。 
平成18年11月5日に足立区栗原2丁目19番で発生し

ました「死亡ひき逃げ事件」の犯人を検挙しました。 

皆さまのご協力に感謝いたします。 

自転車の前カゴから手荷物が盗まれる事案が多発！ 

・本年3月末現在75件発生。 
・スーパーや公園などで、バッグ等を自転車の前カゴに入れたままにしない。 
・自転車から離れるときは、必ず手に持つ。 

期間　5月11日（金）～5月20日（日） 

やさしさが　走るこの街　この道路 

春の全
国交通安全運動

重 点 
◆二輪車の交通事故防止 

◆飲酒運転の根絶 

◆自転車の安全利用の推進 

◆後部座席を含むシートベルトと 

　チャイルドシートの正しい着用の徹底 

犯罪発生状況 （平成19年3月末現在集計） 
増減  
－15件 
－  2件 
－36件 
＋  1件 
－  2件 

 
＋24件 
－19件 
－  8件 

平成18年 
26件 
2件 
85件 
3件 
7件 
 

87件 
247件 
60件 

平成19年 
11件 
0件 
49件 
4件 
5件 
3件 

111件 
228件 
52件 

重点犯罪  
ひ っ た く り  
強 盗  
侵 入 窃 盗  
性 犯 罪  
振 り 込 め 詐 欺  
子どもに対する犯罪 
車 上 ね ら い  
自 転 車 盗  
オ ー ト バ イ 盗  

警 察 だ よ り 警視庁　西新井警察署 
ウエ
ルカム けいしちょう

ピーポくんファミリー 
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自衛消防訓練を実施しよう   
～新入社員を重点とした防災教育～ 

声かけよう　家族みんなで　「火の用心」 

　今年4月、東京消防庁4番目の消防救助機動部隊（通称：ハイパーレスキュー）
が第六消防方面内の足立区新田三丁目に誕生しました。 
　ハイパーレスキューは、高度かつ特殊な技術や能力を有する隊員が、重機
や特殊な資機材を活用し、通常の消防隊では対応困難な災害に対処するスペ
シャリスト部隊です。 

　ハイパーレスキューは、阪神淡路大震災を機に1995年、
震災対応を主とする部隊を第二消防方面（太田区）、第八
消防方面（立川市）に設置。2002年には、NBC（核・生物
兵器・化学物質）災害対応の隊として第三消防方面（渋谷区）
に設置されています。 

　特殊な技術や資格を所持する経験豊かな隊員63名を
選抜し、4月25日（水）に発隊しました。 

足立区内にハイパーレスキューの拠点誕生    
～第六消防方面本部消防救助機動部隊誕生～ 

自衛消防訓練の主な流れ 訓練の主な種類 

※池袋、立川、本所の各防災館でも消火器、屋内消火栓の放水訓練、煙内での避難訓練ができます。また、地震体験など、
震災に関する学習もできます。 

　ご不明な点や疑問点、ご相談等がありましたら、最寄りの消防署までお気軽にご連絡ください。 

①消火訓練 
　消火器や屋内消火栓の使い方などを訓練します。 

②通報訓練 
　119番通報要領、放送設備の使い方などを訓練します。 

③避難訓練 
　階段などの避難経路を使って、安全な場所までの避難誘導を行います。 

①
計
画
を
立
て
る 

②
消
防
署
へ
連
絡
す
る 

③
訓
練
の
実
施 

④
検
討
会
を
開
く 

　19年度の新しい年が始まりました。新入社員としてスタートをきった方、
人事異動で新任地に就かれた方、第二の職場で再スタートする方など様々
な事情で事業所の人事が大きく変ったことと思います。 
　この時期を捉えて、いざという時に自衛消防隊員として119番通報や初
期消火、避難誘導がスムーズにできるように、新たな職場で働く従業員に対
して「防災教育」を行うことが大切です。 

！ ！ 

！ ！ 

消 防 だ よ り 東京消防庁　西新井消防署 

西新井消防署　予防課指導調査係　03-3853-0119
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足立区鹿浜6－37－1（鳩ヶ谷街道沿い・皿沼交番前） 

内閣府認定 NPO法人全国葬送支援協議会 東京本部指定葬儀社 

ホームページ　http://www.adachi-sk.co.jp

足立区の葬儀屋唯一の葬儀設備・式場を持つ葬儀社です。 
葬儀、密葬、家族葬、社葬、自由葬、音楽葬、神式葬、キリスト教などのお葬式。 
谷塚斎場、町屋斎場など火葬場や集会場、自宅、家でのお葬式。 
あせらず、慌てず。まずはご相談ください。ご葬儀のプロが24時間対応致します。 
ご安心ください。信頼できるご葬儀の全てを安心の価格でお手伝い致します。 
また、「葬儀ローン」も取り扱っていますので、ご相談ください。 

2 4時間いざというときの為に  

お 気 軽 に お 電 話 くだ さ い 。 
0120-084-622

“足立区唯一の葬儀設備”が整っている 

●家族・親族様の宿泊施設完備●宗教宗派を問わず、どなたでもご利用できます 
●霊安室完備（ご自宅に安置できない方、病院から直接安置できます） 

●●●●都税ニュース●●●●

5月は自動車税の納期です。 

都税を納付できる 
コンビニエンスストアが増えました。

5月1日（火）に、平成19年度の自動車税納税通知書を発送します。 

平成19年4月からご利用いただけるコンビニエンスストア 

〈 納 期 限 〉 5月31日（木） 
〈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 
 ○コンビニエンスストア 
 ○ペイジーマークの付いている金融機関・郵便局のATM（現金自動預払機）、パソコンや携帯電話（注） 
 　（注） ・ペイジーマークの付いている都税の納付書に限ります。 
  ・領収証書は発行されませんのでご注意ください。 
  ・継続検査用（車検用）の納付証明書は、後日郵送させていただきます。 

〈コンビニで納付できる主な都税の種類〉 
○自動車税 
○23区内の固定資産税・都市計画税（土地家屋） 
○23区内の固定資産税（償却資産） 
○不動産取得税 
○個人事業税 

●エーエム・ピーエム　●くらしハウス　●ココストア　●コミュニティー・ストア　●サークルK　●サンクス　 
●スリーエイト　●スリーエフ　●生活彩家　●セブン－イレブン　●デイリーヤマザキ　●ファミリーマート　 
●HOT SPAR CVS　●ポプラ　●ミニストップ　●ヤマザキデイリーストアー　●ローソン　（50音順） 

※4月から、自動車税総合事務所は東京都都税総合事務センターとなりました。所在地、電話番号については、変更ありません。 

【お問い合わせ先】 東京都足立都税事務所 03-3882-2111（代） 
 東京都都税総合事務センター（※） 03-5985-7811～2 
 ☆テレフォンサービス 03-5985-7815／03-5950-7222

【お問い合わせ先】 
　東京都足立都税事務所 
　03-3882-2111（代） 

★コンビニでは納付書等1枚あたりの合計金額が30
万円までのものに限り納付できます。 

★バーコードが印刷された納付書に限ります。 
★都税は、コンビニのほか、都税事務所等の窓口やペ
イジー（ATM、パソコン、携帯電話）等でも納付でき
ます。 

平成19年度　西新井税務署 
出張受付年間実施計画書 

実施 
月 

派遣 
職員数 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

2名 

2名 

2名 

2名 

2名 

2名 

5月31日 

7月 2日 

7月31日 

8月31日 

10月 1日 

10月31日 

実施日 実施 
月 

派遣 
職員数 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

2名 

2名 

2名 

2名 

2名 

11月30日 

12月28日 

1月31日 

2月29日 

3月31日 

実施日 

受付時間／ 午前9時30分～午後4時30分まで 
 （昼休時間正午～午後1時除く） 

足立都税事務所 
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契約書にはられた収入印紙が軽減前のものであるとか、金額を誤った収入印紙をはられた領収書を見る場合
があります。下記に記載する不動産の譲渡に関する契約書等には印紙税の税率が軽減されています。平成19年
度税制改正により、これら契約書等に係る印紙税の税率の特例は、2年延長されることになりました。そこで、
確認と対処方法は、以下の通りです。

1．軽減される契約書

イ．不動産の譲渡に関する契約書で、記載された
契約金額が1千万円を超えるもので、適用期間
内で作成されたもの。

ロ．建設工事の請負に係る契約に基づき作成される
契約書のうち、記載された契約金額が1千万円
を超えるもので、適用期間内で作成されたもの。

2．軽減後の税額

3．誤って納付した場合の印紙税の還付

軽減前の税額で収入印紙をはり付けた場合や、所

定の金額を超える収入印紙をはり付けた場合には、
還付の対象となります。

4．印紙税過誤納確認申請（充当請求）書

印紙税の過誤納の事実について確認を受け、又は、
納付すべき印紙税に充当するよう請求する場合には、
この書に必要事項を記入します。
次にその過誤納となった文書と一緒に納税地の所

轄税務署長に提出します。提出期限は、過誤納の事
実の確認を受けようとする都度で、提出部数は3部で
1部は確認書として、申請者に返却されます。
この請求権は、請求をできる日から5年を経過する

ことによって、消滅します。

5．最後に

印紙税は、収入印紙をはり付けることによって納
税が完結する点を考えると簡素な税体系と考えます。
しかし、判断に迷うこともあります。印紙税を納め
なければ過怠税（最低1,000円）が徴収されます。過
怠税は、法人税の損金には算入されませんので、慎
重な対応が必要かと思われます。

東京税理士会　西新井支部
税理士　関根　茂

印紙税の軽減と還付

東京税理士会

軽減前

1千万円超5千万円以下

5千万円超1億円以下

1億円超5億円以下

5億円超10億円以下

10億円超50億円以下

50億円超

20,000

60,000

100,000

200,000

400,000

600,000

15,000

45,000

80,000

180,000

360,000

540,000

軽減後

足立区入谷1-9-17

パンフレットはすぐお届け致します。お気軽にお電話ください。 

会議用のお弁当から、 
ご祝宴、ご法要の御料理まで、 
町会（住区センター）・会社・ご家族、 
それぞれのところまで…… 

03-3896-6088/FAX 03-5647-0124

御料理をお届けいたします 

※座卓、皿、グラス等貸出し無料。 
※配膳人の手配も承ります。 
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郵政簡易保険団体取扱い再開のお知らせ 

お 知 ら せ 

社団法人西新井法人会簡保払込団体事業の新規受付を中断しておりましたが、 
平成19年2月15日より再開いたしました。 

 社団法人西新井法人会簡保払込団体の構成員は、（社）西新井法人
会会員企業又は会員企業の代表権を有する者（代表取締役）若
しくは取締役の方に限ります。 
　但し、取締役については証明書類（登記簿謄本の写し）が必
要となります（コピー可）。なお、監査役及び非常勤取締役の方
は加入出来ませんのでご了承ください。 
　中断期間中に簡易保険契約をされた方であっても、団体取扱
いに移行できますので、お申し込み下さい。 

申込先 （社）西新井法人会事務局 
  足立区栗原3-10-16 
  TEL.3852-2511

※個人で契約される方は、会社の代表者である旨の証明書 
　（登記簿謄本のコピー等をご提出下さい） 

払込保険料が 

4.5％割引 
されます。 

風薫る五月、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は当法人会の運営につき格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

つきましては、下記により、第31回通常総会を開催いたしますので、ぜひご出席ください

ますようご案内申し上げます。

会員の皆様には別途往復はがきにてご案内をさせていただきました。出欠席にかかわらず、

必ずご返信ください。（4月27日郵送済）

なお、ご欠席の場合は、委任状にご捺印の上、ご返送ください。

第31回　通常総会のご案内

社団法人　西新井法人会
会長　野口　節

記

日　時 5月18日（金） 午後3時～

場　所 西新井法人会館2階ホール

足立区栗原3-10-16
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日付

16（水）

18（金）

22（火）

29（火）

5 月

広報委員会

第31回通常総会

税制委員会

東法連第29回通常総会

場　所

法人会館

法人会館

法人会館

明治記念館

日付

5（火）

12（火）

21（木）

22（金）

26（火）

28（木）

6 月

青年部会役員会

研修委員会

東法連青連協第5ブロック第17回通常総会

厚生委員会

研修正副委員長会

総務委員会

場　所

法人会館

法人会館

ホテルラングウッド

法人会館

法人会館

法人会館

大師の牡丹と鯉のぼり
広報委員会

句碑「一輪の牡丹終日
ひねもす

散りにけり」は、江戸期の俳人

の句であり、お大師さまの牡丹は江戸時代から人気を集

めていた。早咲きで黄色い「金帝」、花びらを何枚も重ね

た「扶桑司
ふそうつかさ

」、遅咲きで赤紫の大輪「麟鳳
りんぽう

」など、100品

種、4500株が妍を競って咲く様は、「西の長谷寺、東の西

新井」と言われる所以であろう。

牡丹が咲く頃、本堂の前で鯉が泳ぐ。『五月晴れに泳ぐ

鯉が』絵になるのだが、高気圧におおわれる快晴には風

は弱く、鯉が元気に泳ぐ風のある日は低気圧が近づいて

曇りの日が多く、“写真一枚に”タイミングが難しい。

表 紙 の こ と ば

〔地球が狂ってきた〕
例年3月になると各地の梅のたより、暖い地方では早や

桜前線が話題となります。しかし今年は2月の暖冬で、気
象庁も桜の開花予想も2転3転でご苦労様です。開花の話
で済めばよいが、地球の温暖化については、排ガス規制
や、アメリカ・中国を始めとするこれら大国の規制がイ
マイチの有様で、大国のエゴが大いに心配されるところ
です。温暖化の影響が全地球におよぶと予想され、温暖
化対策に積極的なEUは強いシグナルの発信をめざし、気
候変動は何世代も続く世界大戦だと欧州委員会では言明
している。海面の上昇による島嶼国は、島が海面下に沈
む恐怖に脅えています。私達の身辺では出来ることから
着手しようではありませんか。（I.T）

編 集 後 記

法人会では、東京税理士会西新井支部にお願いして、会員のあら
ゆる税の相談、記帳指導の相談室を開設いたしております。お気軽
にご利用ください。
毎週一回、予約制により、待ち時間のないよう実施しています。

あらかじめ電話で予約してください。

栗原３丁目１０番１９号　東武大師前サンライトマンション１０３号

東京税理士会西新井支部（西新井税務署隣り）

TEL（３８８９）４６０８～９

第１８２号 平成19年5月10日

発 行 社団法人 西新井法人会
足立区栗原３丁目１０-１６

TEL（３８５２）２５１１
http://www.adachiseikatsu.com/nishiaraihoujinkai/

編 集 広報委員会

印 刷 所 弘和印刷株式会社

足立区本木南町15-17

TEL（3880）6446

法人会員の税務無料相談室

ご存知ですか？　こんな有意義な説明会が、行われています。
新 設 法 人 説 明 会

法人設立時の税務手続、源泉徴収のしかた、及び消費

税等について、西新井税務署の担当者が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

決 算 法 人 説 明 会
法人税、消費税の決算時のチェックポイントを東京

税理士会西新井支部の税理士が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

月日

6月12日（火）

8月7日（火）

月日

14：00～16：00

14：00～16：00

場所

法人会館

法人会館

月日

5月9日（水）

7月4日（水）

月日

15：00～17：00

15：00～17：00

場所

法人会館

法人会館



レストラン 
ビッグボーイ 
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本店 

足立区鹿浜5－2－5

この会報紙ご持参の方10％引きに。 

ご優待価格のほんの一例です。 
新婦洋装　＋　新郎洋装　＝　ペアで15万円より 
（通常価格　30万円相当　配送費含みます） 

七五三お出かけパック　＝　3才 28,000円より 
（衣裳　＋　美容着付け　＋　写真　1　ポーズ含む） 

成人式振袖一式10点セット　＝　98,000円より 
（衣裳　＋　美容着付け　＋　写真　1　ポーズ含む） 

その他各種貸衣裳 

　貸衣裳の大丸（本店） 
（無料駐車場完備） 

0120－041－7 5 3
営業時間 ：  あさ１０時からよる８時まで 
 年中無休（除く年末年始） 

よい しちごさん 

リクルートゼクシィでおなじみの 

卒業式 七五三 

二人だけの結婚式 

成人式 お宮参り ご婚礼 

（写真撮影は本店スタジオとなります） 

写真だけの結婚式 小さな教会で挙げる 
心あたたまる結婚式 

●洋装プラン 
50,400円より（税込） 

●和装プラン 
60,900円より（税込） 

88,200円より（税込） 

・お二人の衣装 
・六切写真1枚（台紙付） 
・ヘアメイク 
・着付 
・レンタルブーケ 

含まれるもの 
・牧師による挙式料 
・お二人の衣装 
・六切写真1枚（台紙付） 
・ヘアメイク 
・着付 
・レンタルブーケ 
・結婚証明書 

含まれるもの 

シャロームチャペル シャロームチャペル 

大 丸 株式 
会社 

貸衣裳・きもののお手入れ・クリーニング・呉服洋服の販売 

総合大型店舗 

http://www.r-daimaru.com 
本社 ： 東京都足立区鹿浜5 - 2 - 5（〒123-0864） 

1 03（3853）1123（代） 
ミヤコサン　 イイニイサン 

営業店：埼玉・千葉・東京　取引先：都内各ホテル・結婚式場・官公庁・大手商社 
フリーダイヤル 70120-041753
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