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研修委員長　和島　龍蔵

　ある日曜日、何の気なしに今迄にお逢い
した方々から頂戴した名刺の整理を思い立
ちました。その枚数は3000枚程度あり、
その多さに少なからず驚きました。
　以前にも何度か名刺の整理はしてお
り、その都度名刺交換だけでお付き合い
の無い方のものは別に分けていたのです
が、現在も交流の続いている方の名刺は
残してあったようです。古い名刺にもなる
と40年程も前ではないかと思われるもの
もあり、懐かしくなりつい１枚ずつ眺め出
してしまいました。
　私は名刺を頂いた際に、お逢いした年月
日、場所や経緯などを簡単に書いておくの
で、名刺を見るとその頃の様子が多少にか
かわらず思い出され、大変懐かしくまた、
この人はどうしているだろうと思いを馳せた
りと、とても楽しいものです。
　私は製麺業をしていますが、名刺の方々
の肩書きなどを見ると、同業者の方の名
刺が最も多く、次に関連商社、そして種々
の会の方 と々に分かれ、友人関係は日常
で会っているためか思ったよりも少ないよ
うでした。
　１枚の名刺を交換することから、多くの
方 と々の交流が始まり、様 な々情報の交換
が出来たり、またお世話になったり、時に
は世話をしたりと、色 な々時を無事に過ご
して来られたことを改めて感謝したいと思
わずにはいられません。
　そのような事をつらつらと考えつつ名刺
の整理を続けているうちに、ふと近年頂

く名刺の数が少なくなっていることに気付
きました。
　理由を考えてみると、年々私自身が外出
する事が少なくなっていることがまず思い
当たります。また同業者の方については急
激な世の中の移り変わりで廃業される方な
ども多くなってきており、そのような事も理
由の一端かもしれません。なんとなく寂し
いものです。
　色々な方々との出逢いがあった時に頂
いた名刺は時にそのままになり、時に大
きな展開があったりと様々ですが、交流
が生まれた方々から時折種々の会の記念
誌や名簿作成のために、写真とモットー
を一言書いて下さいとお願いされる事
があります。私は迷わず「出逢いを大切
に」と書いております。
　辞典によれば、名刺とは名札の意味で
あり、その大きさは長さ8.3cm、幅5.4cm、
厚めの白い紙に名前などを印刷したもの
で、日本では初対面の時などに相手に渡
すとされていました。
　今まで存じ上げなかった方と機会に恵ま
れ１枚の名刺を交換し、その方を知り、交
際が始まります。小さな紙ですが、それは
ただの紙切れでは無く、時に大きな価値の
あるものになり得るのが名刺でしょうか。
　これからも「出逢いを大切に」をモッ
トーに製麺業の生涯現役を目指して頑張っ
て行くつもりでおります。
　ある日曜日に行った名刺の整理もこれ
で終わりました。
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第
32
次会員増強運動はじまる

　毎年､会員増強運動のご挨拶をす
るたびに､内閣総理大臣が変わると
いう目まぐるしい政局は、今回は安
倍、福田から、麻生総理へとバトン
タッチされ、ねじれ国会を背景に、
解散、総選挙と内政、外交とも難問
解決に向けて国民を安心させていた
だきたいものです。
　さて、内にあっては、来月から施行
される公益法人法など、法人会の今
後の活動に大きな変動があることが想定されます。
　この様な情勢の下、我が法人会では、従来10月
１日から11月30日に行っていた会員増強運動を本
年は、11月１日から来年３月31日までと長期間の運
動を展開することといたしました。「良き経営者を目
指す者の団体」として、幅広い活動で、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
標達成のため各位には、相当なご負担
をお願いすることになると思います。本
部役員はもとより、支部役員の方々には
大変ご苦労をおかけすることをお許しい
ただきたいと存じます。
　全法連、東法連傘下での加入率全国

１位を保っているのも、当会の諸先輩役員の方々の
努力の賜ものであり、本年度もその実績を維持、強
化していかなければと思っています。
　最後になりますが、会員皆様のご協力を切にお願
い申し上げますとともに、皆様方のご事業のますま
すのご繁栄と、ご健勝をご祈念申し上げます。

　今年も秋がやってきて、法人会の最
大行事である、会員増強運動の時期に
なりました。毎年のことながら、何故こ
の時期にという疑問にぶつかります。
　税制が戦前の地租制度から戦後の
申告制度に変わり自主的な納税制度
に変えるため、法人会が重要な役割
を担ったと聞いております。
　自主申告を守るため、税務署と納
税者の協力体制は絶対必要であり、
税の公平感等々を保つためにも組織率の維持は必要
であります。
　その重要性を理解しているからこそ会員加入率
80％以上の組織を保っているのだと思います。
　この組織力を用いて、税制の改善を要望する税制

委員会等 、々各委員会を通じて会員が一
段と活発に交流できるように色々な行事
を行っています。
　私達が勧誘活動に行くと、メリットは? 
と聞かれますがメリットは与えられるもの
ではなくて掴みとるものです。商売も利
益は掴みとるものです。
　そんなことを感じながら一人でも多くの
人にこの組織のすばらしさと、良き隣人
関係を多くの人々に知らせたく、役員一同

と共に組織拡大を目指しています。本年は11月から来
年の３月までと長期間の増強運動となりますが、各役
員の活躍を期待しております｡
　最後になりますが、会員企業の一層の商売繁盛と
ご活躍を願っております。

社団法人 西新井法人会 会長　野口 節幅広い活動で加入率アップ

社団法人 西新井法人会 第２組織委員長　加藤勝久組織拡大のメリット

第2組織委員長 加藤 勝久

野口会長
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税を考える週間行事（平成20年度）

主催団体名 10日以前
11日～17日

18日以降
13日 16日

六
団
体
共　同

11／ 13
納税表彰祝賀会
（法人会館）
17：00－18：00

街頭広報（西新井大
師・西新井駅周辺）着
ぐるみ・獣拳戦隊「ゲ
キレンジャー」
12：00－14：15

税理士会
無料相談（西新井駅コ
ンコース・サティ前）
10：30－14：30

納税貯蓄
組合連合会 中学生の税の作文審査会

中学生の税の作文展示
（サティ前）
10：30－14：30

中学生の税の作文賞状伝達式
11／ 28　中学校長との

座談会（法人
会館）

青色申告会
９／ 24　女性部・視察研修（工場・

越谷レイクタウン見学）
10／ 8－10／ 30　支部別税務研修会
10／ 25－10／ 26  女性部・視察研修（群馬県）

税金クイズ（西新井駅
東口）
13：30－14：15

11／ 25 署長講演会
（法人会館）

法人会

10／ 8     署長講演会（法人会館）
10／ 11－10／12　あだち区民祭参加

（荒川河川敷）
10／22　財務委員会・財務研修会

（法人会館）
10／23   講演会・足立区長（法人会館）
11／ 10   女性部会・租税教室

間税会
10／ 11－10／12　あだち区民祭参加

（荒川河川敷）
10／ 20  署長講演会（納連・間税・

酒販共催）（法人会館）

税金クイズ（西新井駅
東口）
11：00－11：45

小売酒販
組合

きき酒会（酒販事務所
隣接地）
12：00－14：00

税務署 10／ 25－10／ 26　足立区消費生活
展参加「e-Tax」コーナー（エル・ソフィア）

11／ 13
納税表彰式（法人会館）
15：00－17：00

街頭広報（西新井大
師・アリオ・西新井駅
周辺）
12：00－14：15

平成20年分 年末調整等説明会のお知らせ ─西新井税務署  足立区役所─

※11／16の街頭広告の各時間はキャンペーン時間

開催日 開催時間 説明会会場 対象地域（※）

11月20日
（木）

用紙配布　午前 ９ 時30分～10時00分
説 明 会 　午前10時00分～12時30分 西新井法人会館ホール 梅島・梅田・興野・栗原・島根・関原

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 同　上

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

11月21日
（金）

用紙配布　午前 ９ 時30分～10時00分
説 明 会 　午前10時00分～12時30分 同　上 加賀・江北・皿沼・鹿浜・新田・椿・

堀之内・谷在家

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 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

※対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会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分前から、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。
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事業承継税制について
平成20年10月８日（水）午後４時より
西新井法人会館

DATAブ ロ ッ ク 合 同 研 修 会

　組織委員会主催による、ブロック合同研修会は250余
名の出席を得て開催されました。野口会長は「税を考える
週間にあわせ多くの行事が行われるが、税に関するしっ
かりした考えを持ってご協力願いたい」と挨拶し、鍋内署
長の講演が行われました。
元気な今、事業承継の税制を…
　中小企業経営者にとって、事業承継は重大事でありま
す。それは直接的には相続によって始まることが多く、皆
様には遠い話ではあるけれども元気な今こそ、円滑な事
業承継のために、事業承継の税制をご理解いただくこと
が必要だと思います。
中小企業のための３つの施策
　平成20年５月９日、中小企業の円滑な事業承継の支
援を旨とする「中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律」が成立しました。相続開始後の遺留分減殺

請求による分散を防ぐた
めに「遺留分に関する民
法の特例」、株式や事業
資産の取得資金及び、相
続税納付のための「金融
支援」、また「相続税の特
例（事業承継税制）」は、
取引相場がない株式等に
係る納税猶予制度で、必
要な要件を満たせば、一
定期間の猶予が可能とな
るものであり、これら３つの特例がスムースな事業承継
の大きな力になるでしょう。
　更に生前贈与による事業承継の場合には「相続時精
算課税」の適用を受けることも可能です。これらの法律
に関しては、中小企業庁のホームページからダウンロード
できるので参考にしていただきたいと結ばれ、いつか来
る大きな問題についての説明に意を強く励まされた講演
でした。

●講師：西新井税務署長　鍋内幸一氏
●演題：「事業承継税制について」

会場風景

講演中の鍋内署長

熱気溢れる会場
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「どうなるか、
今後の日本経済」

第25回

法
人
会

全
国
大
会

（
山
口
大
会
）

　10月２日、第25回法人会全国大会（山口大会）に全国各地から1,900
名の参集で開催され、当会からは野口会長・浅野、森田両副会長が参
加致しました。
　第１部の記念講演は『どうなるか 今後の日本経済』と題して、日本
経済論・金融論専門の千葉商科大学大学院教授・斎藤精一郎氏が訪
れ、今国民に一番関心の高い景気の高揚をどうするのか、アメリカ金
融の不安による世界経済の恐慌に関して述べた、１時間15分に亘る講
演であった。内容は素晴らしかったのですが、多目的ドームが会場だっ
たので、音響が悪くとても聞き取りにくいのが残念でした。
　第２部は開会の辞で始まり国歌斉唱の後、大橋光夫新全法連会長・
山口県連会長と来賓の挨拶のあと県連単位の各種表彰が行なわれた後、
全国から参加した会員によって大会宣言を採択して、来年は岐阜県での
大会と決まり再開を誓い合い、第３部懇親会を経て散会となりました。
　帰路、下関で様 な々歴史の舞台となり伊藤博文公が名付けた春帆楼で
食事をとりました。明治28年に日清講和条約が締結され、前は関門海峡
の激流とその向こうに九州門司の家並みがはっきり分かる所で、隣には
赤間神宮があると聞いたが時間なく帰路につき、機上の人となった。

（副会長　森田 勇）

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。

ドーム球場内で開催された全国大会

ドーム球場…  法人会全国大会

●新公益法人制度の施行にあたり［公益性］、［透明性］を高
める不断の努力を誓う。

●納税意識の高揚を図り、企業の繁栄と社会への貢献で存
在価値を高める。

●中小企業の活性化に資する税制、努力したものが報われる
税制の確立。
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■日時：平成20年９月11日（木）／アサヒビール茨城工場・つくば山温泉 

源泉部会研修会

　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  〒143-8790  東京都大田区大森北1-18-18  NJビル3階
TEL（03）5767-1714（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

　今年も猛暑が峠を越え、爽やかな気候になり始めた
秋の一日、源泉部会恒例の日帰り研修会が会員16社、
24名の参加で行われました。
　朝８：30スタート後、小倉部会長の挨拶に続き、研修
ビデオ「ビジネスマナーのこころ」編を鑑賞しました。
　9：30アサヒビール茨城工場に到着。平成３年４月竣
工、118,000坪、広大な敷地内の原料展示室からビール
ができるまでの製麦・仕込・濾過・発酵・熟成・ビン缶
詰各工程を瀟洒なスカイロードを経由して見学しました。
その間、工場脇に整然とそびえ立つタンク並びにサイロ
群の壮大さに圧倒されました。見学の仕上げは待ち続け
た試飲フロアへ。そこには地上60mのアイムタワーがあ
り、工場全体と天気がよければ筑波山が遠望できるロ
ケーションでした。適度に冷やされ、非常にキメの細か

いサラッとした泡立ちのでき立て生ビール・黒・ハーフを
１杯づつ充分に賞味することができました。同時に、ビール
をもっとおいしく楽しむためのコツ、「つぎかた、グラスの
清潔さ、ビール・グラスの適度の冷やし方（6.8度）、」を
伝授されました。
　次の目的地に向かうバスの中では、法人課税第２部門
鳥海統括官作成の「税金クイズ」の出題。今回も難問が
出題されましたが、常日頃の税金情報収集力とそれに裏
付けされた勘により、上位正解者はやはり年長者でした。
　そして、つくば山温泉での昼食・入浴、千代田村での
梨狩り。雨模様での帰路となりましたが、今年も丸１日楽
しく有意義に親睦を深めることのできた研修会となったと
思っております。来年、さらに多数の参加者をお待ち申し
上げております。

（源泉部会 幹事　石井 幸男）



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 1918

第二ブロック／日時平成20年9月6日（土）

足尾銅山、古河市兵衛、田中正造を学ぶ
　第二ブロック役員研修会（45名参加）は、
足尾銅山見学、日光方面へ行って来ました。
　曇天、晴れ、時々雨と不安定な天気の中、

伊興第一の担当で、柴田総務の進行で加藤ブロック長の
挨拶や車中で税金のビデオを放映した後、研修部長によ
る、足尾銅山の歴史的な概要を ①足尾銅山 ②古河市兵
衛 ③田中正造と三つに分けて年代別に足尾銅山の日本に
おける鉱業が重要な産業であり、発展に伴う公害に及んで
行く、それを造り上げて行った、古河財閥の創始者古河
市太郎の順風満帆と鉱毒による苦難の道、それに伴い現
在の佐野市生れの田中正造の天に訴え、地に訴え、人に

訴え、社会に訴え、政府に訴え、法廷に訴え、請願と成り、
演説と成り、奔走と成り、運動と成り、千訴万籟、慟天哭
地しても尚、其目的を達成することができない。鉱毒被害
民の惨状を救うため、財産を棄て、名誉を棄て、妻子を
棄て、朋友を棄て、政党を棄て、議員を棄て、遂に己をも
棄てて、一身を鉱毒事件の犠牲に共したる、田中正造は、

「昨日、恐れ多くも議院より遷幸のお通路に排跪して輩下
に直訴するの非常手段を取るに至れり」と明治34年12月
11日の読売新聞に報道されるに到り、幸田秋水（新聞記
者）の手による直訴文全文を車中で皆で研修しました、中
で近親感を感じたのは保木間の氷川神社との関係が深く
有ったということでした。
　昼食は日光の高級ホテルの金谷ホテルでのビーフシ
チュウを中心とした食事に舌鼓し、東照宮界隈をほろ酔
いで見学し、帰路に洒落クイズを20問行い、和気藹 と々
無事に研修をして来ました。伊興第一当番担当、伊興第
二・西伊興・古千谷伊興支部の皆さんご協力ありがとう
ございました。

（伊興第一支部　松岡 英博）

日
帰
り
研
修
旅
行
／
日
光
の
金
谷
ホ
テ
ル

入谷支部／日時：平成20年9月6日（土）  

みなさん高いところがお好き!!
　毎年恒例入谷支部の研修、食事会に100名が参加。バス２台
で17時入谷出発し、新宿にて食事をとった後、都庁の展望階
より新宿の夜景を堪能（入谷支部の人は高い所が好きみたい？ 
昨年は東京タワー）。

（入谷 広報　鈴木 喜久雄）

いざ出発、エーイ!  ピースかな？

研修の話は、美人画を背に
ブロック長、支部長、厚生委員長、真剣な顔

や
っ
と
ビ
ー
ル
も
出
て
賑
や
か
に
（
誰
の
隣
に
し
よ

う
か
な
？ 

ブ
ロ
ッ
ク
長
）。こ
れ
か
ら
が
大
変
…

ブロック
支部
研修会
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関原支部／日時：平成20年9月7日（日）  

秋の一日研修 in Yokohama
　まだまだ残暑の厳しい９月７日、午後１：00、幼児２人
を含め48人を乗せたバスは関原を出発しました。研修の
ビデオを見ながら、横浜キリンビール工場に到着。原料の
大麦とホップを手にとったり、口に運ぶ方もいたり。順々に
ビールの出来るまでを見学しました。出来たての一番搾り
やラガー、黒ビールを各 お々好みでオカワリ券も使って美味
しく２杯を試飲し、次は山下公園前に停泊している氷川丸
に乗船？ 甲板に出て潮風と港の風景を楽しみました。
　さらに近くに停泊中の日本一周客船アスカの午後5：00
出航を見送り、その際私達の元へ乗客から何本もカラフ
ルな紙テープが投げられ、ドラの音と共に岸を離れる客
船に向かって私達も思いっきり手を振り、船旅への誘い
を感じました。
　その後、グランドコンチネンタルホテルで、美酒美食に
酔い、食後のカラオケは帰路のバスの中まで続き、支部メ
ンバーの野口会長ご夫妻とともに盛り沢山の内容だった日
帰り研修は、窓の外の雷光も味わって幕を閉じました。

（関原支部　浅井 寛子）

キリンビール横浜工場でビールの試飲 客船「アスカ」を見送る会員

関原支部 研修会

興野支部／日時：平成20年9月7日（日）  

メロン狩りと肴料理で舌つづみ

　興野支部参加者26名（15社）では、去る９月７日
（日）に恒例の研修バス旅行を実施しました。参加者は
総勢26名（15社）。
　当日は天候にも恵まれ出発予定時刻より15分早く
朝７：45分に当地をスタートして目的地へ向かいまし
た。車中、特別参加の渡辺第６ブロック長、並びに内
田支部長より挨拶をいただくうちに茨城県の岩瀬農場
に到着。100棟をこえるハウスが立ち並ぶ一画でハサ
ミを手に、たわわに実るマスクメロンを前にどれにしよ
うかと大きさや重さを確かめつつ、各自お土産用に１
個ずつ収穫、そして甘いメロンも試食してきました。
　次の目的地大洗海岸肴の宿へ。３階の宴会場は太
平洋が一望できる最高の眺めです。魚料理と大海原を
ながめつつ、会員同士親睦を深め歓談したり屋上の
桧の露天風呂に入ってゆっくりとくつろいだあと帰途
へ。途中大洗の魚市場イエローポートでショッピングを
して夕方６：00前には無事帰省しました。大変楽しく
思い出に残る一日でした。

（広報副委員　辻 康匡）

大洗海岸 肴の宿にて

ブロック
支部
研修会
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谷在家皿沼支部／日時平成20年9月20日（土）

日帰り研修 初秋の東北道を遊覧

─工夫有りき─ 
　日本列島各地に大雨の被害をもたらした、台風13号
の動きに不安を抱いて迎えた、朝８：00、バスは一路東
北道へ出発。
■曇り空は走る毎に秋空へ
　財政不足に支部活動の縮少が囁かれる昨今、当支部
の「日帰り研修旅行」が決行されました。車中ではビデオ
にて「有利な申告の方法」等の研修がありました。
　行程は第一酒造見学と試飲、道の駅、鬼怒川温泉で
の昼食・入浴、リンゴ狩り、宇都宮餃子で休憩、大谷資
料館見学、午後７：00到着。
■和やかに、満たされて、帰宅
　車中でのお楽しみ会は「みかも道の駅」で安く仕入れ
た新鮮な秋の味覚で大いに盛り上がりました。役員さん
達のひと手間加えた景品を、上手に順位によって分類す
る働きで、低予算をクリアしました。例年に劣る事なく皆

さんに喜んでいただけたことと思います。
　工夫の甲斐あって第４ブロック長の都築様より「緊

（金）縮予算の中でも活動を緩めることのない工夫がす
ばらしい」とお褒めのお言葉を頂きました。積み込まれた
沢山のおみやげにも、それぞれに見合った工夫がされて
いることでしょう。

（谷在家皿沼支部　副支部長　小川 節子）
鬼
怒
川
の
ホ
テ
ル
に
て

新田支部／日時：平成20年9月7日（日）  

駿河路へ豪華日帰りイベント!! 

　駿河路をかすめ、甲州路を巡り、文字通り海の幸、山
の幸食い放題のグルメ日帰り研修旅行。バス一台でドンピ
シャ45名の満員御礼。40名限定のところ、どうしてもの
５名追加で超満員となりました。
　定刻10分前には全員集合。バスは快調、御殿場のわさ
び沢到着し、わさび畑見学とわさび製品のお買物を楽し
みました。物が物だけに、お値段の方は「ちと辛い？」そ
こで一句「つんときたワサビ亭主の味自慢」…清心謹詠。
　少し早いが昼食です。沼津港は「みなと寿司」で、寿
司・地魚料理・干物・デザートなど、駿河湾の海の幸を
食べ放題。今回のメインの一つであります。会場内に所狭

しと並べられたお料理群はバイキング形式。食欲の秋に
はちと早い? されどメタボの腹を更にメタボにして、皆大
満足のランチタイムでありました。
　お腹へらしは「山中湖花の都公園」一目百万本。富士
山を背に一面のコスモス畑散策の予定でしたが、生憎の
空模様、お山は恥ずかしがって雲隠れ。
　さて、花もダンゴも満たされて、心身ともにリフレッ
シュ！ ほどなく「御坂」の「巨峰狩り食べ放題」たわわ
に実る巨峰棚に感歎の声。
　危ぶまれた空模様は帰路につく頃からどうやら本降
り。車内は定番のカラオケ＆ビンゴゲーム。ビールに焼
酎、酒池肉林の大もりあがりでした。
　最後に、この企画を立ててくれた熊倉相談役、人集め
に奔走してくれた役員の皆さん、ご参加くださいました会
員の皆様、本当にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　とても楽しかったバス旅行。会員あっての法人会。異業
種交流と法人会の存在意義を改めて感じた一日でした。

（けん爺）みなと寿司でバイキング形式のランチ風景 わさび沢だけに…渋～い面々 !

ブロック
支部
研修会

─富士山を望む一面のお花畑と駿河湾の海の幸＆巨峰食べ放題─
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地方法人特別税について
東京税理士会 西新井支部 

税理士 桑原 俊彦

東京税理士会

　平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われる
までの間の暫定措置として、法人事業税の一部を地方へ譲与する地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設さ
れることになりました。
　これにより、平成20年10月１日以後に開始する事業年度から、各法人とも法人事業税と地方法人特別税の二つの計算
が必要となり、それに伴う申告、納付が必要となります。また、超過税率を実施している都道府県に事業所を有している
法人は、申告書とは別に地方法人特別税の算出のための計算書（別表14）を提出しなければならないこととなります。

地方法人
特別譲与税

創設

地方法人特別税
（国税）

創設

１. 制度の概要

都道府県 国

〈改正前〉

法人事業税
（地方税）

分離

〈改正後〉

法人事業税
（地方税）

地方法人特別税
（国税）

都道府県が徴収、
国に払い込み

当該都道府県の税収

創設

国が都道府県に
再配分

都道府県

所得割・収入割の一部を国税化　約 2.6 兆円 人口（１／２）及び従業者数（１／２）を
基準として都道府県に譲与

２. 税率（一般の法人の場合）

①法人事業税（税率が引き下げられました。）

所得等の区分
税率（％）

標準税率 超過税率

所得割
年400万円以下の所得 2.7 2.95
年 400万円を超え年800万円以下の所得 ４ 4.365
年 800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人 5.3 5.78

税率（％）
標準税率 超過税率
５ 5.25
7.3 7.665
9.6 10.08

（参考）

②地方法人特別税
基準法人所得割額（上記の標準税率により算出した金額）に資本金１億円以下の法人は 81％を乗じた金額。

３. 計算例（東京都、資本金１億円以下、年所得2,600万円）

ア　法人事業税
400 万円× 2.95％＋ 400 万円× 4.365％＋ 1,800 万円× 5.78％＝ 1,333,000 円

イ　地方法人特別税
400 万円× 2.7％＋ 400 万円×４％＋ 1,800 万円× 5.3％＝ 1,222,000 円
1,222,000 × 81％＝ 989,820 円

　最後に申し添えますが、新しい税目が二つも増えて増税のような気もしますが、今回の改正は気持ち減税になっております。
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水上生活者が多く、漁業で生きる。
　　〔３日目最終日〕
　前夜のお仕事? の疲れを残し、全員眠たい目を擦り

ながら朝食を済ませバンテアイ・スレイへと、いざ出発。

　バンテアイ・スレイとは、アンコールトムから北に

約30キロ離れたところにあり、アンコール王朝の隆盛

期に建てられたもので、「女の砦」と言われ比較的小さ

な寺院です。テラライト（赤色砂岩）の建物の破風や壁

面には埋め尽くすよう

に彫刻が施され、その

細かな美しさは、アン

コール遺跡の中でも屈

指と言われています。

なかでも壁面に掘られ

た女神様は、フランス

の作家アンドレ・マル

ローが、その美しさに

魅せられて海外に持ち

出そうとして捕まった

と言ういわく付きのも

ので、「東洋のモナリザ」とよばれているようです。

　そのせいかガイドさんも、話す言葉一つ一つにとて

も気持ちが込められていました。

　この寺院も見るもの全てが素晴らしく神秘的で、我々

日本人が見慣れている日本の木造寺院の観念とは想像

を絶する迫力がありました。それと別に遺跡の建物に

挑戦するかのように、建物の柱や屋根に、大蛇のよう

に絡み付いている大樹（根）が印象的でした。1,000

年近くの自然と人間との闘争の後をまざまざと見せ付

カンボジア・アンコールワットの
世界遺産に圧倒される

青年部会海外研修会

その2

バンテアイ・スレイ

マレーシア

ベトナム

中国

ラオス

カンボジア

アンコールワット

タイ

ミャンマー

カンボジアの場所
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けられているようでした。この魅力はおそらくこの地

を訪れないと、理解できないのではないでしょう。我々

全員今まで体験したことのない、魅力にとりつかれた

ようでした。

　続いて、気分のいいまま、アジア最大の湖トンレサッ

ツプ近郊に向かいました。道中専用車で、現地に近づ

くと、川や湖の住民は漁業で生活を営んでいるようで

すが、ものすごい異臭が漂っていました。それもそのは

ず、発展途上の貧困を感じさせる光景が走っても走っ

ても続き、裸の子供が目立ちました。時々バラック（生

活している家）を覗くとテレビが見えて、聞くところ

によるとこのテレビが唯一の楽しみだそうです。季節

によって水かさが増すと、住めなくなるので、すぐに

引越しが出来るように簡単に造られていました。

　まもなく川岸にたどり着き、全員でボートにのりま

した。川は汚染されていて、カンボジアの生活感を感じ

ましたが、ここでも日本や韓国の援助で造られた学校

があり、最低限の教育は保られているそうです。遺跡め

ぐりとは異なり、違った意味で印象に残りました。

　湖を後にしてカンボジアを楽しめるマーケットへ向

かいました。やはり日本人と解ると他の国の人より、

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

10倍高く売りつけられるそうで、皆必死に喋れない

英語で交渉したようですが、結局全員日本人とばれて

いたそうです。もっと英語を勉強したいものです（全

員!!）。

　買い物も終わり最後の食事場所にむかいました。

街中のチャムタイ風の店で、現地にとけこんだ雰囲気

で、現地なべ料理を思う存分たのしみ、今までの思い

出を語りながら、沢山の感動をくれた喜びで、全員お

酒がすすみ最高に盛り上がりました。カンボジア　バ

ンザイ!!

　このままもう一晩過ごしたい気分になるのをこらえ

て空港に向かい、今回の海外研修のスケジュールは終

了となりました。世界遺産を見る喜びは、言葉で伝え

ることの限界を感じましたしこれを機会に世界中の

世界遺産を旅してみたい気持ちになりました。あの感

動、魅力をもう一度味わう為にも、一生懸命仕事に励

まなければと固く決心した次第です。

　最後に、部会長になると、なぜ変な帽子をかぶるの

か？ 私はこの数年、とても不思議に思っています。

皆さんお疲れ様でした。

（青年部会　幹事　宮井 晴史）
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　今夏は局地的な豪雨が毎夕各地を襲うようで、
晴れていても油断できない毎日です。
　恒例の青年部会家族交流会は、鹿浜の都市農業
公園内「レストランさくら」で開催いたしました。
　暑かった日中に比べ夕方には涼しい風と蝉の鳴
き声にホッとする公園内の会場には、５時半頃から
子連れの親子が続々と来場してきました。
　定刻６：00から野口副部会長の司会により開
会。堀口副会長からご挨拶をいただき、続いて白井
青年部会長、北澤女性部会長からそれぞれ挨拶の
後、そろそろノドが乾いたところで乾杯で開宴しま
した。ズラリ並んだ料理、焼鳥の煙、生ビールのお
かわり、子供達はアイスにジュースと、まずは口の
方からのサービスです。
　料理を食べ、腹も五分位で少し落ち着いたとこ
ろで子供対象の税金クイズ（西新井税務署提供）
で会場を盛り上げる。勝ち抜いたベスト４には特別
賞が贈られてニッコリ!  参加者全員には参加賞が

贈られました。それぞれのテーブルには一家族、二
家族と一緒に交流の輪が拡がっていきました。催し
が続き今度はビンゴゲームが始まり、テーブル上の
カードに一喜一憂。早くもリーチの声。続いてビン
ゴの声が出始めて、盛り沢山の賞品の山へ一目散。
　ビンゴゲームに続いて、女性部会フラダンスチー
ムの踊りが始まりました。夏の夜を彩る華やかな衣
裳、ハワイのムードに拍手、拍手！
　そして最後は大花火大会、役員が、土手の通路
に大きな花火を立て、何十本の花火に次々と点火、
シューッと空に火の輪ができ、子供達の歓声がコ
ダマします。川からの風に点火する役員の頭上に火
の粉がザーと降り掛り、熱い熱い！  熱気あふれる
花火大会も終わりにさしかかる頃から雨がポツポ
ツと来て、ものの５分もするとドシャ降りとなり、
レストランへ飛び込み雨宿り。
　交流会はほぼ終わっていたものの、閉会挨拶がで
きなかったのが心残りでしたが、無事終了しました。

青年部会

家族交流会
●平成 20年８月 20日（水）　午後５：30～８：30
●会場：都市農業公園内「レストラン さくら」

堀口副会長のご挨拶白井青年部会長のご挨拶 北澤女性部会長のご挨拶 司会の野口副部会長

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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エイ! あれ! 少し曲がったかな
バドミントンの次期オリン
ピック目指して 次々に上がる花火

華やかなフラダンス（女性部会） 女性部会の方々 女性部会の方 と々お孫さん

税金クイズ。さあ残ったベスト4! 女性部会の方々 女性部会の方 と々お孫さん

㈱トモエ塗装 後藤さんのご家族と
ワールド自興㈱ 青木さんのご家族

㈱トーホー 湯川さんのご家族
と㈱友広社 田村さんのご家族 ㈱ドンレミーの方々

㈱サポート 井上さんご家族
と友達の方々 ㈱晴光 宮井さんご一家

㈱足立鹿濱會館 橋本さんご一家 ㈱ふそう運搬社 渡邉さんご家族
八木トランステック㈱ 八木さ
んご一家 八木トランステック㈱の方々 ㈱晴光の方々

参加された会員と家族の皆様

楽しかった
催し物風景
楽しかった
催し物風景

会場風景

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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インターネットバンキングやATMでインターネットバンキングやATMで
源泉所得税が納付できます!源泉所得税が納付できます!

税務ニュース

　インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、次の手順で事前準備を行うことに
より、国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用した電子納税ができます。

─ご利用開始までの流れ──ご利用開始までの流れ─

　お取引の金融機関で「税金・各種料金払込みサービス」（ペイジー）が提
供されている必要がありますので、予め金融機関にご確認ください。
　なお、インターネットバンキング等の契約をしていなくても、ペイジー
マークの表示があるATMを利用して納税することができます。

①金融機関とインターネットバンキング等の契約をします

　「電子申告・納税等開始届出書」は、e-Taxホームページの「ご利用メ
ニュー」の「開始届出はこちら」メニューからオンラインで提出できます。オ
ンラインで提出した場合、利用者識別番号がオンラインで即時に発行されます。
※「電子申告・納税等開始届出書」は、書面でも提出できます。書面で提出した場合には、税務署
から利用者識別番号及び暗証番号を記載した通知書等が送付されます。

②所轄の税務署に開始届出書を提出して「利用者識別番号」を取得します。

　e-Taxソフト（e-Taxを利用するためのソフト）をインターネットに
接続したパソコンにインストールして、電子納税の手続を開始します。「電
子納税のしかた」は、次頁をご覧ください。
※e-Taxソフトは、e-Taxホームページからダウンロードしてください。詳しくは、e-Taxホー
ムページ（「e-Tax導入マニュアル」）をご覧ください。

③パソコンに e-Tax ソフトをインストールします。

●電子証明書を登録することにより、申告所得税、法人税、消費税及
び地方消費税などの電子申告や各種申請・届出の電子提出について
もご利用いただけます。

●電子証明書は、地方公共団体、法務省または民間の認証局等が発行
します。e-Taxで使用可能な電子証明書については、e-Taxホーム
ページをご覧ください。なお、電子証明書の具体的な取得方法及び費用については、各電
子証明書の発行機関へお尋ねください。

※ICカードタイプの電子証明書をご利用になる場合は、ICカードリーダが必要になります。

④電子証明書を登録します。（e-Taxを源泉所得税などの「電子納税」に限り利用する場合は不要です。）

詳しくは e-Tax ホームページwww.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
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税務ニュース

電子納税のしかた（源泉所得税）電子納税のしかた（源泉所得税）
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用のための事前準備の後、電子納税が可能となります。
インターネットバンキングやATMを利用した源泉所得税の納付のしかたは次のとおりです。

　インターネットバンキングのシステムにログインする
と、払込情報が画面に表示されます。払込情報を確認し、
払込を実行することにより、利用者の指定口座から払込
金額が払い込まれ、電子納税が完了します。
※納付期限内に徴収高計算書データを送信した場合であっても、電子納税
を期限後に行ったときは、期限後納付となりますのでご注意ください。

③金融機関への納付指図

　e-Taxソフト等を利用して徴収高計算書データを作成し
ます。
　開始届出書を提出し取得した「利用者識別番号」と
e-Taxに登録した「暗証番号」を用いてe-Taxにログイン
し、作成した徴収高計算書データを送信します。
※納付すべき税額がない場合（納付税額0円）の徴収高計
算書データについても送信することができます。

①徴収高計算書データの作成・送信

【お知らせ】
　給与所得等の所得税徴収高計算書（納付書）の用紙につきましては、原則として年末調整の時期に合わせて、源泉徴収義務者の
皆様に税務署から送付させていただいております。
　e-Taxを利用することにより納付書が不要となる方につきましては、e-Taxにより納付書データを作成する際に、「所得税徴収高計
算書用紙の送付の要否」欄の「1送付不要」を選択した上で、徴収高計算書データを送信していただくことにより、税務署からの納
付書の送付を省略させていただきます。

（注）金融機関によって画面は異なります。 

　e-Taxにログインし、利用者のメッセージボックスから「納付
区分番号通知確認（受信通知）」の表示を行います。
　画面の「インターネットバンキング」のボタンをクリックし、
画面の案内に従い、お取引の金融機関を選択します。
　なお、ATMを利用して納税する場合には、画面に表示された
「収納機関番号」及び「納付区分」をお控えの上、 ペイジー
マークの表示があるATMで納税してください。

②納付区分番号等の確認

　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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都税についてのお知らせ

平成20年11月から都税に関する公簿の閲覧及び平成20年11月から都税に関する公簿の閲覧及び
証明申請時の「本人確認方法」が変わりました!証明申請時の「本人確認方法」が変わりました!

都税ニュース

　主税局では、本人になりすまして、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止
し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、「本人確認」をより厳格な方法に変更しました。

《変更内容》
窓口で申請をされる場合
　これまでは、運転免許証、健康保険証などの身分を証明できる書類を1種類提示いただき、本
人確認を行っていましたが、今後は、申請される方の身分が証明できる書類のうち、次のいずれ
かの提示をお願いします。

申請される方は、次のいずれかを提示してください

申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類 申請される方の身分を証明できる
その他の本人名義の書類

A
顔写真付き

●運転免許証
●パスポート など

B
顔写真なし

●国民健康保険等の
被保険者証
●国民年金手帳 など

C
●納税通知書
●キャッシュカード
　など

Aから 1種類 Bから 2種類 BとCから
それぞれ 1種類

又は 又は

【例】
B 国民年金手帳＋　　納税通知書C C 納税通知書＋　　キャッシュカードC

郵送で申請をされる場合
ア：原則として、納税通知書送付先又は都税事務所に届けている住所（本店又は主たる事務所の
所在地）に転送不要郵便にて証明等を送付します。この場合「本人確認書類」等は不要です。

イ：上記ア以外へ送付を希望される場合は、手続き等について、所管する都税事務所へお問い合
わせください。

対象となる公簿と証明
【公簿】土地課税台帳　家屋課税台帳　償却資産課税台帳　土地・家屋名寄帳　など
【証明】納税（課税）証明（自動車税の継続検査用納税証明を除く）　固定資産評価証明　など

実施時期
・窓口での申請：11月4日（火）受付分から　・郵送による申請：11月1日（土）消印分から
※本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、必要と判断した場合は、口頭質問や電話確認等を行います。

【お問い合わせ先】足立都税事務所：電話 3882-2111（代）
（固定資産税に関する証明等）固定資産税係　（納税証明）徴収管理係

※Cから2種類は不可
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警視庁　西新井警察署警 察 だ よ り

飲酒運転による事故は
死亡事故につながる危険性

西新井警察署管内では、飲酒にからむ交通死亡事故が２件発生しています。

◆車両提供者、酒類提供者、同乗者にも罰則が設けられています。
◆飲んだら運転しない・車を貸さない・運転する者に酒を出さない、すすめない。
◆飲酒運転を大目にみることやかばうことは、飲酒運転の責任を負うことにな
ります。強い態度で制止して !!

◆ 近くに飲酒運転を常習としている家族、知人を知りませんか？

ドライバーの皆さんへ !!
道路交通法が平成20年６月１日から改正されました。

◆後部座席もシートベルト着用が義務付けられまし
た。高速道路、自動車専用道路で違反した場合、
運転者に行政処分基礎点数１点が付されます。

◆75歳以上の高齢者が普通自動車を運転する場合
は、高齢者運転者標識を前面と後面に表示しなけ
ればなりません。違反した場合反則金4,000円
行政処分の基礎点数１点が付されます。

ストップ !振り込め詐欺

特異な振り込め詐欺が発生しています。
● 手渡しによる振り込め詐欺
友人・会社の者などを装い、自宅を訪れ現金を受け取る。

● 宅配便、赤帽業者等を装った振り込め詐欺
宅配業者を装い、バイク等で訪れ現金を受け取る。

● エクスパック等利用振り込め詐欺
場所を指定して、エクスパックで現金を送らせる。

● バイク便業者を利用した振り込め詐欺
バイク便業者を自宅に赴かせ、現金を受け取らせる。

消 防 だ よ り 東京消防庁　西新井消防署

秋の火災予防運動 ─11月９日（日）～11月15日（土）─

備えよう 防火の心と 住警器

　建物から発生した火災のうち、居住関係用途から出火した火災（住
宅火災）は1,243件であり、全体の64.3パーセントと高い割合を占
めています｡
　その出火原因としては、たばこ及びガステーブル等の調理器具によ
るものが多く、それぞれ２割の割合を占めています。
　また、ストーブ等の暖房器具からの出火が増加しており、電気ストー
ブについては、39件増加しています。

　平成22年４月１日から設置が義務となる住宅用火災警報器です
が、奏功事例も多く報告されており、火災の早期発見に大変有効です。
　空気が乾燥し、火災多発期を迎える前に、住宅用火災警報器を設置
しましょう。

平成20年上半期の火災の特徴

住宅用火災警報器について

 西新井消防署  TEL 3853-0119　 FAX 3857-2369
 http:///www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html

 大師前出張所
 TEL 3886-0119

 上沼田出張所
 TEL 3855-0119

 本木出張所
 TEL 3889-0119

（東京消防庁管内）

住宅・共同住宅

64.3%
1,243件

建物用途別の火災状況
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11月中に西新井法人会会員の方に限り5,000円以上の
お買い上げで、ダンロップのグローブをプレゼント

※西新井法人会会員とスタッフにお伝えください｡
※サイズが無くなった場合はご了承ください｡

ゴルフサポート
〒121-0831

足立区舎人２－21－10
見沼代親水公園駅東口正面

セブンイレブン２F
TEL. 0120-165-622

営業時間　10：00～20：00あなたに合うゴルフクラブがイッパイ！

約1.5km先　　▲
東京ジャンボゴルフ

尾久橋通り

至日暮里 至鳩ヶ谷

見沼代親水公園駅　
バス停●

●
足立田園
クリニック

舎人1丁目▼
交差点　

▼舎人氷川神社
　交差点

日暮里・
舎人ライナー
見沼代親水公園

（セブンイレブン２F）



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 191 21



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 19122

第191号 平成20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.nishiarai.biz/

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

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 時間 場所

12 月２日（火） 14：00 ～16：00 法人会館

２月３日（火） 14：00 ～16：00 法人会館

月　日 時間 場所

11 月 11 日（火） 15：00 ～17：00 法人会館

１月 22 日（木） 15：00 ～17：00 法人会館

昨今の社会状況を憂いて!!
　局地的な豪雨・猛暑の夏も終わり秋へと移ってまいりました。
　原油高が諸物価の高騰を招き、米国のサブプライム問題
が世界の金融機関を暴落の谷に誘い込む。国の内外を問わ
ず憂慮すること、山積ながら…
　実りの秋です。新米、果物、虫の声や風や空。全てが私
達を癒してくれます。元気をいただいた巡りめくすばらしい季
節に、また会える様に、地球を大事に大切にして行きたい
と思います。
　山々の紅葉も、もうすぐです。心が元気であれば５、６歩
の足踏み状態から必ず脱却するでしょう。あせらず人間の英
知を信じて！！

（広報副委員長　小川 節子）

編 集 後 記
扇大橋とライナー橋 丸山 英雄

　扇大橋北詰からの風景は、土手沿いの一般道・その上を
またぐ尾久橋通り、またその上を行く首都高速、さらにラ
イナー橋が重り合うという、珍しい四層の風景が見られる
場所です。ライナー橋はあたかも龍が序々に高度を上げ天へ
昇って行くような、スリリングな光景でした。

切り絵講座②「下図」
　下図は模造紙のような白い大きな紙を使い、エンピツや
シャープペンシルで細部まで描き込みます。下図を描くとき
に注意していることは、切り残す部分。つまり完成作品で黒
くなる部分を、いかに多く残し、それを効果的に表現する
かです。また、切り残す部分は、すべてがつながっていなく
ては切り絵にならないので、下図の段階で注意深く描かな
ければなりません。

表紙のことば VOL.191

日付 11　　　　　月 場　所 日付 11　　　　　月 場　所

10（月） 女性部会 租税教室 横浜・相模原 19（水） 広報委員会 法人会館

11（火） 研修正副委員長会 法人会館 20（木） 組織委員会 法人会館

11（火） 新設法人説明会 法人会館 21（金） 全国青年の集い「長崎大会」 ホテルニュー長崎

13（木） 納税表彰式 法人会館 28（金） 社会貢献委員会 法人会館

14（金） 青・女正副部会長会 法人会館 日付 12　　　　　月 場　所

16（日）「税を考える週間」街頭広報 大師周辺・Ario周辺 ５（金） 源泉部会役員会 法人会館

18（火） 税制委員会 法人会館 11（木） 青年部会役員会 法人会館






