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私が59歳の時、長女の子供、初孫が産

れました。男の子です。娘は明け方お腹

が痛くなり、病院に入院したと連絡があ

りました。妻は先に娘の所へ行きました

が初産なのでまだ産まれないと思ったら

しく、「午前中には帰れるから」と予約し

ていた病院へ、腰痛の治療に行ってしま

いました。私はその後、娘の見舞いに１

人で行きましたが、「痛いよぉ～」と言っ

ている娘に何と言葉をかけてよいのか分

からず、「大変だがガンバレよ！」と心の

中では思っていても言葉にならず、「誰で

も赤ちゃんを産む時は大変だ」と言って

しまい、苦笑いをしました。

私の子供は３人いますが、当時は仕事

が忙しく、私の母、そして妻の母任せで

子供が産まれる時も側にいてあげられず、

３人目の時に至っては、妻が１人で荷物

を持ち病院へ行き、「無事に男の子が産ま

れました」と電話があったのを覚えてい

ます。子育ても妻任せで、たまに日曜日

に遊園地や動物園に連れて行く位でした

から、苦しんでいる娘の側にいても、妻

がいないとどうしてよいのか分からず帰

宅してしまいました。それから約２時間

後に娘の夫から「無事に赤ちゃんが産ま

れました」と連絡があり安堵しました。

元気な子が産まれたと感謝の気持ちで

いっぱいでした。

時は早いもので子供の成長と共に、妻

の父が他界し、私の父、そして母も他界

しました。長男は２年前に結婚し、同居

しています。次男は昨年結婚し、近くに

住んでいます。夫婦二人きりの生活に

戻ったと思ったのですが、毎日のように

夜になると娘と孫が遊びに来て一緒に夕

飯を囲み、お風呂にもたまに入れますが

遊ぶだけで洗ってやれません。「キャッ

キャッ」と騒いでいる様子を見て楽しん

でいます。幼い子供を見ると本当に可愛

いなと思いますが、自分の孫の可愛さは

特別です。まだ私に孫がいない時、友人

が私の家に「孫が可愛いから」と連れて

きたことがあり、その気持ちが理解出来

ませんでしたが、その立場になってみる

と、孫を皆に見せたいということを今で

はわかるような気がします。自分の子供

達は、育てることに一生懸命で「可愛さ」

が見えなかったような気もしますが、孫

は１歩、２歩、遠くから見るので微笑み

ながら愛情を注ぐことが出来ます。今思

えば私の子育てはじっくり見てあげるこ

とも出来なかったかなぁと…。

今、孫は２歳と半年になります。言葉

を次から次へと覚えます。また、ボール

遊びが大好きで、投げたり、キックした

り、「とても運動神経が良い子だ」と親バ

カならずジジバカです。４、５日会わな

いだけで急に成長したようで、目を見張

るものがあります。この時期は孫の成長

がとても早いですね。びっくりします。

そして今後どのように成長していくのか

楽しみです。

今年の４月には長男にも子供が産まれ

ます。男の子だそうです。自分の子供達

の時は産まれるまで男の子か女の子か判

からなかったので、どちらでも使用出来

る服を用意しましたし、どちらが産まれ

るのか楽しみでもありました。30数年も

経つと医学も進み（今の子供たちは当然

のように思っていますが）凄いと思いま

す。今年の春は家族がまた１人増え、小

さな天使が皆に幸福を運んでくれます。

私は今62歳、妻は還暦を迎えました。長

く大変だったような気がしますが、あっ

という間の34年間でした。今では「ジジ」

と呼ばれるようになってしまいましたが、

まだまだこれからも、様々な事にチャレ

ンジして社会に役立つ人間でありたいと

思っております。
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新年あけましておめでとうございます。

平成20年の新春を迎えるにあたり、会員の皆様に謹

んで新年のご挨拶を申し上げます。

会員の皆様には常日頃、会の運営に対し、格別なる

ご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

なお、昨年７月に着任されました篠原正明西新井税

務署長をはじめ、幹部署員の適切なご指導により、総

会でご承認いただいた事業計画も円滑に遂行すること

ができました。心から感謝とお礼を申し上げます。

当法人会は会員皆様方のご支援により、会員加入率

も全国１位を保っておりますが、「よき経営者をめざ

すものの団体」として税務行政への積極的な協力と申

告納税制度の普及、拡大に幅広い活動を展開して参り

ました。また会の組織を重視し、各支部からの提言、

各委員会、部会を含め、組織を通じて会員の資質の向

上を図っていかなければならないと思います。

おかげさまで、平成19年度の事業計画も着々と実施

されました。６月21日に、当会青年部会が幹事会とな

り東法連青連協第17回総会を立派に取り仕切ったこと

を皮切りに、厚生委員会主催の福利厚生制度推進会議

が東法連戸田勝彦氏等を迎え開催され、また７月の青

年部会海外研修会、８月の家族交流会、10月２日には

着任間もない篠原署長に「我が国の財政事情」と題し、

ブロック役員研修会が盛大に催されました。

特に社会貢献事業としての「あだちまつり」への参

加は、社会貢献委員会、青年部会、女性部会が主体と

なって10月13、14日の両日にわたり、「税金クイズ」

や鉢花2,000鉢の配付などを行いました。篠原署長は

じめ、署の幹部の方々にはクイズの採点などにご協力

をいただきました。

法人会のメインイベントの一つであります「税を考

える週間」の一環として、お迎えした筑波大学名誉教

授村上和雄先生による講演は、遺伝子という極小の話

が、全地球規模の話題に移るという過程は、すごいの

一語に尽きる非常に興味深い講演でした。

また、第23回法人会全国大会は、新潟大会として盛

大に開催され、大会で決議された「平成20年度の税制

改正に関する提言」は、鴨下環境大臣、近藤足立区長

にも陳情し、今月から２月にかけて国会で審議され平

成20年度の税制改正に取り込まれることと思います。

昨年９月には、福田内閣が誕生いたしましたが、内

外の諸問題解決には、今後の動向を見守る必要がある

と思います。

法人会を取り巻く環境は、本年は第一に我々法人会

の位置付けとなる、公益法人法の施行であります。法

人会の存続すら危ぶまれる会も出るかもしれません。

我々法人会は、「税のオピニオンリーダー」としての

提言活動を今後とも一層充実させ、現在政府において

進められている公益法人制度改革に関し、「公益法人」

として、国や社会から認められるよう自らの公益性、

透明性を一段と高めていきたいと存じます。

我々中小企業を取り巻く環境は、依然として厳しい

ものです。景気回復などとは到底言える状況ではあり

ませんが、皆で知恵を絞り、努力して、この難局を乗

り切ろうではありませんか。

平成20年の新春を迎えるにあたり、会員相互の親睦、

交流を深め、人間関係の絆を結び、今年こそ、経済繁

栄の年となることを願うと共に、皆様方のご健勝とご

事業のご繁栄を心から祈念申し上げ年頭の挨拶といた

します。

西新井法人会会長　　野口　節

新年のご挨拶

公益性、透明性を高めた活動を！
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新年明けましておめでとうございます。

平成20年の年頭に当たりまして、社団法人西新井

法人会会員の皆様に、謹んで新春のお慶びを申し上

げます。

昨年中は、野口会長はじめ役員並びに会員の皆様に

は、税務行政全般につきまして、格別のご理解と温か

なご支援、ご協力をたまわり、厚くお礼申し上げます。

お陰さまで、当署の事務運営も順調に推移しておりま

す。これもひとえに皆様のお力添えのたまものと、心

から感謝申し上げます。

西新井法人会におかれましては、税知識の普及と納

税道義の高揚を目的として、大変充実した事業活動を

展開されております。昨年を振り返りますと、社会貢

献事業の一環として社会貢献委員会・青年部会・女性

部会が中心となって参加した「あだち区民まつり」で

は、すでに区民の間では定番となっております税金ク

イズと鉢花の配布のほか、足立法人会青年部会との共

催で子供向け税金クイズを実施され、区民からも大変

好評でした。そして「税を考える週間」の行事として、

西新井大師周辺を中心とした街頭広報や遺伝子解析の

世界的権威である村上和雄氏を講師にお迎えしての講

演会など、地域に根ざした活動を積極的に展開され、

税や法人会について広くPRしていただきました。

また、組織の発展と充実には欠かすことのできない

会員増強運動では、大規模単位会における加入割合全

国第１位の連続記録を更新すべく、高い目標を掲げ、

皆様が一致団結して取り組まれております。

これらの精力的な会活動は、公益法人制度改革を控

えた今、全国の単位会からも改めて注目を集めている

ところであり、野口会長はじめ、役員並びに会員の皆

様の法人会活動に対する真摯な取組とたゆまぬ熱意に

対しまして、心から敬意を表する次第です。

現在、我が国の経済は、バブル崩壊後の低迷期から

脱却し、緩やかな成長を持続していますが、その一方

で、少子高齢化社会を迎え、IT技術の飛躍的な進展

や経済のグローバル化を背景とした経済社会の構造的

変化に直面しております。

このようななか、税務を取り巻く環境は、申告者数

の増加、課税・徴収事案の複雑・困難化が加速する一

方、公務員の定員が削減されるなど、厳しい状況とな

っております。私ども税務行政に携わる者といたしま

しては、更なる行政の効率化等を推進するとともに、

このような状況の変化に的確に対応し、「適正公平な

課税の実現」と「行政サービスの一層の充実」に向け

て、最善の努力をしてまいる所存であります。

しかしながら、税務行政の円滑な遂行のためには、

税の良き理解者であります、皆様のご理解とご協力が

不可欠であります。今後とも、皆様のお力添えを賜り

ますよう、お願い申し上げます。

ところで、国税庁の最重要課題として取り組んでお

ります「国税電子申告・納税システム（通称『e-Tax』）」

の普及・推進につきましては、今年の１月から源泉所

得税の徴収高計算書などの納税手続きにご利用いただ

く場合には、電子証明書の事前登録が不要となるほか、

インターネット経由で開始届出書を提出していただく

場合には、利用者識別番号等がインターネット経由で

発行されるなど、納税者の皆様の声を反映させ利便性

を高めるべく、改善に取り組んでいるところでありま

す。また、法人税・消費税等の申告について税理士が

e-Taxを利用して代理送信する場合には、納税者の皆様

は税務署に開始届出書を提出するだけで利用できます

ので、e-Taxの趣旨をご理解いただき、積極的にご利用

いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

結びに当たり、社団法人西新井法人会のますますの

ご発展と、会員の皆様のご健勝並びにご事業のご繁栄

を心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていた

だきます。

西新井税務署長　　篠原正明

新年のご挨拶

利便性を高めた『e-Tax』の活用を！
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あけましておめでとうございます。
社団法人西新井法人会の皆様には、晴れやかに新春
をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
貴会におかれましては、都内において９年連続１位
の組織率を誇り、申告納税制度の確立に寄与するとと
もに、常に足立区政に対して、ご理解・ご協力を賜り、
心から感謝申し上げます。
いよいよ2008年３月30日には念願の「日暮里・舎人
ライナー」が開業します。それに合わせて駅前広場や
駐輪場の整備も急ピッチで進んでいます。ただいま開
業にあわせた舎人公園でのイベントを計画中です。足
立区の良さを大いにアピールするような、バラエティ

豊かな内容を検討しております。ご期待いただくと同
時に、是非ともご参加くださいますようお願い申し上
げます。
平成20年は、「京都議定書」による温室効果ガスの

マイナス６％実現に向けた初年度となります。区も新
たに策定する「環境基本計画」の中で、CO２とゴミの
具体的な削減目標を設定し、先頭に立ってその実現に
努めてまいります。一人のできることは小さくても、
その積み重ねが未来の地球を救う力になると信じます。
年頭にあたり、会員の皆様のご健康とご多幸を心よ

り祈念申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
社団法人西新井法人会の皆様には、健やかな新春を
お迎えになったことと心よりお慶び申し上げます。
昨年中は、野口会長をはじめ役員、会員の皆様には、
東京都の税務行政に深いご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
東京都は、2016年夏季オリンピックの招致活動を行っ
ているところでございます。全国的にPR活動を展開し
ておりますので、皆様のお力を招致に結集していただ
けますよう、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
さて日本経済は、企業部門の好調さが見られるもの
の、経済の先行き不透明な部分もあり、引き続き動向
を注視していかなければなりません。
そうしたなか、東京都は、一昨年12月「10年後の東京」
を策定いたしました。10年後の東京の姿を展望しなが
ら、様々な分野で積極的な施策を展開してまいります。
環境、安全、都市再生、少子高齢社会への対応など、
山積する都政の課題を解決していくためには、都財政
を支える都税収入の確保が重要でございます。
ここで、昨年の東京都の税務行政について振り返っ
てみますと、納税者サービスの観点からコンビニ納付

について、その取り扱い店舗の拡大を図りました。都
内の概ね99％のコンビニエンスストアで都税の納付が
できるようになりました。
次に、地方税の電子申告、エルタックスについてで

すが、利用手続きを一部簡略化し、利用しやすくいた
しました。ご利用いただける税目は、法人事業税・都
民税、固定資産税（償却資産）でございます。
さらに、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都

市計画税の減免、耐震改修した住宅に係る固定資産税
の減額を実施したほか、住宅のバリアフリー改修に係
る固定資産税の減額措置を創設いたしました。
本年も適正・公平な税務行政、納税者サービスの向

上に一層努め、社会情勢の変化にも的確に対応しなが
ら、都税収入の確保に努めてまいります。
税の良き理解者である西新井法人会の会員の皆様に

は、東京都の税務行政に対して旧年にも増して、ご理
解・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げる次第で
ございます。
終わりに、西新井法人会のますますのご発展と会員

皆様のご健勝と事業のご発展を心から祈念いたしまし
て、新年の挨拶とさせていただきます。

足立都税事務所長　　印藤　潔

足立区長　　近藤やよい

新年のご挨拶

納税者サービスの向上に努力

新年のご挨拶

念願の「日暮里・舎人ライナー」に期待を
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「税を考える週間」のトップを切って、税の街頭広

報が西新井税務署と納税六団体によって行なわれまし

た。

街頭広報は正午に西新井大師門前に集合し、記念撮

影のあと門前を出発しました。税のPRチラシとシャー

プペンシルやゴミ袋などの入った袋と風船を両手に道

行く方々に配って歩きました。門前には七五三参りの

参拝客も多く、納税六団体が企画した着ぐるみ「轟轟

戦隊ボウケンジャー」が親子連れに好評で、記念撮影

や握手で大賑わいでした。

大師光明殿で開催された恒例の「きき酒大会」も長

い列が出来、焼酎などの銘柄当てなど、酒好きには嬉

しい企画でした。

午後１時から西新井駅東口に移り、駅構内では東京

税理士会西新井支部の「無料税務相談」が催され、

次々に相談者が訪れていました。

西新井駅東口では青色申告会の「税金クイズ」が開

催され、親子連れや中・高生も、意外に税について知

らないことも多かったとのことで、企画の成功に関係

者はニンマリでした。またサティ前ではNPO法人西

新井間税会の税金展や東京税理士会の「税務相談会」

（無料）が催され賑わっていました。納税貯蓄組合連

合会も税の作文入賞作品（西新井税務署長賞ほか）な

どを掲示し税のPRに務めました。

揃いのハッピ姿の篠原西新井税務署長ほか幹部職員

と、野口西新井法人会会長をはじめ、納税六団体の役

員約90名が七色の風船などを配りながらの税の街頭広

報は大盛況のうちに終了いたしました。

街頭広報へいざ…　篠原署長以下署幹部と納税六団体の代表の方々

さあ、頑張ろう！

篠原署長のご挨拶

門前を出発 大師門前にて

意気軒昂



NISHIARAI HOJINKAI Vol.186 7

風が強いな！ ボウケンジャーを引き連れてどれをあげようかな！？

ボウケンジャーと記念写真中学生の作文展示 いまだ、配り終えない…

篠原署長、税理士会の先生方と記念写真 税の無料相談 税金クイズ実施中

きき酒会 きき酒中
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平成１９年度納税表彰式が盛大に挙行される
受彰おめでとうございます 平成１９年１１月１３日（火）

菊薫る佳き日、西新井税務署主催により、

平成19年度納税表彰式が、西新井法人会館に

て盛大に挙行されました。

式典は国歌斉唱につづき、署長表彰状及び

署長感謝状と租税教育推進校として、足立区

立第七中学校が表彰されました。また中学生

の「税についての作文」では足立区立第九中

学校の岡本百梨奈さんと足立区立扇中学校の

タビサイ・ナチャヤさんに、それぞれ西新井

税務署長賞が贈られました。

次いで、財務大臣表彰を受彰された村瀬任

弘氏（（社）西新井青色申告会会長）、東京国

税局長表彰受彰の椎名章二氏（（社）西新井青

色申告会副会長）と、東京国税局長感謝状受

彰の清水洋子氏（NPO法人西新井間税会副

会長）が壇上にてご披露されました。

引き続き、篠原西新井税務署長の式辞と印

藤足立都税事務所長、近藤やよい足立区長、

そして納税六団体を代表して、野口西新井法

人会会長の祝辞がありました。

最後に受彰者を代表して、土屋勝重氏

（（社）西新井法人会財務委員長）が謝辞を述

べられて式典を終了いたしました。

納税表彰式風景

表彰式に列席した受彰者

式辞を述べる篠原署長 祝辞を述べる
近藤やよい足立区長

●財務大臣表彰受彰者（披露）
村瀬　任弘 （社）西新井青色申告会　会長

●東京国税局長表彰受彰者（披露）
椎名　章二 （社）西新井青色申告会　副会長

●東京国税局長感謝状受彰者（披露）
清水　洋子 NPO法人西新井間税会　副会長

財務大臣表彰
村瀬任弘氏

東京国税局長表彰
椎名章二氏

東京国税局長感謝状
清水洋子氏
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●西新井税務署長表彰受彰者
鈴木　　勇 （社）西新井青色申告会　支部長
土屋　勝重 （社）西新井法人会　常任理事
野口冨次郎 （社）西新井青色申告会　理事

畑田　富子　西新井納税貯蓄組合連合会　常任理事
早川　元康　東京小売酒販組合西新井支部　副支部長
横田　健児 （社）西新井法人会　監事

西新井税務署長表彰受彰者 土屋勝重氏 横田健児氏

●西新井税務署長感謝状受彰者
井上　文平 （社）西新井青色申告会　支部長
加藤　久男 （社）西新井法人会　理事
金子　繁夫 （社）西新井法人会　元理事
隈元千代子　NPO法人西新井間税会　副会長
小泉　公男　NPO法人西新井間税会　副会長
小杉　惇次 （社）西新井青色申告会　支部長
佐藤　雪夫 （社）西新井法人会　理事
鄭　　斗壽　西新井納税貯蓄組合連合会　常任理事
矢萩　　勇 （社）西新井青色申告会　支部長
横瀬　幸弘 （社）西新井法人会　理事

加藤久男氏 金子繁夫氏 佐藤雪夫氏 横瀬幸弘氏

●租税教育推進校西新井税務署長感謝状受彰者
足立区立第七中学校

●中学校の「税についての作文」西新井税務署長賞受彰者
岡本百梨奈　足立区立第九中学校
タビサイ・ナチャヤ　足立区立扇中学校

西新井税務署長感謝状受彰者

租税教育推進校西新井税務署長感謝状
西新井税務署長賞受彰者

間接税申告納税制度施行45周年記念
●西新井税務署長感謝状受彰者
大塚ヒサ子　菊池きみえ　鯨井良一　三井　勝
横田正之　吉田昌弘　渡邉賢一　渡辺達男

間接税申告納税制度施行45周年記念
西新井税務署長感謝状受彰者



平成19年「税を考える週間 記念講演会」

は、講師に筑波大学名誉教授 村上和雄氏を

迎えて開催された。記念講演会は、和島研修

委員長の司会で進行し、堀口副会長の開会の

ことばに続いて、野口会長が「今年の会員増

強運動も終盤を迎え大変厳しい状況にありま

すが、皆様のご協力に感謝申し上げるととも

に今一度、加入促進に

力を注いで頂きたい。

本日の講師・村上先

生は遺伝子研究の権威

者であり、ノーベル賞

に値する研究をされて

います。また笑いが健

康に及ぼす効果への確

信から吉本興業の芸人

さんと組んだ実証を行

っていますので、楽し

い講演が期待できま

す」と講師の紹介もさ

れた。

笑いは大切「笑いは笑いごとではない」

人間、分からないことが分かるということ

は大いに楽しいことです。有り難いことに科

学は、一生のうち何度もあることではありま

せんが、成功した時の喜びと感動は飛び上が

りたくなり、その晩は嬉しくて眠れないくら

いであり、科学にはこのようにワクワク、ド

キドキがあります。科学にも面白いところが

ないと続きません。

私は、心を変えたらイメージの働きが変わ

るのかという研究をしており、「笑いが笑い

挨拶する野口会長
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DATA ●日時：平成19年11月28日（水） ●会場：法人会館　●参加聴講者：230名

税を考える週間
（社）西新井法人会講演会

［講　演］

筑波大学名誉教授　医学博士

村上和雄先生

「志や感動が可能性を引き出す」
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ごとではない」ということです。笑いの大切

さと、「科学は知的なエンターテイメントで

ある」との研究のために、４、５年前から吉

本興業とお付き合いをしています。「科学は

知的なエンターテイメントである」ことから

お話しますと、吉本興業と組んで行った研究

は、笑いが何処の遺伝子のスイッチをいれる

のかということです。遺伝子にはスイッチが

あると考えてください。スイッチONとは遺

伝子が働くという意味です。人の全遺伝子解

読が４、５年前に完成しました。遺伝子の本

体をDNAといいますが、その遺伝子の配列

が分かり、働きが分かっているのはたった

２％で、残りはサボっているのか、寝ている

のかまだ分かってはいません。寝ている

DNAをONにして、起きているDNAをOFF

にすることが出来れば人間の可能性は何倍に

もなるか分かりません。

目覚めよ遺伝子！
笑いは副作用のない薬だ！

どの遺伝子が笑いによってスイッチが入る

のかの実験を開始しました。筑波大学の学生

と糖尿病の患者さんの二つのグループを作

り、実験を２日に分けて行いました。ボラン

ティアの糖尿病の患者20数名に軽い昼ご飯を

食べてもらい、すぐその後大学の先生の糖尿

病の仕組みとメカニズムについて講義を受け

てもらいました。皆さんご存知のように講義

は面白くありません。40分の講義で講義前後

の血糖値を比較すると平均123ミリ血糖値が

上がりました。200ミリ上がった人もいまし

た。だから血糖値の高い人はつまらぬ話しな

ど聴かないほうが良いということです。２日

目は前日と同じ人々とサクラを加えた1,000

名を市民ホールに集め、「がばいばあちゃん」

でブレークしたB＆Bのお二人に「この実験

がもし成功したらB＆Bは糖尿病研究の歴史

に残りますから」と耳うちして舞台に出ても

らいましたが、笑いと血糖値、笑いと遺伝子

ということは誰も気づいていないから世紀の

大実験ということで２人は気合が入り、テン

ポも良くて会場は非常に良く笑いました。そ

して直後に患者の血糖値を計りました。する

と前日の123だったものが77しかなかった。

講演会会場風景
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す。そこでは年齢も学歴も容姿も問わない、

1,000名を誇る会員がお笑いの研究と実践を

しています。どこの民族の神話にも笑いが

あって、神さまや仏さまにも笑いがあります。

その証拠に、仏典、バイブル、コーランに笑

いが出てきます。笑いは煩悩を吹き飛ばす良

い薬なのです。世界の大哲学者プラトン、ソ

クラテス、アリストテレスやカント、深層心

理のフロイト、進化論のダーウィンまでが笑

いの論文を書いているのにはびっくりしま

した。

笑いは「人間とは何か」を教えてくれるも

のです。人間の胎児は笑った顔をしている。

生まれるとすぐ胎児は微笑む、これを「天使

の微笑み」といってお母さんに喜びと幸せを

与えてくれます。ス

マイルする赤ちゃん

は既に能力を持って

おり、遺伝子を繋げ

ていることです。心

を変えたら遺伝子が

変わると考えて、こ

のような研究を始め

ました。まず心を二

つに分けて、楽しい、嬉しい、喜ぶ、感動、

感謝という陽気なものの心と、悩み、不安、

恐怖、いじめは陰気な心です。

ナイトサイエンスから
逆転満塁ホームラン

1976年米国へ渡り、バンダビルト大学・医

学部助教授として研究をしていましたが、78

年、恩師から新しく出来るアメリカ的な大

学・筑波大学の応用生物学教授にならないか

結局笑いが血糖値を46も下げたのです。これ

は面白いというので、すぐアメリカの糖尿病

学会誌に掲載され、ロイター通信が全世界に

発信し世界で注目されました。この結果、糖

尿病の治療は薬の代わりにお笑いビデオが出

てくるようになり、医療の形が変わるかも知

れません。どんな良い薬にも副作用がありま

すが、薬の代わりに「笑い」を取り入れたい。

大いに笑いすぎて、たまにお腹が痛いとか、

顎が外れるということはあるようですが、笑

い転げて死んだとは聞いていません。今まで

も違う芸人さんや違う患者さんで実験しまし

たが、必ず血糖値が下がっています。でもこ

の話をしますと、治療は薬という先入観があ

るので、「B＆Bという薬は何処で手に入りま

すか」と本気で聞いてくる人もいます。B＆

Bや桂三枝とNHKで対談することになった

時、三枝さんが笑いの本領は「なま」であり、

「対話でないと本当の味が出ないから、DVD

ではダメでしょう。このビデオは効かないの

とちゃいますか」と言うので、「効果がない

時はまた私のプロジェクトに協力してくれま

すか」と話したら、彼は「喜んで協力します。

ただ条件が一つある。うまいこといったら私

の名前を論文に載せてくれ」と。で「名前を

載せることは共同研究者になるがそれで良い

か」と聞くと三枝さんはOKしたので、私は

シメタと思いました（規定により共同研究者

にはギャラは一銭も払わないでよいことに

なっている）。三枝さんの予想は見事に外れ

てこのDVDはよく効きまして、患者さんの

血糖値がどんどん下がっていくし、明るく

なっていくのです。笑いに嵌まった私は「日

本お笑い学界」に入り、「笑いのセラピー」

を確立して世界に発信することを考えていま
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という誘いを受けて帰国しました。筑波大学

で「人間はなぜ高血圧になるのか」を解明す

る研究を続けました。高血圧の解明→「ヒ

ト･レニン」の解明→脳下垂体からの完全に

純化したレニンの取り出し（１ミリグラム）

→「牛の脳下垂体から取り出す」との手順で

研究を開始しましたが、牛から１ミリグラム

のレニンを取り出すためには、牛35,000頭の

脳下垂体が必要であるとの気の遠くなる研究

が第一歩でした。東京の食肉センターで垂体

を切り取り２週間ごとに回収して筑波へ運び

メスで薄皮を剥く作業を始めました。世界に

誇る仕事が出来ると言って、早朝から協力し

てもらったのですが、これは嘘です。出来る

かもしれないし、出来ないかもしれない。こ

の時は出来るということを大きな声で言って

おいて、『出来ないかもしれない』とは誰に

も聞こえないように言うのです。これを私は

ナイトサイエンスといっています。実は科学

には二面性があり、理性や知性の世界、客観

性の世界など一般に知られている科学は昼の

科学（デイサイエンス）です。しかし科学を

進めるプロセスには「私はこう思う」「証拠

はないが必ずそうなります」という主観、即

ち夜の科学・ナイトサイエンスが大切です。

特に研究リーダーの熱い思いが必要です。感

性、直感あるいは霊感、インスピレーション

など大切な情報が直感を育て、花を咲かせ、

実を実らせる。そのためには昼の科学的知識

は必要ですが、大きな発見は常識を超えたナ

イトサイエンスから出ると言われています。

レニンの正体を解明するには最低必要量は

50ミリグラムですので、ここで大きな壁にブ

チ当ってしまいました。しかも牛のレニンと

人のレニンは違うので、牛の高血圧しか治せ

ないと悪口を言われたりもしました。

ところが凄いニュースが飛び込んで来まし

た。新しい遺伝子工学の分野で20世紀の中ご

ろに医学、生理学上の最大の発見があり遺伝

子の本体が分かったのです。DNAという高

分子です。生まれている全ての生き物が、全

く同じ遺伝子暗号を使っている。この発見は

科学上の発見ばかりか人間の考え方に影響を

与えました。実は生きとし生けるもの全て

DNAで繋がっていたのです。研究に入りネ

ズミでレニンの遺伝子を捉えようと始めて

税を考える週間　（社）西新井法人会講演会

講演中の村上先生
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10日ほどで１本の電話があり、「先生負けた。

最新の雑誌にヨーロッパのグループがネズミ

の遺伝子の解読に成功した」というものでし

た。初戦で完敗です。科学では最初のものに

価値があり、２番目以降は「ご苦労様」とい

うことです。私はすぐ研究の成果を聞きにパ

リのパスツール研究所へ行き、頭を下げて聞

きました。人間の遺伝子でも成功しているよ

うでアメリカのハーバード大学でも成功した

という。ドイツのハイデンブルクに寄り、ど

うして日本へ帰ろうかと思案していた時、当

時の遺伝子界ではトップクラスの京大の先生

に偶然出会い、「先生聞いて下さい。我々の

チームは世界の強豪に決定的な差をつけられ

てしまい挽回できない」と言うと、先生は

「まだ白黒は付いていない。遺伝子暗号の解

読は最後の一部が残っており、これが一番難

しいのです。なんなら全面的に応援してもい

いですよ。やり直ししませんか」と言ってく

れました。ドイツのある町のビアホールで偶

然出会ったこと、皆金メダルが欲しいので人

の足を引っ張るこの世界で手伝ってくれると

いう二つの不思議を得て、私はこの研究で勝

てるという自信が付きました。私たちの研究

は人の高血圧に役立つもので、この健気な姿

を天が見ていると感じ、天が味方に付けば

ハーバードが何だ、パスツールが何だとの思

いで、世界で最初に人のレニン・遺伝子を捕

まえて解読に成功した事は、９回裏の逆転、

満塁ホームランです。感動や志が遺伝子のス

イッチをONにするという考えはこの時の体

験にも依ります。

命の素晴らしさに目覚めることで
日本はもっと素敵な国になる

日本人は経済力も科学技術力もあり世界に

貢献できますがそれだけではダメです。祖先

が持っていた全ての存在に感謝するという精

神性を復活することができれば、日本は世界

にとって大切な国になると思います。その喜

びが遺伝子のスイッチとなり、多くの人と喜

び合うとさらに増えて行きます。自分の命の

素晴らしさに目覚めることで日本はもっと素

敵な国になります。興味のある方は私の本を

熱演の村上先生
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税を考える週間　（社）西新井法人会講演会

読んで下さい。私の印税や講演料は財団の心

と遺伝子研究会に寄付して頂くことになって

います。そして命の素晴らしさを知ってほし

い。私は有名になろうとは思っていません。

有名な人によく会いますが立派な人も、そう

でない人もいます。有名無力、無名有力、日

本のような社会は無名の人の方が命の尊さ、

素晴らしさに目覚めます。そういう国にした

いと思っています。形あるものは必ず消えて

行きます。しかし人の心に刻み込まれた思い

は後世にも伝わるわけで、この思いを伝えて

いけば、日本は素晴らしい国、尊敬される国

になり、自分たちも生き生きとした生活がで

きるような国になると思っています。ご静聴

ありがとうございました。

難しい遺伝子医学も、笑いを含めた講演で

あったので聴衆一同とても楽しい気持にな

り、また用意された著書「笑う！遺伝子」す

べてにサインをしていただき、大好評のうち

に散会いたしました。

著書にサインする村上先生

熱心に耳を傾ける来場者

講師略歴
1963年　京都大学大学院博士課程修了
1976年　米国バンダビルト大学　医学部助教授
1978年　筑波大学応用生物化学系教授
1999年　筑波大学名誉教授
1999年　（財）国際科学振興財団理事　バイオ研究所長

主な受賞
1990年　マックスプランク研究賞（ドイツ・フンボルト財団）
1993年　日経BP技術賞（日経BP社）
1996年　日本学士院賞（日本学士院）
2001年　岡本国際賞（成人血管病研究振興財団）
2006年　日本高血圧学会特別功労賞（日本高血圧学会）

主な著書
「生命の暗号」（サンマーク出版）
「笑う！遺伝子」（一二三書房） 他多数

プ ロ フ ィ ー ル
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研修会は、全国法人会から約800名の役職者

を集め、活気溢れる中、東法連会長 安西邦夫

氏及び東京国税局長 村瀬吉彦氏の挨拶の後、

二つの講座が開始されました。

第１講座は、「動く世界―その枠組み」と題し

て行われました。講師は財務省前財務官 渡辺博

史氏で、珍しいレジュメで講演が始まりました。

渡辺講師の多彩な経歴から世界を見据えた視点

で、日本の置かれた世界の位置付けなど、従来に

はないグローバルな話に感銘を受けました。

第２講座は、対談で東法連専務理事 松本敏

朗氏の司会進行で行われました。パートナーは、

税理士法人 山田＆パートナーズ 総括代表社員

山田淳一郎氏と山田ビジネスコンサルティン

グ（株）代表取締役社長 増田慶作氏のお二人で

す。テーマは「今ここにある危機、そして明日

への挑戦」です。

DATA ●日時：平成19年11月21日（水）
●会場：東京プリンスホテル

Part１ 日本企業をとりまく将来環境

人口減少による「地方格差」、中堅中小企業

も再編の時代について質問を交えて討論。

Part２ 日本企業が直面する経営課題

社長の経営力不足、同族企業の良し悪しな

どにつき、具体例を挙げて討論。

Part３ 永続的な企業になるために

目標の「決算書」を定め社員と共有する、

オーナー企業の強みを活かす、事業承継を

円滑に行なう。

等々について説明と質議を行いながらの実務

討論は、時間一杯を使った熱気溢れる研修会で

した。特に事業承継については、後継者に関す

るチェックポイントをあげ、良い経営者の横に

は必ずといっていいほど優秀な腹心がいます。

トップを補佐し、フォローする自らの腹心の

有無は、会社の将来を左右します。等多くの課

題を提供し現実を直視した討論は、大変有意義

でありました。

討論形式の第２講座 研修会を熱心に聞く
野口会長、鈴木総務、鈴島税制、和島研修の各委員長

全法連法人会役職員研修会
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昨年9月28日に法人会全国大会が新潟県新潟コンベンションセンター・朱鷺メッセで

開催されました。第2部の式典の中で、「平成20年度の税制改正に関する提言」が報告、

承認されたので、全国の法人会では、これを地元国会議員及び地方自治体の長に陳情い

たしました。当会では、鴨下環境大臣と、近藤足立区長に対して野口会長、茂木税制副

委員長等が両者に直接手渡し陳情いたしました。これらの提言は国会では今月から2月に

かけて審議されることになっています。新聞紙上の税制関係記事を注目したいと思い

ます。

税制改正要望事項
鴨下環境大臣、近藤足立区長に陳情　平成19年12月10日（月）

「平成20年度税制改正に関する提言」を近藤足立区長に陳情

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） 

平成20年度
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今年は好天に恵まれ、準備などの関係で委員会、

部会は現地に８時集合ということで、定時には、

三々五々集まってきました。８時過ぎには市場か

ら鉢花を積んだトラックが会場に到着。皆で鉢花

をトラックから降ろす作業を開始しました。色と

りどりの鉢花は秋の太陽の日差しで一段と鮮やか

でした。両日とも天候に恵まれ「A－Festa2007

あだちまつり」は千住荒川河川敷「虹の広場」で

盛大に開催されました。袋に鉢花と税のPR冊子

やチラシをビニール袋にセット。皆さん汗を拭き

ふきの作業でした。

税金クイズは西新井税務署、東京都足立都税事

務所、足立区課税課からそれぞれ10問作成いただ

き、各２問ずつをワンセットに５種類の用紙に６

問を設定、クイズに挑戦してもらいました。税金

クイズと鉢花の配付は好評で、開始前からブース

の前は長蛇の列が出来て、係員がロープで列を整

理、並んでいる間にクイズを解答してもらうので、

クイズ配布係、ペンシル配布係、列の整理係と大

わらわ。

解答者全員に鉢花と税の冊子を入れた袋を贈

り、また全問正解者にはボールペンを贈り好評で

した。

社会貢献委員会・青年部会・女性部会　平成19年10月13日（土）～14日（日）

好評の税金クイズと鉢花2,000鉢を贈呈！

記念撮影

トラックから鉢花を降ろす 鉢花を袋にセット

総出で鉢花、税の冊子などをセットする部会員野口会長、堀口副会長の挨拶
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オープニングでの近藤区長のご挨拶 税金クイズの採点をする篠原署長、瀧澤副署長、小林副署長

税金クイズの採点をする女性部会員 さあ～、どうぞこちらへ～

足立法人会青年部会と共催で子供税金クイズを実施（租税教室）終点で降りたら子供税金クイズに挑戦！

相談してもわからないわ～ 土手の上まで並んだクイズの解答者たち

うわぁ～、あと１問で全問正解 ２日間、社会貢献委員、青年部会、女性部会ご苦労様でした
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古千谷伊興支部

19年度、古千谷伊興支部の日帰り研修会が実施されました。昨日までの台風がうそのような、

素晴らしいお天気となりました。

当日は加藤ブロック長を始めとして31社・44名の参加者の顔も晴れ晴れとしていました。８時

20分、大型バスにて地元を出発し、車中にて榊原英資・慶應義塾大学教授の『挑戦し続ける企業

になる法・経済活性化への打開策とは』のビデオ研修を行いました。「消費者の変化をリアルタ

イムでつかみ、変化のスピードに対応し、新しい環境に適応できた産業・企業は、伸びる強い企

業となる」という内容であり各社の参考となる題材でした。

ビデオ研修の後は、キリンビール横浜工場を見学し、冷たく冷えた出来立てのビールを試飲し、

生産から消費までを研修・体験いたしました。

昼食は、横浜中華街にある楊州飯店本店にて２階フロアを貸切ってコース料理を堪能して、午後

からは、横浜湾一周のクルージングを行い、海から横浜の町並みを見学しました。台風の後でも

あり、東京電力の風力発電のプロペラも力強く回っていたのが印象的でした。

帰りの車中では、カラオケ大会となり各社の持ち寄った粗品が景品として振舞われ、楽しいひ

と時を過ごし、残り少ない夏を満喫した一日でした。

（広報委員　柴山　清）

横浜のビール工場見学とクルージングで夏を満喫
一日会員研修会　平成19年8月25日（土）

ブロック
支部
研修会

古千谷伊興支部会員研修会

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。 

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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記録破りの猛暑も過ぎ、爽かな秋の気候の日に平成19年度
源泉部会研修会「源泉徴収のポイントⅡ」が開催されました。
今回の参加者は30名。最初に主催者を代表して小倉部会長が
挨拶をした後、研修に入りました。
まず、前回の研修会に引き続き、黒澤法人課税第一部門審

理上席より、平成19年度法人税法改正の注目すべき項目の
「減価償却制度の改正点」について解説がありました。
償却可能限度額及び残存価額が廃止され
○平成19年４月１日以降に取得した減価償却資産について
○平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産について
○法定耐用年数の見直し等
新たな定率法の導入に依って、従来に比べて早い段階で多

額の償却が出来ること等々、広範囲にわたったものでした。
次に、鳥海法人課税第二部門統括官より今年度発刊の「源泉所得税のあらまし」のチェックポイントについ

て説明が有り、又、注意事項として、日本郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正で、平成19年10月１日以降、
これまでの小包郵便物は郵便物ではなくなり、受付日は郵便物に押印された日付ではなく、役所に到着した日
になるので、期限後申告にならない様注意がありました。
小竹副部会長の挨拶により、５時に閉会いたしました。次回の研修会は、来年になりますが、皆さま奮って

ご参加されますようお願いいたします。
（源泉部会 幹事　跡部文三）

源泉徴収のポイントⅡ
源泉部会研修会　平成19年10月11日（木）

源泉部会研修会

各地域別の説明会に先立ち、恒例の源泉部会主催
の平成19年分年末調整説明会が、西新井法人会館に
て開催されました。
参加者は63名で、最初に主催者を代表して小倉源

泉部会長、西新井税務署法人課税第２部門 鳥海統括
官にご挨拶をいただきました。
その後、具体的説明会に入り、最初に年末調整関

係の映像説明・補足説明を鳥海法人第２統括官、続
いて法定調書関係の映像説明・補足説明を資料担当
の清水調査官、最後に給与支払報告書関係の説明を
足立区役所課税課の杉本主任主事が行いました。
年末調整関係では、定率減税の廃止・損害保険料

控除の改組等、昨年と比べて変わった点を含む年末

調整の仕方を鳥海法人第２統括官より、初心者にも
分かりやすく説明が行なわれました。また、給与支
払関係では、税源委譲による住宅ローン控除の取扱
いについての説明が杉本主任主事より行われました。
最後に、小竹副部会長の閉会のことばで定刻の午

後３時50分、充実した内容の年末調整説明会を終了
いたしました。
今後とも、部会員企業の各研修会への積極的なご

参加をお願いするとともに、企業運営に必要な実
務・知識修得のため、源泉部会未加入企業の当部会
へのご加入をお待ちしております。

（副部会長　山下義己）

年末調整説明会 講師：鳥海法人第２統括官・清水調査官

源泉部会　平成19年11月6日（火）PM1：30

源泉部会年末調整説明会風景

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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昨夜までの雨とは打って変わって、晴天の秋空の下、
西新井法人会女性部会32名の参加で、日帰り租税教
室が楽しく行なわれました。
８時30分、集合場所である100号線東武大師線高架
下を『はとバス』にて出発。
顧問の梶様、相談役の荒木様にもご参加いただきま
して、心晴れやかに研修旅行の始まりです。先ずバス
の中では、女性部会総務担当の鈴木さんのユーモアた
っぷりのご挨拶から始まり、車内は一気に盛り上がり
ました。さらに荒川大橋を渡る時には右前方に富士山
がくっきりと姿を見せてくれて一同皆、感動でした。
富士山はいつ見ても良いものですね。
間もなく第一目的地の『蔵造り資料館』に到着。そ
の後、菓子屋横丁を散策しますが、歩く道すがら昔懐
かしいお菓子がいっぱい。従って手荷物もいつの間に
かいっぱいになりました。
次の見学地『川越まつり会館』では、350年以上の

歴史を誇る『川越まつり』を解説付きの迫力ある映像
で見学しました。『川越まつり』は国の重要無形民族
文化財に指定されており、慶応元年（1648）、城主松
田信綱が氷川神社へ神輿を寄進した事に始まったとい
われ、大江戸天下祭りの様式を今に伝えています。山
車は江戸型二重鉾で、29の町内会が持つ山車はそれ
ぞれに特色があり、蔵の町並みを豪華絢爛な山車がく
り出す風景はそれは見事なもののようです。来年は是
非、友人を誘って直接観てみたいと思いました。
昼食をおいしくいただき、お腹も落ち着いたところ
でハプニング。親切に他人の荷物を持ってあげて自分
のを忘れたり、お土産だけしっかり持ってハンドバッ
クを忘れたりと皆で大爆笑。
租税教室が無事に楽しく終了できましたこと、良か
ったと思います。ありがとうございました。

（副部会長　大石美枝子）

川越「蔵造り資料館」や菓子屋横丁を散策！
平成19年11月12日（月）

川越城本丸御殿前にて

時の鐘（残したい日本の音風景百選）
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去る平成19年11月８日、９日の２日間にわたり、松山市にある愛媛県県民文化会館にて「第21回法人会全国

青年の集い 愛媛大会」が開催されました。今大会は「愛からはじめる、未来力」というテーマのもと全国41都

道府県の法人会青年部会より約2,100名の参加者が集結し盛大な大会となりました。四国のお遍路文化のおもて

なしの心で迎えられ、８日には全法連青連協定時連絡協議会、部会長サミット、９日には記念講演会、大会式

典、大懇親会が開催されました。大会式典には国税庁課税部長 荒井英夫氏、高松国税局局長 上村成生氏、愛媛

県知事 加戸守行氏をはじめとする皆さんが来賓として出席されました。また、記念講演会には講師として女優

の宮本信子氏を招き、ジャズコンサートも行なわれました。西新井法人会より堀口副会長、青年部会より白井

部会長、野口副部会長、加藤副部会長、渡邉副部会長、松崎幹事、井上幹事、神保幹事の７名が部会員を代表

して出席しました。地方ならではの温かさ、いで湯、歴史、文化を充分に味わえた大会でした。

次回第22回大会は平成20年11月21日に長崎県にて開催の予定です。

「第21回法人会全国青年の集い 愛媛大会」
「愛からはじめる、未来力。」全国から2,100名が集う

青 年 部 会

全国青年の集い「愛媛大会」に参加した西新井青年部の皆様

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ください。 

生活習慣病健診 
1日人間ドック型式 法人会の 法人会の ◆ 

◆ 

◆ 

総　合 
基　本 
若年者コース 
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午後１時西新井を出発。扇大橋IC経由、大黒PAへ

向かいましたが、休憩せず一路三溪園へ直行しました。

到着までの時間には、車内で税金クイズを実施し、６

問ずつ５種類の問題は、国税・都税・区税が各２問ず

つで、知らないことも多く、かなり参考になりました。

いよいよ三溪園に到着。明治39年の開園。京都・燈

明寺から移された三重塔がランドマークとして配さ

れ、四季折々の花を中心に楽しめる名園とのこと。園

内をゆっくりと観賞した後、キリン横浜ビアビレッジ

にてビールの出来る行程などの説明後、試飲となりま

した。グラス２杯でホロ酔いになる間もなく、懇親会

場の横浜中華街『翆華』へ到着しました。鈴島税制委

員長の挨拶・乾杯と続き直ちに懇談に入り、円卓の料

理に舌つづみを打ちながら、名刺交換や自己紹介で、

ワイワイ、ガヤガヤと交流の輪がひろがり、楽しい半

日税務研修は、午後８時30分西新井に到着散会しま

した。

（税制副委員長　市川貞弘）

キリン横浜ビアビレッジと三溪園、
中華街を見学 平成19年11月7日（水）

キリン横浜ビアビレッジにて

横浜中華街『翠華』にて記念撮影
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毎年恒例となっている会員研修会が開催され、本年は防

衛省（市ヶ谷地区）及び靖国神社の視察と懇親会を行いま

した。参加者は25名。当日は晴天に恵まれ、晩秋とは思え

ないほどの暖かな日差しの下で研修が行われました。防衛

省では、敷地内に建設された各棟の機能・役割の説明、ま

た昭和21年から極東国際軍事裁判の法廷として使用された

市ヶ谷記念館ではVTRにて市ヶ谷台の歴史や建物の説明

を受けました。今回は、特に市ヶ谷記念館の館長にも省内

を同行してご案内頂きましたが、記念官に於いては極東裁

判にてA級戦犯として裁かれた被告の人物像とその家族に

まつわる話なども聞く事ができ、歴史の現場を訪れたとい

う実感を味わうことが出来ました。靖国神社では神殿での

参拝の後、遊就館（軍事博物館）を見学し、日本の戦争の

歴史とその意義について再認識しました。夕刻にはホテ

ル・オークラの中華料理『桃花林』にて円卓を囲んで懇親

会を開きましたが、会員間の親睦を深める絶好の機会とな

りました。

（藤倉応用化工（株） 藤倉康晴）

（防衛省）極東国際軍事裁判法廷と
靖国神社、遊就館を見学

平成19年11月15日（木）

西新井優申会 会員研修会

防衛省前にて

北朝鮮のしたたか外交と核 福田内閣誕生！足もとの影は？

安倍内閣沈没！外は嵐

’07 年　の　風　刺　画
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素晴らしい天気に恵まれた今大会は、参加

者227名と過去最高でした。それだけに各プ

レーヤーの意気込みも気合いが入り、着換え

もそこそこに練習場へと散っていきました。

北、中、南コースと午前7時30分に3ヵ所か

ら同時スタートで熱戦の火蓋が切られまし

た。3ヵ所からのスタートなので変則ですが、

新ペリア順位算定なので、大きな影響はない

と思います。

女性プレーヤーには総合順位の他に女性の

優勝、準優勝、第3位と、別途豪華商品が用

意されました。最終組が会場に集まったので、

早速成績発表を行いました。浅井厚生副委員

長の司会で先ず優勝は田中 光氏（西新井第2

支部）、準優勝は平岡拓治氏（西新井第1支

部）第3位は市川守正氏（鹿浜支部）でした。

女性の優勝は下川満智子さん（宮城支部）準

優勝は竹内こうさん（西新井第2支部）、第3

位は柳 美嬢さん（西新井第2支部）でした。

おめでとうございます。

細川副会長のご挨拶

後藤厚生委員長のご挨拶

グリーン上の熱戦

青年部会の四天王 宮城支部の四傑（お酒の？） 今日のスコアは最高よ！
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午後からも頑張ろう！ スコアを確認するプレーヤーたち

●成績表（総合順位）（敬称略）

順　位 プレーヤー グロス ハンディ ネット

優　勝 田中　　光 79 9.6 69.4

準優勝 平岡　拓治 95 25.2 69.8

3 位 市川　守正 103 32.4 70.6

4 位 今野　好美 87 15.6 71.4

5 位 北出　年伸 81 9.6 71.4

6 位 水島　節雄 80 8.4 71.6

7 位 牛込　成年 85 13.2 71.8

8 位 高松　貞次 90 18.0 72.0

9 位 原　　　実 78 6.0 72.0

10 位 佐藤　人士 96 24.0 72.0

B  G 斉藤　史崇 73 ＋1.2 74.2

B  B 千田　　聡 136 40.0 96.0

●成績表（女性順位）（敬称略）

順　位 プレーヤー グロス ハンディ ネット

優　勝 下川満智子 96 22.8 73.2

準優勝 竹内　こう 109 34.8 74.2

3 位 柳　　美嬢 97 22.8 74.2

4 位 黒柳　澤枝 96 21.6 74.4

5 位 金本美恵子 93 16.8 76.2

優勝　田中　光氏

準優勝　平岡拓治氏 BG 斉藤史崇氏

女子優勝　下川満智子さん 女子準優勝　竹内こうさん

女子第3位　柳　美嬢さん 後藤厚生委員長賞を受ける
下川満智子さん 次々に入賞者が賞品をゲット
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e－ T a x ご利用のメリット 

インターネット 
e－Taxe－Tax
法定調書は 

インターネット 

を利用して 

e－ T a x ご利用のメリット 

e－ T a x をご利用いただくためのステップ e－ T a x をご利用いただくためのステップ 

で提出できます！ 

インターネットを利用するため 

☆ 自宅やオフィスにいながら法定調書の提出ができます 

☆ 手書きをする手間が省け、ペーパーレス化になります 

☆ 法定調書以外に、申告や納税、届出・申請にも利用できます 

開始届出書を所轄税務署へ提出します。 
（オンラインで提出することもできます。） 
　※　電子証明書の取得をご自身で行なっていただきます。 

 
税務署から利用者識別番号等の通知書が送付されます。 

（オンライン提出の場合には、利用者識別番号等が　　

　　　　　　　　　　されます。） 
 

ｅ－Ｔａｘソフトのインストール・暗証番号の変更及び

電子証明書の登録をしていただきます。 

インターネットを利用して法定調書を 
簡単に提出することが可能となります。 

※　法定調書の提出期限は１月31日です。 

※　詳しくは税務署・資料情報担当までお問合せください。 

ｅ－Ｔａｘホームページ 

でも詳しい情報をご覧いただけます。 

イータックス 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－Ｔａｘ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ 

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ラインで発行（通知） 
オン 

（国税電子申告・納税システム） 
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平成18年には、役員給与について大きな改正がありました。もう皆さま方も御存知の事と思いますが、経営

者として、知らなければならない事なので知識の確認をして下さい。

法人税法34条において、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与、以外のものは、損金の額

に算入しない、こととなりました。

①定期同額給与について

会計期間の期首から3ヵ月以内に増額または減額改定された後の改定後の給与が、毎月一定であるも

のを言います。

期中での増額または減額をすると、定期同額給与に該当しないことになります。

但し、臨時改定事由《役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類する

やむを得ない事情》による改定、業績悪化事由《経営の状況が著しく悪化したことその他これに類す

る理由》による改定の場合のみ改定が認められておりますが、実務的には、臨時改定事由は、代表取

締役の変更等の重大な事由がある場合であり、業績悪化事由は、経営状況が著しく悪化したことなど

やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、一時的な資金繰りの

都合は含まれません。よって、簡単に変更出来ると思わないで下さい。増額または減額する場合、顧

問税理士がいる場合、あらかじめ相談するようにして下さい。減額ならかまわないと安易に考えない

で下さい。減額も認められないと理解しておいて下さい。

②事前確定届出給与について

役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与です。具体的

には、定時株主総会で、7月及び12月に支給する一時金を決議した場合は、決議した日から1ヵ月以内

に届出をすれば、損金算入出来る給与となります。実務的に注意しなければならないのは、確定額を

事前に届出るという事なので、その後の資金繰りの都合で増減額する事は出来ません。かつて、利益

処分で役員賞与を支給していた会社は、今後は、損金算入が認められることになっておりますので、

顧問税理士がいる会社は、あらかじめ相談して下さい。

③利益連動給与について

同族会社に該当しない法人は、その算定方法を有価証券報告書に記載しなければならないので、ほ

とんど中小企業には、関係のないものです。

東京税理士会西新井支部
税理士　木村　博

『知っておかなければならない役員給与』

役員給与について

東

京

税

理

士

会

むかし新聞社の先輩記者から「新聞広告は、

ニュースである」と言われたことがあります。日常

生活の上で、広告によって物の値段や旬の

食物など、新聞記事とは違う面からニュースを

得ることが多いと実感しています。

178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。

広報委員会としましては、一定の広告倫理

規定のもとに、あくまで掲載の記事を損なわな

いように掲載していきたいと思っております。

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

法人会報に広告掲載を！
178号より有料広告を掲載しています

●広告料金
1枠
天地5cm×左右8.6cm
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
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70120
508-933

明けましておめでとうございます 
2008年も皆様に喜ばれるお店作りをモットーに頑張って
いきたいと思っています。宜しくお願い致します。 

新年は1月4日から営業致します。 
同時に福袋の販売も行なっております。 

数に限りがございますのでお早めにおこし下さい。 

子供服 

★1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

▼税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便
物」（第一種郵便物）又は「信書便物」として送付する必要があります。（郵便物・信書便物以外の荷
物扱いで送付することはできません。）
詳しくは、総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html）をご覧ください。

▼申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印
により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日
が提出日となります。
申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利
用されるようご留意願います。

《小包郵便物は、郵便物ではなくなりました。》
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第
二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める
郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
詳しくは、郵便事業株式会社ホームページ
（http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html）をご覧ください。

申告書の税務署への送付にあたって －税務署からのお知らせ－

東 法 連 ニ ュ ー ス　東法連理事会

公益法人制度改革問題への対応・租税教育・環境問題への取り組み等を審議

●申告書を荷物扱いで送付することはできません。

東法連理事会が9月19日、全法連会館で開催されました。当日は、公益法人制度改革問題への対応、
租税教育活動・環境問題（地球温暖化問題）への取り組み、委員会規程の改定について審議が行われ
ました。
この中で、公益法人制度改革への対応については、全単位会が公益社団法人を目指している中、改

革の動きと今後の見通し、作業日程などを確認するとともに、「公益法人制度改革対策本部」の設置、
「活性化委員会」の改組等について了承されました。
「公益法人制度対策本部」は、これまで、公益法人制度改革問題について組織横断的に検討してきた

「7委員会会議」を、発展的に改組し設置が決まったもので、東法連の正副会長で構成されています。
また「活性化委員会」は、対策本部に直結して、制度改革を踏まえた法人会のありかたを検討・提

言するための組織に変更されます。
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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。★

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

16（水）

16（水）

17（木）

18（金）

21（月）

22（火）

22（火）

22（火）

23（水）

24（木）

1 月

サービス事業委員会

東法連新年賀詞交歓会

総務委員会

納税六団体賀詞交歓会

広報委員会

新設法人説明会午後3時～午後5時

財務委員会

女性部会新年賀詞交歓会

社会貢献委員会

厚生委員会

場　所

法人会館

帝国ホテル

法人会館

法人会館

法人会館

法人会館

法人会館

清 水 屋

法人会館

法人会館

日付

5（火）

6（水）

8（金）

12（火）

12（火）～13（水）

19（火）

22（金）

22（金）

25（月）

2 月

青年部会役員会

決算法人説明会午後2時～午後4時

第142回定例理事会

研修委員会

健康診断

税制委員会

厚生委員会

青年部会全体連絡会議

福利厚生制度推進連絡協議会

場　所

法人会館

法人会館

法人会館

法人会館

法人会館

法人会館

法人会館

グランドアーク半蔵門

グランドアーク半蔵門

月　日

2月 6日（水）

3月19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

1月22日（火）

3月18日（火）

開催日

15：00～17：00

15：00～17：00

場所

法人会館

法人会館

『冬晴れの忍野富士』 広報委員会

『富士山』が見えただけで、何か得をした気持ちに
なる。富士山を撮るマニアは、富士五湖、三ツ峠、
芦ノ湖、大瀬崎等々、多くのカメラポイントに集ま
るが、忍野村からの富士山はひと際人気が高い。東
京にも雪が降った翌々日の早朝、忍野からの富士は、
真っ青な空に「白い木」が、より美しさを演出してく
れた。
荒川の土手からの富士山ビューポイントは、西新

井橋際、扇大橋、扇２丁目、江北JCT、芝川水門、
都市農業公園。冬、ダイヤモンド富士に会える日没
時はそのシルエットが一層美しい。

表 紙 の こ と ば VOL.186
趣味を持たない人は、老後何もする事が無く寂しいと言われる。
私もその一人であるが、若い時の趣味は老人になった今は難しい。
それでも何かやらなければと思っていたら、囲碁をやらないかと
誘われた。若い時、囲碁を見ていた程度であるが、教えてもらう
事とした。石を並べるだけで面白みが出るまで行けるかどうか分
からないが、仲間にしていただこうと思っている。
最近、会員増強で訪問した会社の社長と話をしたら、（以前法
人会会員で退会された方で）法人会に入っても、会費を納めるだ
けで何も無いと言われた。歳を取っても話し合える仲間を作った
らどうか？と話したら、そのような事が出来るならと入会の承諾
を頂いた。
法人会も小さな地域又はグループによる趣味の会を作って、会
員同士が話し合える場の輪を広げなければ、会員増強どころか、
減少するのではと思う。
今後の西新井法人会堀の内・椿・江北支部の発展を願って止み
ません。

（堀の内・椿・江北支部 若林秀之）

編 集 後 記
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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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