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現在、私の趣味の中でいちばん
時間を使うもの、それは読書です。
読み出すと止まりません。最近で
は老眼が進み、夜の読書は控えめ
にしています。毎日ではありませ
んが、早寝早起きに徹し、午前４
時に起きて、顔を洗い、済ますも
のを済ませてから、愛犬との散歩開始の
６時までの約１時間半、それこそ夢中に
なって読みふけります。
20歳代前半の若い頃は、推理小説に凝
り、松本清張の『点と線』、『わるいやつ
ら』、『砂の器』、森村誠一の『人間の証明』、
『野生の証明』、横溝正史の『悪霊島』、
『八つ墓村』、『悪魔が来たりて笛を吹く』
等々、そのほかの作家を含めて乱読時代
でした。少年の頃の私の性格は「おっち
ょこちょい」で「ひょうきんもの」でし
たが、この乱読時代で、人間社会の仕組
み、人とのつながり、人生の喜・怒・
哀・楽・愛といろいろなことを学び、「優
しさ」、「思いやり」、「友愛」をいつまで
も大切にする人生観を養えたと思います。
25歳を過ぎ、社会人になってからは歴
史小説にはまり、松本清張の『古代史擬』、
高木彬光の『成吉思汗の秘密』、『邪馬台
国の秘密』、『古代天皇の秘密』、黒岩重吾
の『中大兄皇子』、『ワカタケル大王』、
『落日の王子蘇我入鹿』、司馬遼太郎の
『峠』、『新撰組血風録』等々、これもまた
乱読でした。源義経は本当に日本を逃げ
延びて、蒙古の成吉思汗になったのか？
邪馬台国は九州の宇佐神宮に比定される
のか？　継体天皇は応神天皇の５代後の
子孫で、天皇家は万世一系を守れたの
か？「壬申の乱の勝利者」天武天皇は本
当に天智天皇の弟だったのか？　埼玉県
の稲荷山古墳で発見された銘文入り鉄剣
の獲加多支鹵大王は雄略天皇だったの
か？　蘇我入鹿は本当に悪い豪族で天皇
家の地位を略奪しようとしていたか？
etc etc etc…日本の歴史には興味が果てる

ことなく続いた若き頃でした。
さて、このように「乱読王」な
私が60歳を超えた今、何にはまっ
ているかと言いますと、それは、
池波正太郎の創り出した世界で
す。特に、『鬼平犯科帳』、『剣客商
売』のシリーズものは自分の、会

社の経営者としての資質を高める上で大
変に役に立っています。
『鬼平犯科帳』の主人公である長谷川

平蔵は、火付盗賊改方の長官として盗賊
どもから「鬼平」と畏れられていますが、
「厳しさと優しさ」をあわせ持ち、「人間
の強さと弱さ」、「人情の機微」に精通し、
部下の統率力に優れ、部下たちからも慕
われる人物で、その指導力、組織力、判
断力等は経営者として学ぶべきことが多
いです。また、平蔵は家宝を売り、身銭
を切って火付盗賊改方の資金繰りに苦労
をしている事などは現代の経営者の苦労
と同じではないかと親近感を覚えます。
『剣客商売』の主人公である秋山小兵

衛は、「この世の中の裏も表もわきまえ尽
くした」60歳を超え（当時としては）高
齢でありながらしかも剣の達人であると
いう魅力的な人物です。人を助けながら
何となくお金を儲ける上手さ。事件に巻
き込まれても得意の剣を振るい、飄々と
して解決していく姿は現代の社長の模範
になるのではないかと思い、私はこの短
編集を何度も何度も、読み返しています。
こうして自分の読書の歴史を振り返る

と、自分は歴史あるいは歴史物が好きな
のだな、と思い知らされます。若い頃は
乱読に継ぐ乱読で、古代から明治時代ま
では何百冊かの本を読みましたが、今で
はこれらの本の内容はほとんどうろ覚え
です。これらの本は現在も「つちや図書
室」にて保管していますので、第一線を
引き、暇ができましたら、若い頃読んだ
これらの本をもう一度丁寧に読み返して
みたいと思うこの頃です。
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自民党の総裁選は、福田康夫氏の大勝

に終りました。参院選の歴史的惨敗、安

倍首相の突然の政権投げ出し…53歳の安

倍氏から71歳の福田氏へ、総理の椅子は

移りました。安倍内閣からの懸案事項の

処理は、内政、外交ともに山積しており、

福田内閣の難問解決に向けて、その手腕

が期待されるところです。

さて、内にあっては、我が法人会を取

り巻く環境は10月１日の郵政民営化により、従来の

簡易保険は、「日本郵政株式会社」の下、グループ会

社「株式会社かんぽ生命保険」となります。これに

より、会の財政にも大きな影響もあるかと思います。

また公益法人法の施行による、法人会自体の変化

は、今後の法人会の活動に大きな変動もあるのでは

ないかと考えます。

この様な情勢の下、我が法人会では例年通り10月

１日から11月30日までの会員増強運動が実施されて

おります。

法人会は、「良き経営者を目指す者の団体」として

幅広い活動を展開し、加入率のアップを

期しております。

本年も目標加入率を80.5％に置き、本

部、支部役員、３部会などにご奮闘をお

願いすることになりました。

この目標達成には各支部の目標にプラ

ス１社の加入を目指していただきたく、

各位には相当なご負担をお願いすること

になります。本部役員はもとより、支部

役員の方々にはご苦労をおかけすることをお許しい

ただきたいと思います。

全法連、東法連傘下での加入率全国１位、東京49

単位会第１位を保っているのも当会の諸先輩役員の

方々のご努力の賜ものであり、本年度もその実績を

維持し、強化していかなければと存じます。

終りになりますが、会員の皆様におかれましても

ご協力を切にお願い申し上げますとともに、皆様方

のご事業のますますのご繁栄、ご健勝をご祈念申し

上げます。

第31次会員増強運動はじまる
「実績維持に」ご協力を 社団法人西新井法人会　会長 野口節

野口節会長

今年は記録的な猛暑でありました。37

度という暑さにはほとほとまいりました。

昔から「暑さも寒さも彼岸まで」とい

う言事がありますが彼岸を過ぎても30度

を越す日があり、「秋が早くこないか」と

待ちどおしかったですね。

平素は法人会の皆様におかれましては、

何かとご協力頂きまして心身よりお礼を

申し上げる次第でございます。

今年も第31次会員増強推進運動が10月１日から11月

30日という２ケ月間で行われます。毎年の事ではご

ざいますが宜しくお願い申し上げるとともに皆様の

ご協力なくしては達成出来る事ではありません。

安倍内閣が終り福田新内閣が始まりました。この

不況の中で我々中小企業はこの内閣に景気上昇を特

に期待したいものです。

当西新井法人会は皆様のご尽力によりまして5,600

社以上の大規模な法人会となっております。東法連

におきましても第１位と輝やかしい成績を残してお

り、昨年は80.2％という数字が残ってお

ります。不況不況といわれながらもこの

数字は皆々様のご協力なくしてはありえ

ません。

今年の目標としましては80.5％と高水

準を掲げております。この目的に向って

本部役員、支部役員はもとより源泉部会、

青年部会、女性部会の皆様方のご協力を

賜りたくお願い申し上げる次第でござい

ます。

この推進運動におきまして毎年思います事は加入

にお願いに上がる時は２人から３人位でお伺いしま

すと話を聞いていただける事が多いと思います。法

人会と云うのは異業種の交流の場であり、参加して

いただいて良き仲間作りをしていただき、年間色々

行事がありますので利用して良き向上してもらいた

いものです。

終りに会員皆様方の絶大なご協力をお願いすると

ともに、企業のご繁栄を祈念申し上げます。

目標８０.５％に全力で 社団法人西新井法人会　第１組織委員長 竹村勝己

竹村勝己第１組織委員長
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※対象地域の説明会開催日に出席できない場合には、他の開催日に出席されても差し支えありません。

【お願い】
1 説明会の開始30分前より、会場の受付で年末調整関係用紙の配布をいたします。
2 お車でのご来場はご遠慮ください。

主催団体名 10日以前
11日

11日～17日
18日以降

共　同

税 理 士 会

納税貯蓄組合連合会

青色申告会

法 人 会

小売酒販組合

間 税 会

税 務 署

六
　
団
　
体

街頭広報
（西新井大師・西新井駅周辺）

着ぐるみ
「轟轟戦隊ボウケンジャー」
12：00～14：15

無料相談
（西新井駅コンコース、サティ前）
10：30～14：30

10／27～28
足立区消費生活展

無料相談
（エル・ソフィア）

中学生の税の作文展示
（サティ前）

10：30～14：30

税金クイズ
（西新井駅東口）
13：30～14：15

きき酒会
（大師光明殿前）
12：00～14：00

税金クイズ
（西新井駅東口）
11：00～11：45

街頭広報
（西新井大師・西新井駅周辺）
12：00～14：15

11／13
納税表彰祝賀会
（法人会館）
17：00～18：00

11／28
講演会（村上和雄氏）
（法人会館）

11／21
署長講演会
（法人会館）

未定
青年部・前区長講演会

（未定）

中学生の税の作文
賞状伝達式
11／30

中学校長との座談会（法人会館）

11／1～30
環七大師前歩道橋に
「消費税」横断幕掲示

11／19
署長講演会

（納連・間税・酒販共催）
（法人会館）

11／13
納税表彰式
（法人会館）

15：00～17：00

中学生の
税の作文審査会

10／5
女性部・視察研修
（東京ビッグサイト）

10／9～31
支部別税務研修会
10／18～19

女性部・視察研修（大島町）

10／2 署長講演会
（法人会館）

10／13～14 あだち区民祭参加
（荒川河川敷）

10／19 財務委員会・租税教室
（国会）

11／上旬 女性部会・租税教室
（未定）

10／13～14
あだち区民祭参加
（荒川河川敷）

10／13 あだち区民祭参加
「e-Tax」コーナー
（学びピア）

10／27～28 足立区消費生活展参加
「e-Tax」コーナー
（エル・ソフィア）

『税を考える週間』行事（平成19年度）

11月15日
（木）

11月16日
（金）

用紙配布　午前09時30分～10時00分
説 明 会　午前10時00分～12時30分

梅島・梅田・興野・栗原・島根・関原
西新井法人会館
ホール

伊興・伊興本町・入谷・入谷町・古千谷・古千谷本町・舎人・
舎人町・舎人公園・西伊興・西伊興町・西竹の塚・東伊興

同　上

扇・小台・西新井・西新井栄町・西新井本町・宮城・
本木・本木北町・本木西町・本木東町・本木南町

同　上

加賀・江北・皿沼・鹿浜・新田・椿・堀之内・谷在家同　上

用紙配布　午後1時00分～1時30分
説 明 会　午後1時30分～4時00分

用紙配布　午前09時30分～10時00分
説 明 会　午前10時00分～12時30分

用紙配布　午後1時00分～1時30分
説 明 会　午後1時30分～4時00分

開催日 対 象 地 域（※）説明会会場

平成19年分　年末調整等説明会のお知らせ
西新井税務署

開催時間

※11／11の街頭広報の各時間はキャンペーン時間
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度の上下で収穫量が10％以上変わるといわれます。

次に災害。海水温が上昇することで、台風、ハリ

ケーンなどが強大化し、それがもたらす災害は計

り知れません。その他にも局地的な豪雨によって

引き起こされる水不足、海水面上昇による自然破

壊などのリスクも発生します。

その中で、海水面の上昇は、地球上の氷が溶け

出すことと、海に流れこんだ水が膨張することが

要因となります。

北極の氷は海の水が固まったものなので、それ

ほどの影響はありませんが、南極の氷や氷河は大

地の上にできた氷です。溶け出すと海に流れ込み

海水面は上昇し始めます。

また、永久凍土が溶け始めるとその下の大地が

顔を出します。黒い大地は光を吸収します。その

ため温暖化が加速します。

さらにシベリア近辺の永久凍土の地下にはメタ

ンガスが埋まっています。これが大気中に放出さ
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法
人
会
と
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て
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と
し
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、家
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と
し
て
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で
き
る
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か
！

東法連では、女性フォーラム・東京大会実行委

員会の企画、社会貢献委員会および女性部会連絡

協議会の主催により「環境問題を考える講演会」

を、７月27日、グランドアーク半蔵門で開催した。

この講演会は、地球温暖化をはじめとする環境

問題への取り組みが喫緊の課題となる中、法人会

として、企業人として、家庭人として何ができる

のか。それぞれがより具体的に考え、行動を起こ

すための契機とすることを趣旨としている。

当日は、各会から社会貢献委員、女性部会員な

ど約300名が参加。伊藤靖子女性フォーラム東京大

会実行委員長（女連協相談役・立川法人会）の挨

拶に続いて、環境ジャーナリストで翻訳家の枝廣

淳子氏から、環境問題への取り組みの重要性につ

いての講演を聴いた。

講演要旨は次のとおり

地球温暖化とは日本独特の呼び方です。世界一

般では気候変動（クライメイトチェンジ）と呼ば

れます。

というのは、確かに地球の大部分では気温が上

がりますが、ヨーロッパなど一部の地域は下がる

ところもあるからです。

この気候変動・温暖化により様々なリスクが発

生します。まずは飢餓です。農作物の栽培には最

適な温度があり、特に穀物類は受粉の際、気温１

大地の上の氷河が溶けると温暖化は加速

講演中の枝廣淳子氏

気候変動・温暖化には様々なリスクが潜む

かけがえのない地球をまもるため
今、私たちができることから始めよう

DATA ●場所：グランドアーク半蔵門
●日時：平成19年7月27日（木）



れると、二酸化炭素の20倍ものスピードで温暖化

を進めます。

このように、ひとつスイッチが入ると、自然の

システムとして悪循環が発生することになります。

温暖化について、覚えていただきたい数字があ

ります。

現在、私たちが１年間に排出する二酸化炭素の

量は、世界全体で約72億トンです。逆に二酸化炭

素を吸収する力は、森林で約14億トン、海で約17

億トン、併せて31億トン程度です。毎年40億トン

以上の二酸化炭素が大気中に溜まるわけです。

この現状を見据えて、政策を打ち出す国も出て

きました。現在リーダー的な国はイギリスですが、

60％削減するための法律を作りました。アメリカ

でも次の大統領候補者たちは、70％削減すること

を提唱しています。
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では日本は？この前のドイツサミットで、安倍

総理大臣は2050年までに世界全体で50％削減しま

しょうと提案をしました。しかし日本ではいつま

でに何％削減するという具体的な数字を出してい

ません。次回の洞爺湖サミットでは、必ず具体的

な数字を出してほしいと思っています。

それでは、環境のために私たちが何をするべき

か。５つに分けて説明したいと思います。

①「知ること」②「ビジョンを描くこと」③「全体

像を把握すること」④「行動すること」⑤「広げ

る・伝えること」となります。

まず、①「知ること」は、様々な媒体を通して情

報を得ることです。知って初めていろいろなこと

を考えられるのですから、どうやって知るための

時間を作るのかがポイントになります。

次に②「ビジョンを描くこと」ですが、バックキ

ャスティングの手法が好ましいと思います。

現状や課題などは横において、まず自分の理想

的なあるべき姿を描きます。その理想像から現在

を振り返り、問題を解決していくという手法です。

何年後に二酸化炭素をどのくらい減らすという

ように、先に理想像を作ってから問題点を考えて

いくと方向性はぶれません。

③「全体像を把握すること」。問題点を考えると

き、見えるところだけで判断するのではなく、こ

のことは何につながっているのだろうと考え、そ

のつながりをたどって全体像を見ようとするのが

システム思考の考え方です。

問題点の下には、それを起こすパターンがあり、

それを作り出す構造があります。その構造を変え

ていこうというもので、環境問題のみならず、会

社経営においても参考となるものです。

環境においても、目の前の問題を解決しようと

毎年40億トン以上の二酸化炭素が滞留

会場風景

日本はいつまでにどのくらい二酸化炭素を削減するのか

私たちがすべき５つのこと まず第一は「知ること」

ビジョンを描くにはバックキャスティングの手法で

システム思考で問題点のパターンと構造を把握する

「バイオ燃料」 地球全体ではマイナス効果

法人会として、企業人として、家庭人として何ができるのか！



8 NISHIARAI HOJINKAI Vol.185

して、別の問題を引き起こした事例があります。

「バイオ燃料」です。

ガソリンの代わりとして、環境にやさしいバイ

オエタノールをブラジルから輸入していますが、

食料として使うはずだった小麦・とうもろこしな

どが、バイオ燃料として使用され、世界のある地

域では飢餓が起こっています。

また、売れるという理由で、ブラジルでは熱帯

雨林を切り拓いて畑にしているのが現状です。

これでは、地球全体として、マイナス面の方が

多いと思います。環境問題を考えるのであれば、

システム思考により、全体を見ることが大切なの

だと考えます。

そして、④「行動すること」。まず企業ですが、

環境問題によって、今後経営環境は厳しくなると

思います。なぜなら、早晩、炭素税が導入される

ことになると思うからです。

二酸化炭素の排出量に応じて税金を支払うとい

うもので、ヨーロッパでは導入が進んでいます。

これらの対策のためにも、今のうちから環境問

題を経営に取り入れることをお奨めします。

確かに、最初にコストは発生します。しかし、

環境問題対策を行わないことによる将来発生する

コストは、もっと大きなものになるのではないで

しょうか。

次に、個人・家庭人の行動ですが、今すぐにで

きることは、ひとりひとりが気をつけることです。

家庭でどこから二酸化炭素を出しているのか。

37％は電気です。また、ガスやガソリンも多くの

二酸化炭素を出します。これらを減らすという行

動が大切です。

その次に、私たちの行動は自動化されているこ

とが多いということを考えてください。環境のこ

とを考えずに、電気代を払いさえすれば、いくら

でも使えた時代に自動化した行動、たとえば朝起

きたら電気をつけている。というようなことはも

う一度見つめなおし、考えることで二酸化炭素を

減らせることになると思います。

いつ、何を、何の目的で使っているのかを考え、

それは本当に必要なのか、また他のものでは代用

できないのか。先程の事例なら、カーテンを開け

て光を取り入れることで代用する。というような

ことを考えてみてください。

炭素税の導入で経営環境は厳しくなる

まずひとりひとりが気をつける

図表を使って説明する枝廣淳子氏
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個人・家庭人が気をつけることとしてもうひと

つ、間接的な二酸化炭素の削減に努めるというこ

とも考えてください。

たとえばボールペン。私たちの手元に届くまで、

製造・運搬等の段階で多くの二酸化炭素を排出し

ています。

地元の物を買う、環境に取り組んでいる企業の

製品を買う、原材料を見て買う。これらはグリー

ン購入といわれますが、間接的な二酸化炭素を削

減する作業のひとつです。

二酸化炭素をあまり出さないように作った製品

は、新しい製造方法で作るため、どうしても最初

は値段が高くなります。

世の中の多くの人は値段で製品を買っていると

思います。そこで先程の炭素税の導入が必要だと

考えるわけです。

ヨーロッパでは、二酸化炭素の排出やエネルギ

ーに対して税金をかける代わりに、所得に対する

税金を下げています。増税ではなく、税の仕組み

を変えるようにしてもらいたいと考えます。

環境活動を大きなうねりとするためには、最後

の⑤「広げる・伝えること」が必要になります。

言葉で伝えることも効果はありますが、行動を

見せる方が、より人には伝わります。

『社長は、二酸化炭素を削減しろというけれど、

社長自身は電気をつけっぱなしで、ゴミの分別も

しない』。これでは、伝える力を弱めてしまいます。

みなさまには、環境に関する活動を、ひとつで

もふたつでも自ら行動していただいて、たくさん

の人に伝えていってほしいと思っています。

間接的な二酸化炭素の削減にも気をつける

税を納める仕組みを変えて炭素税の導入を

トップが率先して行動を

法人会として、企業人として、家庭人として何ができるのか！
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署
ブ ロ ッ ク 役 員 研 修 会

長 講 演

DATA
●講師　西新井税務署長　篠原正明氏
●平成19年10月2日（火） 於：西新井法人会館

我が国の
財政事情

組織委員会主催によ

る、篠原署長の講演会

は、各ブロック役員200

余名が出席して開催さ

れた。開会にあたり赤

羽副会長は「会員増強

運動も開始された。本

日の篠原署長のご講演

を加入促進の糧として

頂きたい」と述べ、野

口会長は「e－Tax体験

コーナーの活用と合わ

せて、全国の法人会から関心を持たれている加入率

第１位を維持するために80.５％の目標に向け更なる

ご協力をお願いしたい」と挨拶された。

「我が国の財政事情」と題された篠原署長のご講演

は、①平成19年度の一般会計予算、②一般会計にお

ける歳出歳入の状況、③公債残高の累増、④財政事

情の国際比較と、4部門にわたって解説された。まず、

平成19年度の一般会計予算では、一般会計歳出総額

82兆9,088億円の内訳は、社会保障費21兆1,409億円と

ほぼ並んで、国債費20兆9,988億円（うち利払費9兆

5,143億円）で、合わせて50.8％を占め、歳入では所

得税16兆5450億円、法人税16兆3,590億円、消費税10

兆6,450億円の他、収入印紙、揮発油税、酒税、相続

税等で9兆9,180億円だが、公債金収入は25兆4,320億

円にのぼり、公債依存度30.7％に達しており、またこ

れらを月収40万円の世帯の家計に例えると、月々の

不足分（借金）は約18万円、年度末のローン残高は

4,600万円になってしまう厳しい財政状況であること

を説明された。更に、一般会計における歳出歳入の

状況、公債残高の累増、財政事情の国際比較につい

ても、プロジェクターによりグラフを示して詳しく

説明された。わかり易く話されたことによって理解

が進んだだけに何か重苦しい感じになってしまった

が、次いで話された“北九州の話”で、ほのぼのと

した思い出を語られホッとすることができました。

満員の講演会場

熱演の篠原署長

挨拶する野口会長

社会保障費と国債費が歳出の半分を占める

開会の挨拶をする赤羽副会長

図表を使って説明する篠原署長
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昨年、故郷を離れて40年ぶりに九州（行橋税務署）

に赴任されたことから、九州の歴史、観光について

お話された。北九州市は昭和38年、門司、小倉、八

幡、若松、戸畑が合併して発足した九州の玄関都市

であり、南へ25kmの行橋市は人口約70,000人で、北

九州市都市圏にありベッドタウンといえる。北九州

市一帯は、港（門司港）、空港（小倉空港）、高速道

路（関門自動車道、九州自動車道）が整備され、ト

ヨタ、日産をはじめとする自動車産業など多くの工

場を持つ工業地帯となっている。観光では平尾台が

有名で、好天の日には羊紋が白くはっきりと見る事

ができ、また千仏洞を含む鍾乳洞は1,200メートルも

入ることができる別世界とのこと。宮本武蔵と佐々

木小次郎の決闘で有名な巌流島は、小倉から下関寄

りの小さい島で、そこには決闘を髣髴させる像があ

る。北九州が発祥となった物では、競輪、商店街の

アーケード、焼きうどん、24時間スーパー、ハヤシ

ライス、パラグライダー等があり、バナナの叩き売

りを最初に始めた門司港付近は、今も明治・大正の

面影を残すレトロな町並みに人

気がある。行橋から国東半島に

向かう国道沿いに“USA”の大

きな文字があり、「何故、ここで

アメリカなのか！」とドキッと

したが、ローマ字読みで「ウサ」

であって、宇佐神宮への看板で

した。宇佐神宮は全国で4万社

を超える八幡神社の総本山で、

1280年前に創建され、本殿は江

戸時代後期に造られ国宝に指定

されており、檜皮葺の八幡造り

で白壁に朱塗りの柱が美しく、

参拝は2礼・４拍手・1礼で、出

故郷・唐津に近かった前任地「行橋市」
雲大社と同等の格式を持っています。

北九州から周防灘に沿

った地の興味深い歴史に

合わせて、見所、食べ所

の多い北九州へ是非訪れ

ていただきたいと結ば

れ、故郷に近い唐津、北

九州のお話のネタは尽き

ることなく、すっかり九

州観光にはまってしまっ

た感の講演でした。
閉会の挨拶をする上平瀬副会長

講演を聴く会員の方々

足立区鹿浜6－37－1（鳩ヶ谷街道沿い・皿沼交番前） 

●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） 

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 

玄
海
灘 

周
防
灘 

九州北部 

巌流島 門司 

小倉 

行橋 

別府 宇佐神宮 
唐津 

博多 

長崎 

国
東
半
島 
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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。 

第24回法人会全国大会新潟大会に野口会長以下４名で参加いたしました。
第１部の記念講演演題は「日本経済活性化の切り札を探る」。講師は東洋大学経済学部教授 松原聡氏で始ま

りました。“福田政権下の日本経済”、“日本経済の課題を考える”、“日本経済活性化の切り札は「変えるという

こと」”等大変解りやすく、熱気にあふれた会場内は大きな拍手に包まれた講演でした。

第２部は、開会の辞から始まり主催挨拶、来賓挨拶、表彰状贈呈と続きました。式典では、金田達明副会長

（東京・浅草法人会会長）が平成20年度の税制改正提言を報告。また、特に来賓者として挨拶された新潟市長か

らは今年７月16日の中越沖地震による被害の状況、ホテル・観光地などはキャンセルが多くあったことなど、

災害後も大変な状況であったと伺い本当に大変な思いを痛感いたしました。市長の「これからも新潟においで

下さい」との言葉が印象に残りました。最後に大会宣言を採択して式典は幕を閉じ、来年は山口県での大会と

決まり再会を誓い合い閉会となりました。

（副会長　上平瀬正満）

法人会
全国大会

平成20年度税制改正を提言

日本経済活性化の切札を探る
DATA ●会場：新潟コンベンションセンター・朱鷺メッセ　●日時：平成19年9月28日
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毎年恒例の日帰り研修会を、源泉部会員19社27名

が参加して行われました。

晴天に恵まれ、残暑厳しい気候で、バスの中では、

まずビデオ研修「快適職場・健康づくりシリーズ～

腰痛・肩こり・頭痛～」及び「若手社員をやる気に

させる法－若手を掌握、いまどき世代の仕事観・人

生観」を行いました。引き続いて、法人課税第２部

門・鳥海統括官作成の「税金クイズ」を行いました。

施設見学では、山梨リニア実験線の走行試験の開

始に合わせて開館した山梨県立リニア見学センター。

走行試験の様子を見学したり、超電導リニアやリニ

ア中央新幹線の概要を模型や各種の展示物、また分

かりやすいビデオ等で理解できるようになっている

施設でした。

昼食は、甲府盆地の中央に位置する石和温泉の

“ホテル君佳”。女将が、山梨法人会の役員をされて

いる関係で立派なスピーチを拝聴しました。

帰路、勝沼にて、ぶどう狩りを行い、それをお土

産にして無事帰着しました。

今年も、１日有意義に親睦を深められた研修会と

なりました。来年、さらに多数の方が、ご参加され

るようお待ちしております。

（源泉部会幹事　石井幸男）

DATA ●場所：山梨県立リニア見学センター・石和温泉
●日時：平成19年9月13日（木）

日帰り研修会に参加された方々の記念写真

谷在家・皿沼支部
第５回親睦ボーリング大会

－楽しかった－

賑やかでした。ボーリングのピンが弾ける音に乗

って親睦の和が舞っていました。

支部会員他、参加総勢31名が午後６時15分、会場

である４号線沿いのボーリング場、「フジボール」で

一斉に開始された２ゲームを競い合いました。

今回はスタートセレモニーに金色のボールが投げ

られ、遊び心と楽しみ心が一緒になって転がって行

きました。（森川氏の気配り、ここに登場！！）

ハイスコア321点を出したお二人、瀬戸さんと吉田

さんが大会に華を添えてくださりました。そして優

勝はレディーファーストで瀬戸さんに輝きました。

（男はつらい）

300点以上が５人もいて、皆さんお上手ですね。

表彰式は懇談会も兼ね、地下のレストランにて。

〈和やかに〉〈賑やかに〉

高齢賞の塩川さんを初め、来賓の都築さん（第４

ブロック長）、坪内さん（江北・堀の内支部長）等、

全員で乾杯！　健康に乾杯！！　法人会に乾杯！！！

（お決まりメニューと少々のアルコールと飲み物でした。）

（広報委員　小川節子）

DATA ●場所：フジボール
●日時：平成19年10月5日（金）

ボーリング大会に参加された方々
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入谷支部

午後4時30分、120余名、バス３台に分乗。まだ明る

い入谷を出発。各車両ご

と、会員増強、今後の支

部の運動方針など賑やか

な車内研修。車はいつし

か帝国ホテルに到着。最

上階のレストランへ、茜に染まったビル街、議事堂を見下ろして

の食事会。いつしか外は闇、光に浮かぶビルの影をあとに七色に

染まる東京タワーへ修学旅行気分で展望台へ。羽田はあっち、入

谷はどちらかなと、光輝く夜の東京を満喫し、「来年もこういうの

がいいね」と１年先に夢はせて帰路につく。

（広報委員　鈴木喜久雄）

帝国ホテルのレストランで豪華なディナー！
一日研修会　平成19年9月1日（土）

支部
ブロック
研修会

バス内の風景

食事会の風景「乾杯～っ！」

関原支部

９月の台風一過、厳しい猛暑の中、欠塚支部長・会員家族共々40数名、当地関原を午後２時出発。さっそく

研修委員により研修資料の配布、支部長・ブロック長の挨拶、研修が始まり、ビデオ研修しつつ清涼水の差し

入れにて都内を走り東京タワーに到着。

なつかしい童心に還り、地上140ｍという展望台へ。変貌した東京を360度快く思い思いに展望しつつ大東京

を実感した事と…。

午後５時位に北品川から屋形納涼船に乗り、心地良い海風を浴びお台場前に。盛りだくさんの屋形船料理を

前に浅井厚生委員の乾杯に始まり、異業種の会員の親睦宴会となりました。カラオケ、船上で乱立する高層ビ

ル群の夜景に酔いつつまさに別世界の感のする東京湾岸の夜景を満喫。名物屋形船の天ぷらを手土産に今夏の

猛暑の疲れを癒やす、またとない時を過ごす事が出来たと感謝。午後９時過ぎには帰路につきました。

（広報委員　後藤誠之介）

東京タワー見学・屋形船納涼大会
一日研修会　平成19年9月9日（日）

東京タワーにて「眺めは最高～」 屋形船で「ハイっチーズ」 「美味しいわ～」
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興野支部

興野支部は９月２日（日）に日帰り研修を行い

ました。曇り空の下、午後８時に集合した41名は

那須へ出発し、予定時刻をやや遅れて『清流の里』

へ到着。自分たちで釣ったニジマスやイワナをそ

の場で炭焼きにしていただいたお味は格別でした。

次の目的地は『那須ビューホテル』。８月の猛

暑とは打って変わって、上着なしではいられない

程の涼しさ！　こちらで、お楽しみの昼食と温泉

入浴です。美味しいお料理を囲み、大いに盛り上がりました。

昼食後は出発まで、入浴タイム。露天風呂で火照った身体を、清々しい風が通り抜け、日頃の疲れが消えて

いくようでした。

帰りは『道の駅』を視察。時間が遅かったこともあり品薄でしたが、栃木の特産品をお土産にできました。

心配した雨にも降られず、全員無事で帰宅でき、とても有意義な１日でした。

（広報委員　野口　茂）

連日の猛暑日の中、涼を求めて那須へ
一日研修会　平成19年9月2日（日）

「那須ビューホテル」での記念撮影

第7ブロック（梅島支部・梅田第１支部・梅田第２支部）

残暑とはいえ、８月の猛暑とは比較出来ない秋の気配漂う今日、３支部合同の半日バス研修会を開催しまし

た。午後１時頃集合地点にバスが到着。41名の参加でバスは満席です。午後１時過ぎに出発し「アサヒビール

（株）」茨城工場へ向かいました。車中では安江ブロック長の挨拶に始まり、丸山（梅島）支部長、江川（梅田

第１）支部長、藤沼（梅田第２）支部長のそれぞれからご挨拶をいただきました。「10月１日からの会員増強運

動では本日参加の皆様方が頼りです」と、話は増強運動へと進みがちでしたが、「まずは皆様の交流と歓談が、

日頃の汗を癒すことになる」と締めくくり、ビデオ研修が始まりました。

午後２時過ぎに「アサヒビール（株）」茨城工場に到着し、

工場内を見学した後、早速ビールの試飲が始まりました。出

来たてのビールと家で飲むビールの差が分かる方は、日頃の

訓練？の賜ものでしょう。次いで夕食懇親会場のイタリアン

レストラン「ラ・ラナリータ」に到着。浅草吾妻橋の「アサ

ヒビール（株）」22階のレストランで夕闇迫る眺望を楽しみ

ながらの懇親会は大成功！。

安江ブロック長、３支部長の企画は大当たりで「次回もぜ

ひお願いします」と参加者は皆ニコニコ顔。

楽しさを乗せたバスは午後８時頃帰着。無事散会しました。

（梅田第２支部　稲垣　昭）「アサヒビール（株）」茨城工場にて記念撮影

イタリアンレストランで異業種交流の輪
合同研修会　平成19年9月22日（土）



第5ブロック（扇支部・江北支部）

9月7日午前中まで降っていた雨も午後4時30分の集合時にはいい天気になり、

参加者の扇支部41名、江北支部36名を乗せた各バスがお台場のフジテレビへと

向かいました。あいにく風が強かったためフジテレビの展望台には行く事がで

きませんでしたので、予定を早めて懇親会会場のホテルイースト21東京へ…。

斉藤ブロック長、塚崎支部長、そ

して今年は江北の支部長交代で安達支部長、３人のお

骨折りにより盛大に行なわれました。参加者がそれぞ

れ丸いテーブルで中華料理とたのしい会話で満喫し、

無事研修及び交流会を終了する事ができました。

（広報委員　神林京子）
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支部
ブロック
研修会

フジテレビ・はねるのトびらで 新任の安達江北支部長のご挨拶

会員交流会の申込書

お台場フジテレビ見学とホテルイースト21東京の
豪華中華料理で懇親会

合同研修会　平成19年9月7日（金）

伊興第2支部

日帰り研修旅行として福島第一原子力発電所を見学しました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、第２ブロック長ご夫妻をはじ

めブロック内の来賓を含め総勢29名で一路、福島第一原子力発電

所を目指しました。往復とも２名の東京電力の職員が随行し、ビ

デオ上映と解説で原子力発電所に対しての基礎知識等、分かりや

すいレクチャーを受け、その後当支部の田中正次氏による「足立

の昔の様子」と題したミニ講演を聞きました。到着まで３時間半

を要しましたが、内容が濃かったので短い時間に感じました。

さて、福島第一原子力発電所は６基の原子炉が有り、それぞれの炉の中で核

分裂により出た熱エネルギーで水を温め、蒸気を作りタービンを回し発電する

システムで、発電出力は合計469万6,000キロワットだそうです。

福島第一、福島第二の２つの原子力発電所と複数の火力発電所を合わせても、

大都市東京の夏場の最大電力消費量を、完全にカバーする事が出来ないという

話を聞いて、私たちも以前より増して節電をしなくてはいけないと感じました。

現地職員の案内のもと約２時間の見学を終え、その後小名浜にて昼食と買い物をすませ帰路に着きました。

今回の研修旅行は、今何かと話題になっている原子力発電所の見学という事で、安全性やプルサーマルの問

題点など大変興味がありましたが、徹底した管理体制のもと安全に運転されている事が分かり安心しました。

今回一番感じた事は、限られた資源を使っての電力供給の中、日頃より節電に心がけ資源の無駄使いと環境破

壊を抑え、未来の子供たちのためにも、安心して生活できる環境を維持しなければならないと実感致しました。

（副支部長　元井一壽）

出力469万6,000キロワットの福島第一原子力発電所を見学
バス研修会　平成19年9月12日（水）

「福島第一原子力発電所」での記念撮影

研修中の伊興第2支部会員
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新田支部

新田支部では、去る８月25日（土）に表題の「親睦納涼船の夕べ」を開催いたしました。

この遊覧会は、日頃法人会にご協力をいただく会員やご家族の皆様方に、少しでもそ

のご苦労に報いたいと、先の役員会で企画されたもので、納涼と親睦を兼ねた新田支部

開闢以来の大イベントになりました。

お誘いのチラシを撒きますと、またたく間に総勢46名

に及ぶ老若男女の強者共？（笑）が勢揃い。新田支部の面

目躍如というところであります。

当日は連日の猛暑の中、浴衣ありアロハあり、背広に

ネクタイは流石に無し！（笑）。思い思いの出で立ちで

三々五々集合。

ドラと霧笛と紙吹雪、七色の別れのテープが飛び交う中

（嘘！そんなのはない！）定刻午後６時きっかりに「あら

川丸」の出航であります。

屋形船は滑るように隅田川を走ります。船内は期待に興

味津々の顔顔顔！！。お定まりのセレモニー（ご挨拶）はほ

どほどに、早速カンパイ！！「ウワーッ！生きてて良かった

ぁーっ！」冷えたビールのこのうまさっ。ノドが鳴る鳴る

キンコンカーン！！

テーブルには枝豆、前菜、お刺身、天ぷら、etc…。ビー

ルに焼酎、ジュースに清酒、飲み放題、食べ放題の将に酒

池肉林の大盤振る舞いなのでありま～す。

ほどなく夕日も沈み、船内は文字通り和気藹々！　カラオケ大会の始

まり始まりであります。日頃ノド自慢の新田支部の面々、いずれ劣らぬ

芸達者！　身振り手振りもよろしく？拍手だけが頼りの大熱唱！！（これ

は失礼！）とどめは、尺八三味線の鳴り物入りのプロの民謡も特出！

いつ果てるともなく続くのでありました。

そこで一句「賑わいて川面に踊る船遊び」…（清心謹詠）

２時間半の隅田川の川下り遊覧船、酔っぱらったおじさん、おばさ

ん、お兄ちゃん、お姉ちゃんもお蔭様で１人も船から落ちる人もなく、

江戸の情緒をドップリと堪能して大満足の親睦納涼船のひと時であり

ました。

船頭の親方、粋な祭り姿のおかみさん、甲斐甲斐しいお手伝いのお嬢

方、割れんばかりの拍手をくださった同船の皆々様、そしてこんなに楽

しい企画をしてくださった役員の皆様方、本当にありがとうございまし

た。またのご縁を…。メデタシ！メデタシ！

――けん爺記――

隅田川の川下り、江戸情緒を満喫！
「親睦納涼船」顛末記！！

納涼・親睦会　平成19年8月25日（土）

親睦会のチラシと申込書

屋形船「あら川丸」での風景

美味しいわ～楽しいわ～

よっ！まってましたぁ～
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西新井警察署　犯罪抑止対策本部 

【侵入盗多発！】 
○防犯性能の高い錠で、こまめな施
錠を 
被害の3割が「無締り」です。ちょっと
した外出でも施錠しましょう。 

○ワンドア・ツーロック 
ドロボーは「侵入に時間がかかると
犯行をあきらめる」といわれています。
ドアや窓には、2つ以上の錠を取り
付けましょう。 

○外出時は、ご近所にひと声かけて 
お出かけ前には、ご近所にひと声
かけましょう。合鍵を植え込みなどに
隠していくのはやめましょう。 

犯罪発生状況（平成19年9月末現在） 
平成19年 平成18年 

47件 

3件 

209件 

12件 

27件 

8件 

278件 

903件 

180件 

70件 

8件 

202件 

18件 

34件 

 

247件 

877件 

208件 

増減  

－23件 

－5件 

＋7件 

－6件 

－7件 

 

＋31件 

＋26件 

－28件 

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 

重 点 犯 罪 

やさしさが　走るこの街　この道路 

高齢者の交通事
故防止 

◆信号が青でも、車が来ないか必ず
左右の安全を確認してから渡りま
しょう。 
◆横断禁止の標識のある場所はきけ
んです。絶対に渡ってはいけません。 

9月末現在の交通事故死者数
は65歳以上の高齢者が76人
（40.4％）と非常に多く、昨年
に比べ19人増加しています。 

高齢ドライバーの
事故防止 

　高齢ドライバーの関与する交通事故が増加しており、なかでも高齢ドライバーが加害者になって
いる事故が約65％（当署管内）を占めています。 

◆高齢になると、 ・複数のことを瞬間的に正しく判断することが難しくなる 
・思い込みが強くなり、修正がきかない傾向がある 

　といわれています。 
◆運転は、経験を過信せず、自己の身体機能を把握したうえで慎重に！！ 

　道路交通法の改正で、75歳以上の高齢ドライバーは、運転時
に高齢者運転標識（もみじマーク）を表示することが義務付けら
れました。 

二輪車の重大事
故防止 

二輪車乗用中の死亡事故が多発 
　都内の交通事故死者数188人（9月末現在）のうち、
二輪車乗用中が61人で約33％を占めています。 

ヘルメットの正しい着装方法を 
　平成18年中の二輪車死亡事故87人中40人（約46％）
がヘルメットの脱落です。 
◆ヘルメットの種類に関係なく「あごひも」を結束して正
しく着用しましょう。 
◆胸部の保護などプロテクターの着装に努めましょう。 
◆安全速度、法令遵守、安全確認が交通事故防止の
決め手！！ 

もみじマーク 

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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11月9日（金）から11月15日（木） 

備えよう　防火の心と　住警器 
〈平成19年度　東京消防庁防火標語　世田谷区　清野州永さんの作品〉 

●119番通報するときは、目標となる建物や住居表示板などで住所を
確認してください。 

●FAXで通報することも可能です。119番で送信してください。 

●あらかじめ登録をしておくと、携帯電話やPHSからメールで119番通
報ができます。 

　詳しくは東京消防庁ホームページをごらんください。 
　（トップページ→安全・安心トピックス→緊急メール通報システム利用のご案内） 

11月9日は119番の日です！ 

平成9年から平成18年までの10年間の住宅火災

100件あたりの火災による死者発生火災件数を比較

すると、「住宅用火災警報器等が作動した火災」では

1.6件、「それ以外の火災」では4.9件となっており、警

報器等が作動した場合は死者が発生する確率が1/3

となります。 

平成22年4月1日より、今お住まいの住宅にも 
住宅用火災警報器の設置が義務になります。 

　住宅用火災警報器は取り付けカンタン。防災設備取扱い店やホームセンター、家電量販店などで
購入できます。 
　なお、消防署での販売は一切行っておりません。悪質販売にご注意ください。 
　西新井消防署ホームページ　http:///www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html

秋の火災予防運動

4.9

1.6
0

それ以外の 
火災 

■それ以外の火災　■警報器等が作動した火災 

住宅火災100件あたりの死者発生件数 

警報器等が 
作動した火災 

5

4

3

2

1

警報器等の作動により 
住宅火災の死者は…1/3に！ 

やくみつる画 

※住警器とは住宅用火災警報器のことです。 

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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秋らしさが増した10月15日、西新井優申会の「署

長講演・会員の集い」が43名の会員を集め、法人会

ホールで開催されました。

第１部「署長講演」は、午後４時から渡邉幹事の

司会で開会され、冒頭に木村優申会会長のご挨拶が

ありました。木村会長からは優申会の基本方針とし

て、「納税者の模範として納税理念の高揚普及に努め

ること。またこれから優申会を盛り上げていくため

に、優申会の行事には一人でも多くの皆さんに集ま

っていただきたい」とのお話がありました。

篠原署長の講演は、最初に申告納税制度の趣旨に

ついて、次に経歴のご紹介があり、それから「唐津

の歴史と唐津藩」の演題に入られました。佐賀県唐

津市は、篠原署長の出身地とのことですが、唐津は

その名のとおり中国大陸へ通じる港として早くから

栄えていました。また、古くは、縄文時代の後期か

ら水稲耕作が行われ、魏志倭人伝には末慮国として

記録されていました。1600年の関ヶ原の戦い以降の

唐津城の築城、唐津藩の寺沢氏から小笠原氏までの

５代の譜代大名の治世。それから唐津周辺の旧跡や

名所、『唐津くんち』など時間の経過を忘れるほど、

大変興味深いお話でありました。小倉副会長による

お礼の言葉で第１部は閉会しました。

第２部「会員の集い」は、初めに瀧澤副署長より

ご挨拶をいただき、引き続き古田法人第１統括官よ

り、署の幹部の方々のご紹介がありました。それか

篠原署長
「唐津の歴史と唐津藩」
と題し講演！

西新井優申会 署長講演・会員の集い

DATA ●日時：平成19年10月15日（月）

西新井優申会会長木村公平氏のご挨拶

講演中の篠原署長
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ら木村会長より表敬法人

４社のご紹介と、お祝い

の言葉がありました。最

初に田島ルーフィング（株）、

杉本興業（株）、（有）鈴木

総業、（株）花徳、各社５

分の持ち時間で法人の概

要、経営理念などの自己

田島ルーフィング（株）小竹芳男氏 杉本興業（株）坂巻淳堯氏 （有）鈴木総業代表取締役鈴木勝広氏 （株）花徳澤田俊次氏

紹介が行われました。その後、署幹部と会員の名刺

交換会が行われ、横瀬副会長の閉会の言葉で終了し

ました。

第３部「懇親会」は、司会が八木幹事にバトンタッ

チされ、会員同士コミュニケーション、情報交換など

有意義な時間になりました。中締めは五十嵐前会長に

お願いし、和やかな雰囲気でお開きになりました。

（藤倉応用化工（株） 藤倉康晴）
「会員の集い」で挨拶する瀧澤副署長

「会員の集い」の会場風景
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恒例の青年部会家族交流会は、本年は足立
区北千住の「レストランさくら」で約70名
が参加して開催いたしました。
荒川沿いの素晴らしい眺望で受付開始のこ
ろは夕日が綺麗で西の空を染め、三々五々子
ども連れの部会員が集まってきました。定刻
の午後6時30分、渡邉副部会長の司会で始ま
り、本年から担当副会長に就任した堀口さん
の「元青年部会長が11年振りに青年部会へ
戻ってきました」との挨拶に大きな拍手があ
り、続いて新部会長の白井さんが子どもを抱
いたまま挨拶をし、万場和やかな雰囲気の中
で、始まりました。
そろそろノドが乾いたところで乾杯！　早
速バイキング形式の料理を各テーブルに運び
楽しい歓談が始まりました。
子ども達の元気な声を聞きながら、アトラ
クションの射的。狙いを定めて的を射ると皆
上手で次々に賞品をゲットしていました。片
隅では、ヨーヨー釣りで楽しむ子ども達。大
人はビールやワインとご馳走で、歓談は続き
ます。そんななか、女性部会フラダンスチー
ムによる華やかなフラダンスが始まり、鮮や

かな衣裳で踊るフラダンスに拍手喝采で、会
場は盛り上がりっぱなしでした。
催しは次々と行われ、ここで子ども達対象
の税金クイズの出題（提供：西新井税務署）。
今回から3択の問題で、昨年より少しムズカ
シいのか、迷っている子も、チラチラと。
出題者の誘導もあり皆さん賞品を手にニコニ
コ！　催しが続き今度はビンゴゲームが始まり
受付で5枚1,000円のカードは売切れる程。
テーブルの上のカードに一喜一憂するうち
早くもリーチの声。会場のドヨメキが溢れる
なか、ビンゴ第１号が出て、場内は熱気に包
まれました。
本日最後のイベントは、ジャンケン大会、

2人1組でそれぞれ100円玉を持って、リー
ダーの掛け声で、最初はグーで始まり負けた
人は勝った人に100円を渡す。次々に勝負を
行い、準決勝、決勝と進み、ナント優勝は
（株）サポートの井上さん。自転車の賞品に
ニッコリ！
楽しかった一夜も早くも午後8時30分を過

ぎ名残り惜しいイベントも無事終了しました。

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。

堀口副会長のご挨拶 司会の野口副部会長のご挨拶 白井部会長と娘さんのご挨拶 来賓の北澤女性部会長のご挨拶
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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。

私たちは西新井法人会のフラガール 帽子も似合うでしょ

税金クイズ「わかるかな？」 射的「これを当てて、賞品をゲットだっ！」 わ～い　あたったよ～

あ、当たっちゃった！ 自転車もらっちゃった！
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70120
508-933

11月1日はキティちゃんの誕生日なんです。 
　　　　     ではそのお祝いにちなんで、11月
1日よりサンリオグッズを販売いたします。 
全て定価の半額以下でのご提供。 
数に限りがございますのでご了承ください。 

子供服 

★11月のイベント情報★ 

●冬物人気ブランド買取強化中！ 
●出張買取もいたします（詳しくは当店スタッフまで。） 

環　七　通　り 
尾
久
橋
通
り 

ド
イ
ト
● 

● 
ホンダ 
ベルノ 

　● 
朝日信金 

足立江北4 
郵便局 
〒 

江北4丁目 

●メガネのテラサワ 

至
江
北
橋 

キッズサポート 
足立区江北4-5-9

70120
508-933

年末業務の１つに年末調整があります。

毎年同じ事であるのに中々スムーズにいきませんが、今年は少し準備を早めに始めてみませんか？

１．保険料控除等の証明書は10月辺りから順次送られてくるので、提出期限までに手際よく提出でき

るよう従業員にその旨を伝えておく。

２．生命保険料等の申告書を早めに従業員に渡し、書いてもらう。（税務署の配布を待たずに、国税

庁のHPからもDLが可能です）

３．手書きで給与計算している企業は、年末調整の計算を始める前に11月までに支払った給与の小計

を出しておく。

４．既に従業員から提出されている扶養控除等（異動）申告書に変更がないか、再度確認しておく。

５．平成20年扶養控除等（異動）申告書を年末に従業員へ配布し、来年の給与支払日の前日までに提

出させる。

昨年と大きく変わった部分
１．従来の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。

ただし、平成18年12月31日以前の長期損害保険契約については、従来通りの控除を受けられます。

ただし、地震保険料控除及び長期損害保険料控除合わせて５万円までです。

２．税源移譲により、所得税額から控除しきれない住宅ローン控除分については住民税から控除され

ます。ただし，この摘要を受けられるのは平成11年から平成18年までに入居した者に限られます

ので、ご注意ください。

東京税理士会西新井支部
税理士　岸田亜矢子

そろそろ年末調整の準備をしましょう
東京税理士会

次表の（１）と（２）の
いずれか小さい金額

当該年分の所得税額（住宅借入金等特別税額控
除の適用がないものとした場合の所得税額です。） 控 除 残 額ー ＝

＊翌年度分の個人住民税から減額できる

（２）当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を
適用した場合の所得税額（住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額です。）

（１）当該年分の住宅借入金等特別税額控除額

ポイント

住宅ローン控除適用者に対する調整措置

《住宅ローン控除残額の計算式》
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●●●●都税ニュース●●●●

東京都主税局からのお知らせ

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
2枠
天地5cm×左右17.5cm

●広告料金
1枠　10,000円（1回）
2枠　20,000円（1回）
掲載は3回、6回単位

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 
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第１８５号 平成19年11月5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 マスカタ印刷株式会社

足立区江北5-3-2

TEL（３８５４）２４２４

             

御存知ですか？ こんな有意義な説明会が、行なわれています。

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。★

炎天寺の「一茶まつり」 広報委員会

南足立郡誌より。

小林一茶の句『蝉なくや六月村の炎天寺』『やせ蛙負け
るな一茶是れにあり』で有名な炎天寺の「一茶まつり」
では、全国小中学生俳句大会が開催され、数千句から選
ばれた秀句の発表と表彰が行われる。

表 紙 の こ と ば VOL.185

休日に自転車で出掛ける。運動不足解消のた
めということで、10年ほど前から始めたことだ。
最初は、西新井大師、竹の塚寺町などを見て回
った。そのうち、１日がかりで23区内の名所旧
跡を見学するようになる。
先日は川越市の喜多院に行ってきた。荒川沿

いに片道約３時間の行程である。秋晴れの中、
河川敷の緑に包まれて進むのは気分がいい。境
内の五百羅漢のうちから、亡父に似ている顔を
探すのも感慨無量・・・。

（広報委員 野辺愼一）

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

法人会員の税務無料相談室

日付

6（火）

6（火）

7（水）

7（水）

7（水）

8（木）

12（月）

13（火）

13（火）

11 月

源泉部会役員会

研修委員会

新設法人説明会

サービス事業委員会

税制委員会半日バス研修

第141回定例理事会

女性部会租税教室

納税表彰式

青年部会部会長歓送迎会

場　所

法人会館

法人会館

法人会館

横　　浜

法人会館

川　　越

法人会館

法人会館

14（水）

15（木）

16（金）

28（水）

28（水）

日付

5（水）

6（木）

6（木）

広報委員会

優申会研修会

会員増強中間報告会

社会貢献委員会

「税を考える週間」講演会

12 月

決算法人説明会

源泉部会役員会

青年部会役員会

法人会館

防 衛 省

法人会館

法人会館

法人会館

場　所

法人会館

法人会館

法人会館

月　日

12月 5日（水）

平成20年2月6日（水）

開催日

14：00～16：00

14：00～16：00

場所

法人会館

法人会館

月　日

11月 7日（水）

平成20年1月22日（火）

開催日

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 

焼肉レストラン 
でん 

巣鴨信用 

至西新井 至板橋 鹿浜橋 

交通公園 

環状七号線 

鹿浜中学 

マスダオート 

ＧＳ 

交番 

セガ 

ユニクロ 

二木の菓子 

サンクス 
産
業
道
路 

首
都
高
川
口
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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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