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巻頭コラム

逵　親舟 書

　娘時代に何も判らずに始めた職業が、
『天職だった』と言える幸せ！
　『仕事が趣味です』と公言できる幸せ！
　考えれば、私は本当に幸せだと思いま
す。仕事をしている時は疲れを知らない
のですから、正に趣味なのでしょう。毎
晩、遅くまで仕事をしている私に主人が
怒って「早く帰って来い！」と何度か
電話が入ります。「もうすぐ帰るから！」
と返事はしますが、やる事が際限なくあ
るので、なかなか帰れません。家に帰れ
ば、すぐパソコンの前に座り込み、社員
からの日報、友人からのメールに目を通
したり、返信したり…これでは主人が
「体の事を考えろ！」と叱るのも判ります。
　同業の方が言った名言、至言に感動し、
自分で筆書きした物を、ベッドに入ると、
目の前に見えるよう貼ってあります。

　西新井に生まれ育ち、この地を一歩も
離れずに、しかも地元で仕事を続けさせ
て頂いている。こんな幸せな事はないと
思います。自分の力ではない！　皆様に
支えられているからなのです。
　人との出会いが人を育て、人との出会
いが人生を変える！　まさにその通り
で、多くの素晴らしい方々との出会いが
私を導いてくれたのです。今日は明日に

なれば過去になり、時は刻々と過ぎてい
きます。人生とは、運命とは、総て自分
の足跡です。表裏一体で良い事も悪い事
もあります。晴れの日も、嵐の日もある
様に！　私は常に明るい方に目を向ける
様にしています。それは母が常に「病気
と貧しさは、汚くて暗い処が大好きで、
明るくて、きれいな処には『福』が来る
のよ！」と言って、私を育ててくれまし
た。それは、心掛けを説いてくれたのだ
と思いますが、明るく、働き者に育てて
くれた母に感謝します。「感謝の心が福
を呼ぶ」とも教えられました。
　ある取材で「尊敬する人は誰ですか？」
と質問されました。私は即座に「母で
す！」と答えました。一瞬、驚かれた
様です。誰か有名な人物の名を掲げると
思ったのでしょう。私は母を尊敬し、母
が目標です。人の悪口は言わず、起きた
事は総て善意に解釈する母でした。
　それと、私の座右の銘は『信用は無限
の財産なり！』です。何も元手をかけず
始めた職業です。子供が小さい頃、『何
の商売なの？』と聞かれた時、『ガラス
に紙貼ってるの』と答えている姿を思い
出します。まさにその通りで、情報を紙
に貼り出し、お客様を得ていたのです。
この情報は正しいか？この人の言ってる
事は信用できるのか？その判断で決めて
下さるのです。仲介業は、仲人と同じで、
信用していただいて、初めて成立するの
だと思います。お客様に信頼される事が
基本だと思っております。
　皆それぞれの生き方があり、どの道が
正しい！　との正解はないのだと思いま
すが、自分自身が下した結論が正解なの
だと思います。自分が納得のできる人生！
　私は全てに感謝し、大好きな仕事を終
生続けていきたいと念じております。

表 紙
「春！ 花と鳥」

「天職に恵まれて！」

平成20年3月7日発行　通巻１８7号（発行／社団法人 西新井法人会）
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春！花と鳥
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　昨年は、社会保険庁による年金記録問題、食品会社
による食品の偽装、不正表示や原油価格の高騰など、
私たちの身近なことで、生活に不安を感じることが多
くございました。しかし、明るい話題も出てきており
ます。足立区の西新井駅西口周辺の再開発は、昨年 11
月には 111 の専門店とイトーヨーカ堂からなる大型商
業施設がオープンし、更に３月 30日には日暮里・舎人
ライナーが開業する予定です。

　会員の皆様には、益々ご健勝にてご活躍のこととお
慶び申し上げます。
　本日は、第 142 回定例理事会、会員増強表彰式を開
催いたしましたところ、ご多用の中、各支部から180名
を超える役員の皆様方のご出席を賜り、厚くお礼申し
上げます。
　また、ご来賓の皆様には公務ご多忙の中、ご臨席を
賜り、深く感謝申し上げます。
　さて、当会では恒例の会員増強運動が 10月１日から
11月 30 日まで実施され、この運動が法人会組織の拡
大強化と各種事業の充実など、会の発展には不可欠な
ことであります。それは会の根幹を支える最も重要な
事業であり、その発展には各支部の役員さんはもとよ
り、会員と最も身近にある副支部長さんのご活躍がそ
の源にあると思います。
　道路特定財源が今国会で論議され、ガソリン高騰が
私達の生活を圧迫しているように、依然として厳しい
状況にあり、このような環境にも拘らず、260 社の新
入会員の方々を確保し、会員加入率 80.3％を達成でき
ましたことに対し、衷心から感謝申し上げます。

　また支部役員の方々のほか、部会、東京税理士会の
皆様のご協力に感謝申し上げたいと思います。
　今回も東京法人会連合会 49法人会では、10年連続
加入率第１位、会員数 5,000 社以上の大規模法人会で
も全国第１位を維持することができました。
　このたびの結果は、27支部のうち 16支部で 10社以
上の新規加入法人を勧奨し、このうち 19社加入の扇支
部、15社加入の関原、西新井本町支部、12社加入の入
谷支部などそれぞれ好成績を収めていただきました。
　平成 20年を迎えた本年も、内外とも多事多難な状況
であり、福田内閣も何とか７月の北海道洞爺湖サミッ
トを取り仕切る方向で、国会運営に対処していくよう
ですが、地球温暖化に対する世界の動向が気になると
ころです。
　わが法人会も、本年は公益法人法の施行に伴い、ど
のような状況になっていくのか、注目していかなけれ
ばならないと思います。
　このたびご入会されました会員の皆様には、法人会
で開催いたします税務研修会や支部の集りにご参加い
ただき、経営のノウハウを身につけていただきたいと
思います。
　平成 20年も署のご指導を賜りながら、法人会の基本
方針に基づき、積極的に活動を展開して参りたいと考
えております。
　役員の皆様には、今後とも法人会活動に対し、一層
のご尽力をお願い申し上げます。
　終りになりますが、会員皆々様のご健勝とご事業の
ご繁栄を祈念申し上げまして、私の挨拶といたします。

会員加入率 80.3％を堅持 社団法人 西新井法人会　　会長　野口　節

第
31
次
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　社団法人西新井法人会で
は、西新井法人会館大ホール
において、第 142 回定例理事
会および第 31 次会員増強表
彰式を開催いたしました。
　表彰式は鈴木総務委員長の
司会により進行し、野口会長
から「このたびの会員増強運
動は、各支部役員をはじめ多
方面の方々のご協力を得まし
て、本年も会員加入率 80.3％
を達成出来ました。現今の厳
しい社会情勢にも拘わらず、
高加入率を達成出来ましたこ
とは、文字通り皆様方の努力
の賜ものであり、深く感謝申
し上げます。」との挨拶があ
りました。続いて篠原西新井
税務署長からご祝辞をいただ
きました。
　今回の運動で 260 社の新規
加入により、会員総数5,637社、
加入率 80.3％を達成いたしま
した。それに伴う表彰事項に
関する説明のあと、表彰式に

移りました。本年度も東法連傘下 49法人会の加入率
は、２月末の東法連の集計発表を見ないとわかりませ
んが、10年連続第１位を確保できたと予想しています。
また全国の 5,000 社以上の大規模法人会においても
8 年連続して第１位になるものと推測しています。
　この運動に対する各支部の活躍は目ざましく、27支
部のうち 16支部で 10社以上の新入会員を確保し、こ
の中で 19社加入の扇支部、15社加入の関原支部、西
新井本町支部、12社加入の入谷支部など、それぞれ好
成績を収めました。
　表彰は支部表彰の維持賞 14 支部、80％以上賞 15 支
部、ブロック 80％維持賞４ブロック、部会表彰、また
会費自動振替 95％表彰は興野支部でした。今回は会館
運営に対する備品調達の功績で渡辺正昭、内田喜一、
田中 廣の３氏に感謝状が贈られました。

会員増強運動表彰式 ●平成 20 年２月８日（金）●

新加入260社、会員加入率80.3％達成！

受彰された方々

挨拶する野口会長

祝辞を述べる篠原署長

浅野副会長による開会のことば

公務を終え駆けつけた
瀧澤副署長

赤羽副会長による閉会のことば
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ブロック・支部・部会・個人受彰者名

会員増強表彰
ブロック賞
ブロック 80％維持賞
第２ブロック、第５ブロック、第６ブロック、
第８ブロック

以上４ブロック

支部表彰並びに支部賞
維持表彰
入谷支部、北足立市場支部、伊興第１支部、西新井
第１支部、栗原栄町支部、加賀鹿浜支部、鹿浜支部、
江北支部、本木支部、興野支部、梅田第１支部、新田
支部、宮城支部、小台支部

以上 14 支部

加入率 80％以上表彰
北足立市場支部、伊興第１支部、伊興第２支部、西新
井第１支部、鹿浜支部、堀之内・椿・江北支部、江北
支部、扇支部、本木支部、関原支部、興野支部、梅田
第１支部、新田支部、宮城支部、小台支部

以上 15 支部

個人表彰
表彰状（順不同）
㈲にちょうめばば 馬場　光雄　殿
東栄電気㈱ 横田　健児　殿
㈱三　栄 斉藤外次郎　殿
㈲元井石材店 元井　一寿　殿
米川商事㈲ 米川　　豊　殿
㈱マック 加藤　久男　殿
川越工業㈱ 川越喜代志　殿
㈲トーコン 吉田　昭一　殿
㈲モリ川住宅設備 森川　正誼　殿
足立成和信用金庫皿沼支店 関根　守一　殿
瀧野川信用金庫足立支店 山崎二三夫　殿
朝日信用金庫江北支店 樋口　正明　殿
㈱ニッポー 塚﨑　文夫　殿
㈲エンタープライズ扇 草ヶ谷　勇　殿
㈲小室鍍金工業所 菊池　浩司　殿
朝日信用金庫足立支店 高橋　　茂　殿
㈱研　装 内田　喜一　殿
足立成和信用金庫梅田支店 大友　和博　殿
㈲テクノ社 岡　　健次　殿
㈲進藤製作所 進藤　靖廣　殿
城北信用金庫宮城支店 石引　一成　殿
㈲アデ川油店 阿出川忠義　殿
㈱サンセーコー 佐藤　雪夫　殿
㈱インテリア下川 下川　英季　殿
㈱ホクシン 北條　　進　殿
㈱庄司鉄工建設 庄司　義明　殿

感謝状（順不同）
㈱東陽自動車 久野　　茂　殿
㈲プロヴィジョン 大澤　守彦　殿
㈲カオルドレス 渡辺　　薫　殿
㈱フォレスト 原　　　実　殿
㈲関東フラワー 岡田　誠二　殿
㈱丸　清 清田　兼司　殿
㈲東京新井重量運輸 新井　　清　殿
㈲中川製作所 中川　秋夫　殿
㈲山本勇一商店 山本　勇二　殿
㈲美　創 信川　安子　殿
㈲小野精工 小野　新一　殿
富士解体工業㈱ 菅野　哲也　殿
㈱旭ポラテック 徳永　敏子　殿
㈱足立鹿浜會館 橋本　雅克　殿
㈲小山企画 小山　　豊　殿
㈱モリヤ倉庫 矢萩　隆一　殿
㈱成興建材 鈴木　義孝　殿
㈲若林電設 若林　秀之　殿
㈱シンワ 江川　英俊　殿
㈲松谷工業所 松谷　清一　殿
㈲アズマエンジ 安達　訓一　殿
㈲タカツ商事 田中　　勉　殿
㈲榊興業 榊　　榮二　殿
㈱カシモト 樫本　哲男　殿
こんわ運輸㈲ 横倉　　毅　殿
㈲神山産業 神山　修二　殿
㈲イチムラ 市村　　健　殿
㈲斉藤商店 斉藤　賢一　殿
㈱共和パッケージ 和知　昭夫　殿
㈲下坂製鋲所 下坂　孝政　殿
㈲金久総業 江川　善弘　殿
コバキン工業㈲ 小林　憲一　殿
中村商事㈱ 中村　　勝　殿
㈱斉藤建築事務所 斉藤　智司　殿
㈲オートガレージ・シオハタ 塩畑　春義　殿
㈱松浩商会 松本　浩明　殿
㈱武田工務店 武田　勝明　殿

部会表彰
青年部会（１社加入）
女性部会（３社加入）

以上 2部会

会費自動振替表彰
興野支部

以上 1支部

自動振替ブロック上位賞
第１位　第８ブロック
第２位　第５ブロック
第３位　第４ブロック 以上３ブロック
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ブロック80％維持賞を受ける渡辺第6ブロック長、
庄山第8ブロック長、斉藤第5ブロック長、加藤第2ブロック長

今回受彰された方々と謝辞

受彰者を代表して謝辞を読む
岡 新田支部長

97.3％で受彰の佐藤 宮城支部長

ブロック・支部別加入数
ブロック 支　部　名 加入率（％） 加入社数 ブロック 支　部　名 加入率（％） 加入社数

1
舎 人 70.0 10

5
江 北 89.9 10

入 谷 78.5 12 扇 80.9 19
北 足 立 市 場 94.0 1

6

本 木 84.1 9

2

古 千 谷 伊 興 72.9 8 関 原 89.4 15
西 伊 興 74.9 9 西 新 井 本 町 72.7 15
伊 興 第 一 87.0 11 興 野 88.3 5
伊 興 第 二 84.3 11

7
梅 島 74.1 10

3

西 新 井 第 一 83.0 10 梅 田 第 一 81.6 10
西 新 井 第 二 75.0 9 梅 田 第 二 76.5 10
栗 原 栄 町 77.4 10

8
新 田 85.8 5

島 根 栗 原 73.7 10 宮 城 97.3 10

4

加 賀 鹿 浜 74.3 9 小 台 88.9 5
谷 在 家 皿 沼 75.2 10 合　　　　計 80.3 260

鹿 浜 82.2 8
堀 之 内 椿 江 北 81.6 9
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　新春お笑い研修会が31名

の会員を集めて盛大に開催

されました。

　本年も会員の皆様が笑顔

で一年を過ごせるようにと

の願いから、講師に落語家

の桂扇生師匠をお招きしま

した。西新井大師門前「武

蔵屋」を会場とし、笑い声の絶えない和やかな研

修会となりました。

　桂扇生師匠は平成 5年に真打ちに昇進され、落

語会のみならずオペラ、ミュージカルにも出演し、

幅広い活動を行う落語家。

　今回の演目は「宿屋の富」というお話。口から

出任せに大金持ちを語る泊まり客の男が、宿代を

支払えずに困り果てて、ついには逃げ出すが、道

中で富くじの抽選会場である神社に立ち寄ったと

ころ、宿屋の主人から譲られた富くじが見事に大

当たり。大慌ての男は腰を抜かして逃げ去ること

もできず、宿に戻り賞金を山分けにする約束を宿

屋の主人に迫られるというお話し。

　爆笑のうちに幕を閉じた講演会の終了後は、参

加者の皆様で桂扇生師匠を囲み、会員新年会が開

催されました。いつにも増して楽しい研修会と新

年会になりました。

（幹事　渡邉　浩）

桂 扇生 師匠

演目は「宿屋の富」

西新井優申会長
木村公平氏の挨拶

笑いが溢れる会場

西新井優申会

演目「宿屋の富」
DATA　●於：西新井大師門前「武蔵屋」　●平成 20年１月 28日
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DATA　●西新井納税６団体 主催　●平成 20年１月 18日

納 税 ６ 団 体 新 年 賀 詞 交 歓 会

　西新井納税６団体主催による平成20年新年賀詞

交歓会が、西新井法人会館にて盛大に開催されま

した。

　安藤東京税理士会西新井支部長の開会のことば

で始まり、６団体代表の野口西新井法人会会長か

らは、年頭のご挨拶をいただきました。我々納税

６団体が一致協力して、今年は皆さんの智恵を出

し合い素晴らしい年となるよう努力しようではな

いかとの力強い言葉をいただきました。

　引き続き、ご来賓の篠原西新井税務署長、印藤

足立都税事務所長、また近藤やよい足立区長から、

それぞれご祝辞をいただきました。

　ご来賓、並びに各団体長の紹介の後、村瀬青色

申告会会長の力強い発声で乾杯、新年賀詞交歓会

が始まり、和やかな雰囲気の中、午後７時に阿出

川西新井納税貯蓄組合連合会長の中締めで閉会い

たしました。

壇上の来賓と納税6団体長の方々

納税6団体を代表して挨拶する
野口西新井法人会長

篠原西新井税務署長 近藤区長 印藤足立都税事務所長

NISHIARAI HOJINKAI Vol. 1878
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西新井税務署　副署長
瀧澤　富夫　殿

西新井税務署　副署長
小林　吉夫　殿

西新井税務署　総務課長
小野　義生　殿

西新井税務署　管理徴収第一部門統括官
川村　貴史　殿

西新井税務署　個人課税第一部門統括官
柴田　政俊　殿

西新井税務署　法人課税第一部門統括官
古田　善朗　殿

西新井税務署　総務課長補佐
飯坂　誠司　殿

足立都税事務所　総務課相談広報担当係長
荒木　夏奈　殿

足立区役所　区民部参事 課税課長事務取扱
山浦　陽士　殿

足立区役所　納税課長
登川　俊彦　殿

西新井税務署　署長
篠原　正明　殿

足立都税事務所　所長
印藤　　潔　殿

足 立 区　区長
近藤やよい　殿

西新井警察署　署長
㮈村美佐男　殿

竹の塚警察署　署長
小島　義雄　殿

足立消防署　署長
北村　芳嗣　殿

西新井消防署　署長
田中　道高　殿

西新井彰友会　会長
渡邉　守章　殿

西新井優申会　会長
木村　公平　殿

来賓の方々（順不同）

左から篠原署長、野口会長、近藤区長

西新井税務署幹部の方々

乾杯！

NISHIARAI HOJINKAI Vol. 187 9
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ブロック
支部
委員会

足立法人会との合同会議

　西新井法人会館に於いて、近藤足立区長、足
立法人会と西新井法人会の会長、担当副会長、
社会貢献正副委員長の出席のもと、第３回社会
貢献委員会合同会議が開催されました。
　合同会議は、足立区を二つに割って社会貢献
活動をするのはまことにやり難いし、無駄が多
いということで、両会より課題を持ち寄って活
動方針を検討している会議です。
　この中で環境問題をとりあげて検討、活動し
ていこうということになりました。しかし残念
なことに、この問題は範囲が広すぎてなかなか
焦点が絞れません。
　そのようなことを、近藤足立区長にお話しし
たところ、いま区では第二次環境基本計画（兼・
足立区地球温暖化防止地域推進計画、計画期間
2008 年度～ 2015 年度）を検討しているが、協
力が得られる団体を探していたので、是非この
話をさせていただきたいということがあり、今
回の会議が開催されたという次第です。
　当日は担当の方ではなく、直々に近藤足立区長がお見えになり、縷々ご説明いただくことがで
きました。それだけ重要な施策であるということと思います。
　今回いただいた内容をよく検討して、区にできる限りの応援が出来るような方針を打ち立てた
いと考えているところです。

足立区社会福祉協議会へ
　　　　タオル・カレンダーを寄贈
　区の社会福祉協議会へカレンダー 483 本とタオ
ル 934本を寄贈いたしました。
　カレンダーは、12月１日～ 26日までに会員各
位より寄贈していただいたものであり、タオルは、
今年度会員皆様からご寄贈いただいた品です。
　ご協力、まことにありがとうございました。

（社会貢献委員長　亀井　宗淳）

社会貢献委員会
平成19年12月19日

足立法人会との合同会議
平成19年12月27日

区社会福祉協議会へのタオル・カレンダー寄贈

足立法人会との合同会議風景

近藤足立区長も参加して社会貢献活動の課題を検討

区社会福祉協議会 根本事務局長（右）と亀井委員長（左）

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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　第 4ブロック（ブロック長 都築徹蔵氏）では、
押部皿沼谷在家住区センターにおいて、第 4
ブロックの 4 支部合同の税務研修会を開催し
ました。
　4支部は、加賀・鹿浜支部（鈴木支部長）、谷在家・
皿沼支部（関支部長）、鹿浜支部（矢萩支部長）、
堀之内・椿・江北支部（辻内支部長）から、そ
れぞれの会員をあわせて約100名が出席しました。
　開会のことばを矢萩鹿浜支部長が述べたあ
と、都築第 4ブロック長が「会員一人ひとりが

自覚をもって、法人会の組織強化に取り組んでほしい」と力強く挨拶されました。
　そのあとは『e-Taxについて』と題して瀧澤富夫西新井税務署副署長から講演がありました。瀧
澤副署長は『e-Tax』にするメリットやその方法などをわかりやすく説明され、最後に「法人・個
人とも税理士さんに聞いてみていただきたい」と話をむすばれ、また法人課税部門の黒澤聡明審
理上席からも補足の説明がありました。
　参加者からも『e-Tax』の費用や「税
理士の対応はどうか」などの質問があり、
瀧澤副署長はそれらにも丁寧に応答され
ていました。
　最後に鈴木加賀・鹿浜支部長からの閉会
のことばがあり、研修会は終了しました。
　午後 7時からは、会場をかえて懇親会
が開催されました。参加者は 8時 30分ま
で、互いに親睦を深め合い、研修会は盛
会のうちに幕を閉じました。　

第4ブロック研修会　平成20年1月24日

e-Taxについて
4支部合同の税務研修会を開催

ブロック
支部
研修会

研修会に参加した第4ブロックの会員の方々

瀧澤副署長によるe-Taxの解説 説明中の黒澤審理上席

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

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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　今年の観劇会は、明治座創業135年という時代風景に想いをはせつつ、川中美幸特別公演「富貴楼お倉」を観

賞いたしました。

　江戸から明治へと時代が変ったばかりの横浜。川中美幸が演じる、お倉という気風のよい女性が評判の「富貴楼」

という料理屋が舞台です。そこでは歴史に名を残し

た井上馨や伊藤博文らが政治や経済を語ったり、薩

摩藩と会津藩の因縁、心の暗の戦い等ありながらも

お店は繁盛していきます。

　遊び人の亭主亀次郎（田村亮）の女遊びに悩みつ

つも、一生懸命尽す女の生き方。強い信念を持ち様々

な苦難をのり越えて生きる、そんな気風のいいお倉

がいっていた言葉が心に残りました。「神様はその

人が乗り越えられるだけの試練を当えてくれるのだ

から、何でもやってやれない事は無い、だからがん

ばるのだ」

　色々な事に全身でぶつかり、大きな時代のうねり

の中を必死で生き抜いた、「横浜に富貴楼ありお倉

あり」と言われた実在の人物。そのお倉が上手に演

じられていて、さすが明治生まれの女性は芯が通っ

ていたんだなと感じることができました。

　第二部の「人・うた・心」では金沢の雨等数々のヒッ

ト曲を歌い、お客様との楽しい会話のやりとりもあ

りました。川中美幸という人間が好きになりました。

何か会話の中に心を感じたのは私だけではなかった

はずです。素晴らしいステージでした。

女
性部
会
初春観劇会 DATA　●於：明治座　●平成 20年１月 22日

080303西新井法人会報187.indd   12 08.3.25   8:12:56 PM



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 187 13

　小雪風吹く寒い晩にもかかわらず、50名の参加を得

まして女性部会新年会が開催されました。北澤女性部会

長の「華やかに和を広げて行きましょう」とのご挨拶、

堀口女性部会担当副会長より「女性部会は昭和54年 11

月 17日に婦人部会が発足し、女性部会へと改称された」

と説明され、来年で30年という事を知りました。

　梶前女性部会長の乾杯の音頭でなごやかに始まり、カ

ラオケ、ビンゴ、日本舞踊、フラダンス等、楽しいひと

時をご一緒させていただきました。

（女性部会広報委員　八木冨美子）

新年の挨拶をする北澤女性部会長 新年の挨拶をする堀口副会長

全員で記念写真

女性部会役員の方々

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。

新年会 DATA　●於：清水屋　●平成 20年 2月 6日
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西新井法人会会員の皆様へ
西新井税務署

御社の社員の皆様への確定申告情報提供のお願い
～申告書の作成もできる国税庁ホームページのご案内～

　国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）には、還付申告等をする会社員の方のサポートのため、
申告書の作成もできる「確定申告特集ページ」を開設しております。
　より多くの方に確定申告特集ページを利用していただくため、同ホームページ内に「給与所得者の
皆様へのお知らせ」を掲載しておりますので、御社の社員の皆様を対象に、次の方法で情報提供して
いただくようご協力をお願いいたします。

①　国税庁ホームページのトップページにある「確定申告特集ページ」のバナーをクリック
②　「給与所得の源泉徴収義務者の方へ」をクリック
③　給与所得者の皆様へのお知らせをダウンロード（７種類のデータの中からお選びください。）
④　電子掲示板への掲載、メール配信、回覧、配付などによる情報提供

①ここをクリック

③この中からお選びください

税 務 コ ー ナ ー

②ここをクリック
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平成 20 年度国税専門官募集
　国税専門官とは、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして、法律、経済、
会計等の専門知識を駆使し、適正・公平な課税を維持し、租税収入を確保するための事務を
行います。

● 受験資格 １. 昭和 54 年 4 月 2 日から昭和 62 年 4 月 1 日生まれの者
 ２. 昭和 62 年 4 月 2 日以降生まれの者で次に掲げるもの
 　 イ）大学を卒業した者及び平成 21 年 3 月までに卒業する見込みの者
 　 ロ）人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

● 申込書交付期間 平成 20 年 2 月 1 日（金）～ 4月 14 日（月）

● 申込書受付期間 平成 20 年 4 月 1 日（火）～ 4月 14 日（月）

● 試験日 第 1 次試験　平成 20 年 6 月 15 日（日）
 第 2 次試験　 平成 20 年 7 月 28 日（月）～ 7月 31 日（木）のうち指定

された日

※詳細については、お気軽に西新井税務署・総務課（TEL. 03-3840-1111　内線 115）までお尋ねください。

　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
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平成20年4月1日から23区の法人二税・事業所税の所管都税事務所が変わります
　平成 20 年 4月1日から、法人二税（法人事業税・法人都民税）・事業所税にかかる都税事務所の所管区域が下表
のとおり変わります。
　足立区の法人事業税に係る申告先は、荒川都税事務所に変更となります。（足立都税事務所においても申告書の
受付は行います）
　なお、荒川都税事務所は、5月7日に移転いたします。

－東京都からのお知らせ－

主たる事務所・事業所の
所在区

千
代
田

文

京

荒

川
北

足

立

中

央

江

東

江
戸
川

台

東

墨

田

葛

飾
港

品

川

大

田

新

宿

中

野

杉

並

渋

谷

目

黒

世
田
谷

豊

島

板

橋

練

馬

新たな所管
都税事務所

法 人 二 税 千代田 荒 川 中 央 台 東 港 品 川 新 宿 渋 谷 豊 島

事 業 所 税 千 代 田 中 央 港 新 宿

〈平成20年4月1日以降の所管都税事務所一覧表〉

※都税事務所の所管区域の変更については、東京都議会の議決を経て確定します。

【お問い合わせ先】東京都足立都税事務所　03-3882-2111

日暮里駅前交番

日暮里・舎人ライナー（3月30日開業予定）

荒川
消防署

日暮里・
舎人ライナー
日暮里駅

日暮里駅 東口

新庁舎

尾久橋通り
荒川都税事務所は移転します！
　現事務所での業務は 5月2日（金）で終了し、5月7日（水）から
新庁舎で業務を開始します。郵便番号・電話番号に変更はありません。

（現）〒116-8586　荒川区荒川1-50-14
（新）〒116-8586　荒川区西日暮里 2-25-1　電話 3802-8111
 （ステーションガーデンタワー6階・7階）
 日暮里駅東口徒歩 2分です。
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0120
508-933

子供服

★1周年記念感謝祭★
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
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3月1日（土）～9日（日）
リサイクル品全品70％OFF！ 新品30％OFF！

　　　　　　　 OPENより
1年を迎える事ができました。

皆様への感謝とし、上記日程にてSALEを行います。
是非、皆様ご来店下さい。

リース取引の会計基準と税務について

東京税理士会 西新井支部 税理士　増山元美

　リース取引について、平成 19年３月 30日に企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準」
および「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表され、平成 20年４月１日以後開始する事業年
度からこのリース会計基準およびリース適用指針が適用されます。
　税務においては、平成 19年度税制改正で、このリース会計基準との整合性を図るため、平成 20年４月
１日以後のリース契約から売買取引に統一をしたため、消費税の取り扱いも売買取引とする改正が行われ
ました。
　リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分けられます。
　さらにファイナンス・リース取引を所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引に分けます。この
リース取引はともに売買取引になりますが、税法上は処理内容が異なるため、この分類も厳密に行う必要
があります。
　またオペレーティング・リース取引は賃貸借取引として取り扱われます。
　消費税法上、ファイナンス・リース取引については売買取引なので、リース取引開始時の事業年度に消
費税の全額を仕入控除する事ができますが、オペレーティング・リース取引はその期の賃借料部分のみが
課税仕入になり仕入控除する事になります。
　減価償却費について、所有権移転ファイナンス・リース取引は税法上、自己所有の固定資産と同様に減
価償却を行います。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間耐用年数による定額法によります。
　オペレーティング・リース取引は単なる賃借料として処理します。
　リース取引の借手側である法人はどのような取り扱いをすればよいのでしょう。
　リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件に係る債務をリー
ス資産およびリース債務として計上します。
　リース取引の分類は会計処理だけではなく、税務上の判断が必要なため、慎重に行わなければならない
と思いますので、税理士と、相談をして下さい。
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第 1 4 2 回 定 例 理 事 会
日時：平成20年２月８日（金）午後３時00分～午後4時30分

議　題 議案内容 議　題 議案内容

（協議事項）
１.第31次会員増強結果報
告及び個人表彰受彰者
並びに受彰ブロック、
支部、部会について

（依頼事項）
１.e-Tax説明会に伴うアン
ケートの実施と集計結果
の回収について

２.確定申告の自転車用広
報プレート取り付けに
ついて

３.平成20年度各委員会
の事業実施に伴う予算
（案）の提出について

４.各部会、ブロック、支
部の収支決算書及び平
成20年度予算（案）の
提出について

５.平成19年度事業報告及
び平成20年度事業計画
（案）の提出について

（１）第31次会員増強結果報告
（２）個人表彰状、感謝状並びに受彰

部会、ブロック、支部
（イ）会員増強関係
（ロ）会費自動振替関係

※昨年末よりブロック単位、支部単
位で実施しておりますe-Tax説明会
において、e-Tax採用に関するアン
ケートを行っております。顧問税理
士への働きかけをお願いするととも
に、アンケートを本部へ提出願いた
い。このアンケートは、e-Tax推進
協議会で活用させて戴きますのでご
了承ください。

※２月16日（本年は暦の関係で２月
18日）より確定申告が始まりま
す。昨年に引き続き、本年も自転車
用広報プレートを6団体で作成致し
ましたので、期間中、プレートを自
転車へつけてPR戴きたい。

（１）提出期限：
平成20年３月14日（金）迄

（１）提出期限：
平成20年４月４日（金）迄

※提出書類は、３月10日迄に各部会
長、ブロック長、支部長宛に送付致
します。

（１）提出期限：
平成20年３月31日（月）迄

※提出書類は、２月15日迄に各部会
長、ブロック長、支部長宛に送付致
します。

６.第30回法人会一泊研修
会について

７.臨時理事会の開催に
ついて

８.第32回通常総会の日程
について

９.収支状況報告について

10.「税を考える週間」講演
会について

11.簡易保険団体取扱い状
況について

12.社会貢献活動の実施に
ついて

13.その他

（１）日程：
平成20年３月16日（日）、
17日（月）

（２）会場：岐阜県下呂温泉
水明館

（３）会費：23,000円（お一人）
※各支部厚生委員が、支部長協力の
もと、取りまとめを行います。

（１）日時：
平成20年４月23日（水）
午後４時～

（２）会場：
西新井法人会館２階会議室

（１）日時：
平成20年５月21日（水）
午後４時～

（２）会場：
西新井法人会館２階会議室

（参考）
東法連総会：
平成20年５月27日（火）
於：明治記念館予定

（１）平成19年４月１日～
平成20年１月31日迄

（１）日時：
平成19年11月28日（水）
午後４時～

（２）会場：
西新井法人会館２階会議室

（３）講師：
村上和雄氏
（筑波大学名誉教授）

（４）参加者数：総勢300名

（１）平成19年４月１日～
平成20年１月31日迄

※平成19年12月27日、足立区社会福
祉協議会へ寄贈させて戴きました。

「納税６団体による確定申告提出のPR」
～確定申告はe-Tax で！「イータくん」と共に広報活動～ 平成 20年２月８日（金）実施

　寒風吹きすさぶ早朝７時。西新井税務署職員、納税６団体担当者とともに女性部会の方々が
大師前駅に集合しました。
　今回はマスコットキャラクター「イータくん」も参加し、ホームへ急ぐ出勤途中の人々に対
してポケットティッシュを配布し「おはようございます」の連呼とともにe-Taxを用いた確定
申告をお願いしました。
　納税６団体では、自転車
カゴ用の広報ステッカーも
作成し、〈e-Tax を用いた
確定申告〉の広報活動も並
行して実施してます。

早朝の大師前駅にて 大師前駅でe-TaxのPR
イータくん
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 足立区栗原3丁目10-16 
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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

　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

「春！ 花と鳥」 広報委員会

　今年は強烈な北風が「春一番」を告げてきた。
　何で春の到来を感じますか？の問いにそれぞれの思いが
あるのでは…。コートなしの外出、八百屋の春野菜、春告
げ鳥の声、道端の小さな花等々。
　「チーチーチュルチュル、チリツルツル」と、かなり長く
美しい囀りはメジロ。蜜を求めて押部公園の寒緋桜にやっ
てきた。大師の梅や寒桜にもしばしば訪れて、花と鳥の共
演が楽しめる。
　「グッグルー、グッグルー」と愛らしく啼くキジバトが春
本番！の都市農業公園の染井吉野の花びらに包まれてのん
びりと羽を休めていた。

　人は皆、悩みを持っていると思う。そして仕事を通じ
て、また、社会人として様々な人間関係の悩みや大きな
壁を経験しているものだと思う。信用していた人に、本
心を伝える事ができない。お互いに事実と異なる心を持っ
ている。
　書き出したら限りがない。しかし悩みの数だけ幸せな
事も、付いて回るものである。法人会という組織の中で、
メンバー全員が幸せになる関係が作れれば、こんなに嬉
しいことはない。各支部で個人的な立場の利益を求める
のではなく、支部長中心に活動し、楽しい会になれるも
のであるならば、皆で協力する意識が強まることは間違
いないと思う。

（広報委員　宮井晴史）

表紙のことば VOL.187 編 集 後 記

             
日付 3　　　　　月 場　所 25（火） 女性部会幹事会 法人会館

3（月） 東法連広報全体会議 全法連会館 26（水） 社会貢献委員会 法人会館

4（火） 青年部会役員会 法人会館 日付 4　　　　　月 場　所

6（木） 源泉部会役員会 法人会館 4（金） 厚生委員会 法人会館

6（木） 東法連青連協ゴルフコンペ よみうりC.C. 7（月） 青年部会役員会 法人会館

6（木） ブロック研修会 法人会館 8（火） 財務委員会 法人会館

12（水） サービス事業委員会 法人会館 8（火） 決算法人説明会 法人会館

14（金） 財務委員会 法人会館 10（木） 総務委員会 法人会館

16（日）～17（月） 第30回一泊研修会 岐阜県下呂 15（火） 財務委員会 法人会館

18（火） 税制委員会 法人会館 16（水） 青年部会通常総会 法人会館

19（水） 決算法人説明会 法人会館 23（水） 臨時理事会 法人会館

19（水） 広報委員会 法人会館 24（木） 女性部会通常総会 法人会館

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。★

月　日 開催日 場所

3月 19日（水） 14：00 ～16：00 法人会館

4 月  8 日（火） 14：00 ～16：00 法人会館

月　日 開催日 場所

3月 18日（火） 15：00 ～17：00 法人会館

5 月  8 日（木） 15：00 ～17：00 法人会館
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