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　私の仕事は不動産業です。この職業
について約40年、独立をして24年に
なります。
　仕事柄、たくさんの方々に出会い、
お話を、お伺いさせて頂く機会に恵ま
れ、先輩の方・同年代の方・年下の方
とお会いさせて頂きました。
　そして、色々なお話を聞かせて頂く
中で、大変勉強になるお話や、感心さ
せられる出来事にふれる機会も多々ご
ざいました。
　私は、『企業は、人なり』ということ
に、近付こうと思い、邁進してきまし
た。そんな中で、昨今のニュース・新
聞等で取り上げられる殺伐とした事件
の数々、義理や人情のかけらもない出
来事。日本は、豊かさと共に無くしてし
まった何かが有るのかと、思っていたと
ころ、テレビで新渡戸稲造氏の事を取
り上げた番組を見て興味深く思い、新
渡戸稲造氏の「武士道」についての本
を買い読んだことを、書かせて頂きま
す。
　新渡戸稲造氏について、文久２年に
南部藩士、新渡戸十次郎の三男として
誕生。幼少期は、武士の家の子の教育
を受けて育つ。そして札幌農学校（後
の北海道大学）の２期生として入学し
学び、アメリカ・ドイツに渡って農政学
等を研究。帰国後、東京帝大教授、東
京女子大学長などを務めて、青年の教
育に情熱を注いだ。そんな新渡戸稲造
氏が、「武士道」を著すきっかけとなっ
た事件が、その冒頭にこのように記さ
れております。
　『1889年頃、ベルギーの法学者・ラヴ
レー氏の家で歓待を受けている時に宗
教の話題になった。ラヴレー氏に「あ
なたがたの学校には宗教教育というも
のがないのですか？」と尋ねられ、ない
と答えると「宗教なしで、いったいどの

ようにして子孫に道徳教育を授ける
のですか？」「善悪のみわけは、どう
する？」と繰り返された。新渡戸稲
造氏はその質問に愕然とし、即答で
きなかった。』
　その後、彼は現代日本の道徳観念
は封建制と武士道が根幹を成してい
ることに気付き、整理したものを書
物という形にして世に出すことにな
ったそうです。原著は1898年、アメ
リカ滞在中に英文で書かれたもの。
その後、日本語訳されたものがいく
つか出版されたそうです。
　《武士道は、正義・勇気・礼節・名
誉・忠義》の５徳であると、広く諸
外国に紹介されていると言う本です。
　たとえば、正義は、サムライの規
範の中で最も厳格な教えである。裏
取引や不正な行為ほど嫌われるもの
はなかった。
　私の幼少時分にも、この武士道は、
家風として引き継がれてきていたと
の記憶もあるが、近頃はだんだん薄
れてきた気がします。
　私も最近知りましたが、３年B組
金八先生という番組で、武田鉄矢氏
扮する先生が、述べている「人と言
う字は、人と人が支え合って出来て
いる」の台詞は、元々、新渡戸稲造
氏が、述べたものだそうです。この
言葉には、とても暖かみと、表現の
巧さを、感じたのを覚えておりまし
た。人間味のあ
る、心豊かな人
作りは、家庭・
地域の道徳教
育から、始まる
ものと実感して
います。
三笠書店文庫 
『武士道』

第３組織委員長　塚田　彰

武士道
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　近頃巷では「作法」なるものが流行っています。な
るほど考えてみれば「作法」とは、広義には、世の森
羅万象に通じ、狭義には、人が快適に生きていくため
の基本的教養の一つでもあります。その要諦は「相手
を思いやる心遣いと行動」と理解しますが、如何なも
のでありましょうか。そして驚くことにこの「作法」
は、所謂、畜生（動物）の世界にもあるらしく、それ
ぞれの種と群がこれにより整然と統御されているので
あります。
　法人会は誰のもの？、会員増強は何のため？、法人
会加入のメリットは？。……。毎年繰り返される鸚鵡
返しの不毛の論議。言わずものがな、知れたこと。法
人会は会員みんなのもの！。更に言わしめれば社会全
体（公益法人化）のもの！。会員増強は、団体の目的
を遂行するためのマンパワーの維持・強化！。そして
メリットは、十指に余る特典の数々。（すんご～い

っ！）
　西新井法人会「９年連続日本一」大いに結構、胸を
張りましょう。でも、ここで尤も大切なことは、始め
から「日本一ありき」ではなく、数多の先輩諸兄
（姉）方の血と汗と涙の永い永い努力の結果であると
いうことへの再確認。そして、法人会の存在意義と自
身の加盟意義の追認。これにメリットの本義が腹に納
まれば、将に鬼に金棒、「小笠原流『作法』免許皆伝」
になるのであります。（大爆笑っ！）後は、未加入法
人方に「作法」のお裾分け。楽しい仲間作りと異業種
交流の輪の充実のために、大いに楽しんでみません
か。……「法人会は、法人企業のスティタスシンボル」
と叫ぶ所以なのであります。……生意気言って「ゴメ
ンネッ♂！、ゴメンネッ♂！、ゴメンネェ～ッ♂！」

　民主党の圧勝に終った衆議院議員選挙で、鳩山内閣
が誕生して早くも2ケ月余が経ちました。
　政権公約（マニフェスト）の実施に向け、早くも各方
面の懸案事項の具体化が進み始めて、政権交代の成果
をアピールしています。早急に内政、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、昨年12月に発表されました公益
法人法の施行など、大きな変動があると想定されます。
　この様な情勢の下、我が法人会では、10月1日から
11月 30日までの 2ケ月間、会員増強運動に取り組んで
おります。「良き経営者を目指すものの団体」として、
本部役員、支部役員、3部会の幅広い活動で、加入率
アップを期待するところです。（本年度目標 80.2％）

　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、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、支部の役員の
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ご挨拶
とさせていただきます。

会員増強運動はじまる

「会員増強運動の作法！」
 西新井法人会第８組織委員長　岡　　健　次

会の基盤強化にご協力を！
 社団法人 西新井法人会会長　野　口　　節
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税を考える週間行事（平成21年度）

平成21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─

主催団体名 11月10日以前 11日～17日 18日以降13日 15日

六
団
体
共　同

11/13
納税表彰祝賀会
（法人会館）
17：00─18：30

街頭広報（西新井大師・
西新井駅周辺）
イータ着ぐるみ同行
12：00─14：15

税理士会
10/24─10/25
足立区消費生活展参加
無料相談
（エル・ソフィア）

無料相談
（アリオ２階）
10：30─14：30

納　連 中学生の税の作文審査会

中学生の税の作文展示
（アリオ２階）
10：00─22：00
※展示期間
（11/15─11/22）

中学生の税の作文賞状
伝達式
11/26又は 12/10
中学校長との座談会
（法人会館）

青申会

10/27
女性部・視察研修
（花王㈱墨田工場・日銀本店見学）
10/7─10/30
秋の地区別勉強会

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

10/6
署長講演会（法人会館）
10/10─10/11
あだち区民祭参加（荒川河川敷）
10/29
講演会（須田慎一郎氏）
（法人会館）

間税会

10/10─10/11
あだち区民祭参加（荒川河川敷）
日程調整中
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

酒販組合
きき酒会
（酒販事務所隣接地）
12：00─14：00

税務署
10/24─10/25
足立区消費生活展参加「e-Tax」コーナー等
（エル・ソフィア）

11/13
納税表彰式（法人会館）
15：30─17：30

街頭広報（西新井大師・
アリオ・西新井駅周辺）
12：00─14：15

※11/15の街頭広報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 19日
（木）

用紙配付　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

用紙配付　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20日
（金）

用紙配付　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

用紙配付　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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講演　『相続と相続税』
ブロック合同研修会／平成21年10月 6日（火）／西新井法人会館／講師　西新井税務署長　鍋内幸一氏

　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た。赤羽副会長の開会の辞に
続き、野口会長は挨拶の中で、「近づく、税を考える
週間のいろいろな行事に合わせて、会員増強、足立ま
つり等のご協力をお願いいたします」と述べられた。

いずれ来る問題に、前向きに…

　相続税は、一定の金額を超えて相続財産を取得した
場合に課される税金です。この一定の金額を基礎控除
額と呼び、「5,000 万円＋（1,000 万円×法定相続人の
数）」で計算されます。そこで、相続税については、
まず基礎控除額を確認し、相続財産が基礎控除額を超
えるようであれば事前に財産の内容を確認・検討して
おくもとも必要です。
　具体的な検討例として、相続財産の中に会社への貸
付金がある場合には、相続開始前に会社に対する債権
放棄や現物出資を行うことなどが考えられますが、当
該法人の株式評価の変動、純資産の状況（債務超過か
否か）等により影響が異なります。また、孫と養子縁
組をすることで孫へ相続・遺贈させることは、親→
子、子→孫の２回の相続が１回で済むが、安易な養子
縁組により家族関係に問題が生じるなど、将来に禍根

を残さないよう十分に注意が必要ではない
でしょうか。

税額の多寡だけでなく、多面的な検討を

　不動産の場合、土地の相続税評価額は、路
線価によって算出され、建物は固定資産税評価額
で評価されます。なお、相続税の対策として、被相続
人が生前に借入金で賃貸マンションを建築する方法が
ありますが、この場合、土地・建物の相続税評価額の
減額は見込めますが、土地・建物の取得に係る借入金
の返済や、空き室による収入減にも留意しなければな
りません。
　ゴルフ会員権は、通常の取引価格の７割に評価され
ますので、相続財産として現金・預金をゴルフ会員権
に替えることも可能ではありますが、価格変動の危険
性もあります。
　株式については、同族会社の株式など、事業承継税
制による相続税の納税猶予の特例を使う方法もありま
すが、特例を使わないまでも、相続開始前に贈与を受
けておくことも考えられます。
　相続税の納税方法は、金銭で行われるのが原則です
が、資産のほとんどが不動産で金銭での納付が困難で
ある場合、物納の制度を利用できる場合があります。
ただし、物納が良いか、あるいは売却して納めるほう
が良いかはケースバイケースで考える必要があります。
　相続税についていくつかの事例を挙げて解説され、
「相続税の節税を考える場合は、単にそのときの税額
の多寡だけで判断するのではなく、多面的な検討が必
要である」と結ばれました。
　講演会は渡辺副会長の閉会の辞で閉じ、懇親会が行
われました。

ブロック

合同研修会

開会挨拶をする赤羽担当副会長熱演の鍋内署長

満席の講演会場 熱心に聴講
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　９月３日曇空の中　江北支部 35 名扇支部
40 名を乗せた各バスが４時 45 分各集合場
所より出発！横浜山下公園乗船場に向かう
車中で「相続税」のビデオによる研修を行い
ました。思ったより渋滞がなく予定の１時間前

に到着しました。
　バスから降りると海風が私達を歓迎してくれました。
　出航の 30 分前にレストランシップ「マリンルー
ジュ」総トン数 683 トン最大収容人数 312 名に乗船し
２Fの「セレッソ」という部屋に向いました。
　全員席に着くと塚崎第５ブロッ
ク長、長谷川扇支部長、安達江北
支部長のご挨拶、そして石井本部
相談役の乾杯で始まりました。船
内からしか望めない横浜の夜景を
楽しみながら出発─。
　ビュッフェスタイルの料理は、
あっという間に人だかり！ビール

に、ワイン、焼酎 etc…飲み放題！ みなさん楽しく
和気あいあい！そして恒例のカラオケが始まり日頃の
練習の成果がしっかり響き渡りました。あっという間
の２時間が近づき何人かの方がスカイデッキに行って
いましたが、みなさんさわやかな潮風と横浜の夜景を
一望しながら、最高！とよろこんでいただきました。
そして無事降船し出発地へ到着解参しました。今回の
企画をしてくださった担当役員の方々、本当にありが
とうございました。
　そしてお疲れ様でした。 （広報委員　神林京子）

オシャレで豪華な白い船。夜の横浜港ディナークルーズ
江北支部／平成21年9月3日（木）

　秋晴れの１日、支部会員 43 名により親睦会を兼ね
た税務研修会を実施しました。
　８時 30 分に城北信用金庫新田支店を出発し、茨城
県千代田にある梨狩り園までの約１時間半の間、バス
の中で研修会を開催しました。「交際費をめぐる税務」
と「有利な申告の方法」のビデオ研修の後「経費削
減！ 電話料金を見直してみませんか？」と「e-Tax
利用のご案内」のパンフレットを配布し、岡健次第８
ブロック長より詳しく説明して頂きました。

　45分程の梨狩り
の後、11時半より大
洗ホテルにて一室広
間を貸切りの昼食と
親睦会を約３時間、
和気あいあいと楽し
む事が出来ました。

　帰路の途中那珂港で海鮮の買物をして、高速道路は
少々渋滞はしたものの午後６時半には新田に到着しま
した。大変充実した１日で、来年も何か案を作り実施
したいと思っております。
 （広報委員　安藤勇三）

《日帰りバス研修》秋晴れの梨狩り
新田支部／平成21年9月6日（日）

大洗ホテル庭園前にて集合写真梨狩り

ブロック

支部・部会

研修会

楽しい一刻！
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《日帰りバス研修》137 名参加でハワイアンショー
入谷支部／平成21年8月18日（火）

《日帰りバス研修》都庁 45 階からのパノラマ
関原支部／平成21年9月27日（日）

　シルバーウィークという今年初の秋の大型連休も過
ぎた日、ゆっくりと午後の出発で、バス内でビデオ研
修を行って、都庁へ向かいました。子供４人を含め総
勢 48 人は、45 階の展望台で関東一円を見渡し、売店
や２階の宮崎県の特産品や、高級な切子のグラスが沢
山並んでいる東京名産の数々の中からお土産を選び、
品川のアクアスタジアムへ到着。以前、時間の関係で

見る事の出来なかった、イルカとアシカのショーを驚
きと歓声を上げ、子供より大人が喜んでいた様子が印
象的でした。空腹をかかえ品川プリンスホテルでは、
評判の 80 種類のバイキングに挑戦？ 丁度北海道フェ
アー開催されていて各テーブルにはカニやローストビ
ーフがいっぱいの楽しくて幸せな秋の夜でした。
 （広報委員　浅井寛子）

　景気払いと食事会を兼ねた支部恒例の研修会は、８
月 18 日に会員、従業員、総勢 41 社 137 名が参加バス
３台で午後４時入谷を出発。ブロック長、小金井支部
長の話が終わりバイキング場所へと、多種の食べ物、
飲み物を両手に右往左往の忙しさ、ハワイアン、ショ
ーにうっとり、久しぶりに合う顔毎日合う顔、短い時
間でしたが和気あいあい、又、会う日を約束し夜風を

ハワイアンショーにうっとり

受けて帰路に着く。
 （広報委員　鈴木喜久雄）

普通の顔です

もういいか（酔いか）

まだ飲む？

東京都庁舎をバックに

ブロック

支部・部会

研修会
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木更津金田海岸で潮干狩り。アサリ、蛤がザックザク
興野支部／平成21年7月5日（日）

会員増強推進運動出陣式……目指そう「加入率向上」
伊興第一支部／平成21年9月17日（木）

　千葉県木更津市金田海岸に日帰り研修旅
行をしました。
　総勢 35 名、観光バスで朝８時に出発し、
首都高速、東関東自動車道を通り 10 時 30 分
に到着。７月とあってとても暑い中ではありま

したが、約１時間半かけて潮干狩りを行い、アサ
リや蛤などをたくさん採ってみんな満足。その後、隣
接するホテル三日月　竜宮城で食事、入浴をして日ご
ろの疲れを癒し、会員間の親睦を深めたとても有意義
な旅行になりました。
　午後２時 30 分にホテルを出発し、帰路はアクアラ
インを通り、途中の海ほたるパーキングエリアで休憩
し、車内で当支部会員の高山のぶゆき区議から区政報

告を受け、午後５時には興野に戻ってきました。
 （支部員広報代行　関根　毅）

　まだ日中の暑さが残る中、伊興第
１支部の会員増強出陣式が西新井
税務署、八巻上席をお迎えして
開催されました。加藤ブロック
長の挨拶に次いで八巻上席より
ご挨拶を頂き、併せて「e-Tax 利
用と今後の普及推進」の説明があ
り、法人税等の申告においても普
及・拡大を図る為、顧問税理士先
生に「e-Tax」の代理申告・送信を依頼していただき
たいと話されました。

　早速、会員増
強推進運動につ
いて、星野支部
長より説明があ
りました。その
中で、当支部の
「加入率向上を
目指してがんばろう」と力強い発言があり、参加者全
員にその意気込みが伝わり、今後の推進運動に弾みが
つきました。
 （広報委員　中村　操）

アサリ、ハマグリをお土産に

会員増強運動の説明
をする星野支部長

意気上がる出陣式

ご用命の際は、西新井法人会会員であることをお伝え下さい。
優遇価格で承ります。

スクールアルバム・学校案内・写真による自分史
一般商業印刷物／会社案内・会社周年記念誌・ＤＭ・名刺など

株式会社トーコロ
〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目32番9号

スクールアルバム・学校案内・写真による自分史
般商業印刷物／会社案内 会社周年記念誌 ＤＭ 名刺など

03-3852-1211

URL ● http://www.tocollo.co.jp　E-mail ● webmaster@tocollo.co.jp

お問い合せ
本社 営業部
千葉まで

SCHOOL ALBUM

ブロック

支部・部会

研修会
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《日帰りバス研修》ふたたびの八ヶ岳
谷在家・皿沼支部／平成21年9月12日（土）

　皿沼、谷在家と２ヶ所のポイントより乗り込んだ参
加者はギッシリと 45 名。早朝７時 30 分からスムーズ
にバスは進行。車内はすでにヒート up。旅は大人も
高揚させる様ですネ。
　役員一同は打ち合せ通り「心一つ」にしての行動、
早速ビデオによる研修「なるほど！新事業承継税制」。
　大多数の中小企業が抱える身近な問題だけに皆様も
真剣に見入っておりました。
　バスは次々と予定をクリアし八ヶ岳へと。あいにく
今回は雨。ネライは「秋晴に爽やかな空気の中、木々
の緑、空の青、見渡す山々の尾根に向い高原のイオン
を思い切り吸い込む」はずだったのに。車窓からの八
ヶ岳はぼやけてます。
　足早に傘をたたみ、昼食会場へ吸い込まれる一同
は、ほうとう料理をいただき、前回にも勝るサービス
と各業者さんからの数々のおみやげに満足。
　これもひとえに担当旅行会社「エリート観光」さん

の御尽力の賜物かと思われます。皆で感謝です。
　更に見学は「サントリー工場」。東京ドーム 40～60
個分程の広大な私有地にそれぞれの広品基地が点在し
ておりました。森を育て、水を生かす環境の中から健
康食品等が研究開発されていく企業のコンセプトを知
り安心しました。
　時間が許すなら、森を歩き、ゆっくりとたっぷり
と、マイナスイオン浴びたい場所でした。
　我が支部恒例のお楽しみは「ビンゴゲーム」。現地
調達品と御芳先の品々で楽しみ、車中は開放感で充
満。
　渋滞もなく、長い１日でしたが、45 名無事に到着。
雨の中おみやげの数々に埋れながら家路に着きまし
た。
 （広報副委員長　小川節子）

八ヶ岳研修の思い出に

11

ブロック

支部・部会

研修会

雨も風情があるわ！
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　毎年恒例の源泉部会日帰り研修会が参加者 24 名で
行われました。8時、西新井税務署前を大型バス 1台
で出発し、今年の目的地は日光方面です。早速、車内
でビデオ研修、PHP 研究所編集「若手社員をやる気
にさせる方法」と「気くばりのすすめ」。続いて、税
務署担当統括官作成による税金クイズ 10 問。例年よ
り平易だったので満点者 1名を含め、成績優秀者が続
出しました。
　最初の見学地は日光の造り酒屋 ㈱渡辺佐平商店で、
日本酒の製造工程見学と試飲。天保 13年（1842 年）創

業の南部杜氏精醸所での日本酒雑学史受講の後、純米
大吟醸酒を始めとする5種の飲み放題は大盛況でした。
　そして、鬼怒川温泉あさやホテルでの昼食と燦々と
ふりそそぐ秋日和の下での空中庭園露天船形風呂「昇
龍の湯」での醍醐味。
　帰路、栃木市太平山での巨峰狩りをしてお土産を入
手。今年も秋の一日、源泉部会会員による研鑽と親睦
を深めた有意義な日帰り研修会でした。来年、更に多
くの会員の皆様のご参加をお待ち致します。
 （源泉部会　幹事　石井幸男）

ブロック

支部・部会

研修会

第 33 回会員増強出陣式…威勢よく「一本締」で
扇・江北支部／平成21年10月 1日（木）

江北・扇支部　出陣式風景

会員増強出陣式が、扇支部 18 名、江北支部
14 名参加の中「やぐるま」にて６時 30 分
より行なわれました。会議の後の懇親会の
中締は、三本締めで終るのですが、今回は

「えいえいおー！」と一本で締め威勢のいい掛
け声で、終了しました。 （広報委員　神林京子）

秋空の下、税務研修・会食・入浴・ブドウ狩り
源泉部会／平成21年9月16日（水）／日帰り研修会
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　恒例の青年部会家族交流会は、鹿浜の都市農業公園
内の「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から涼しい風と蝉の鳴き声に
ホッとする会場内には５時 30分過ぎから子連れの親子
やお孫さん連れの方々が続々とつめかけてきました。
　定刻の６：00から野口副部会長の司会により開会。堀
口副会長のご挨拶、続いて白井部会長、北澤女性部会長
からそれぞれご挨拶をいただき、そろそろノドが乾いた
ところで鈴島顧問の乾杯で開宴しました。ズラリと並ん
だ料理、焼鳥の煙、生ビール、枝豆、子供達は料理とア
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、お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（西新井税務署協力）で会
場が盛り上がる。二者択一の問題は、大人も考えない
とムズかしい問題もあり、会場は笑いの渦。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
料理がイッパイ。１家族、２家族が同じテーブルで交流
の輪が広がっていきました。

　催しは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、盛り沢山の商品の山へ一目散。子供
は欲がないのか自分の欲しいオモチャに手を出すと遠く
から親の声が響き、それじゃなくてそっちの○○をと大
声。ワーワーとビンゴ達成で場内は沸き立ちました。
　ビンゴゲームに続いて、女性部会恒例のフラダンス
が登場。衣装も新装され、あでやかなチームが並び、
ハワイアンムードに包まれ最高潮。夏の夜を彩る華やか
な踊りと衣装に、ハワイのムードに拍手、拍手！
　そしてフィナーレは青年部会苦心の大花火大会。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出来て、子供達
の歓声がコダマします。苦心のナイアガラは今年初め
て実施。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、熱い熱いの一言。熱気あふれる花火
大会も終りに近づき、最後は大輪の花で終了しました。
　時間通りの進行で、無事終了。午後８時 40分会場を
後にしました。

青年部会 家族交流会
・平成 21年８月 19日（水）午後 6：00～8：30
・会場：都市農業公園内「レストランさくら」

堀口担当副会長の挨拶 北澤女性部会長の挨拶鈴島青年部会顧問の乾杯 白井青年部会長の挨拶

八木さんグループ子沢山？影山さんご一家

後藤さんご一家 青木さんご一家
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ドレにしようかな？

ボクはアレ、私はそれ！

ホット一息の役員

菊池さん、浅井さんご一家

好評の女性部会フラダンス

浅井さんとお孫さん

松崎さん夫妻加藤さんご一家

ジャンケンゲーム優勝の影山○○さん

熱気溢れるジャンケンゲーム

花火大会の一場面

渡邉さんご一家

子供税金クイズ　正解は①かな②かな？ 決勝戦

野口さんご一家

女性部会フラダンスチーム
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　今年は予報通り、２日間は好天に恵まれそうだ。初
日の 10 日（土）は荒川河川敷虹の広場に、社会貢献
委員会、青年部会、女性部会は、午前８時 30 分に役
員 20 名程が集合し、程なく鉢花を満載した足立の花
市場から鉢花が運ばれてきました。
　皆でリレー方式で鉢花をトラックからおろし、地面
に並べると一面の花畠が出現しました。
　女性部会員が早速、机や椅子を並べて、作業台と
し、ビニール袋に税のマンガ本、税務署からのチラシ
と鉢花をセットにする作業に入りました。午前 11 時
のオープニングまでは時間はタップリ！
　税金クイズは西新井税務署、足立都税事務所、足立
区課税課から各 10 問づつ作成いただき２問づつをワ
ンセットに５種類の用紙に６問を設定、来場者に挑戦

してもらいました。
　税金クイズと鉢花の配布は好評で、開始時間前から
ブースの前は長蛇の列が出来、係員がロープで列の整
理を行い土手の上まで並び整理に汗だく。並んでいる
間にクイズ配布係、ペンシル配布係、列の整理係と大
わらわでした。
　午前 11 時過ぎには、鍋内西新井税務署長や谷口副
署長ほか署の幹部の方々が見え、半纏を着てクイズの
採点に参加し、大盛況に驚くことしきりでした。
　また足立法人会青年部と協力して、子供対象の租税
教室を開催。税金クイズに参加した子供達には、ウマ
イ棒などの菓子としゃぼん玉セットを贈呈し、大変喜
ばれました。午後からも好天に恵まれて人出も最高と
なり、２日間で 50万人を数えました。

大好評の税金クイズと鉢花2,500鉢を贈呈！

鍋内署長を囲んで記念撮影

社会貢献委員会・青
年部会・女性部会

平成21年10月
10日（土）～12日（

日）

A-Festa
2009ああだだちち

ままつつりり
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さあ、２日間頑張ろうと堀口副会長の挨拶

女性部会の強力なメンバー

税金クイズの採点をする奥から鍋内署長、小野寺副署
長、谷口副署長

税金クイズ、この問題は？

野口会長のご挨拶

税金クイズ採点風景税金クイズに土手の上まで並んだ区民

鉢花の山 税の資料と鉢花のセットをつくる会員

税金クイズで鉢花もらっちゃったわ ロープで行列を整理する役員たち 子供税金クイズに青年部会員が、一生懸命！
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平成20年10月1日以後開始する事業年度から、
法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要です

〈減額の対象となる住宅〉 〈減額の年度と額〉
省エネ（熱損失防止）改修をした住宅にかかる固定資産税が減額されます

〈減額の対象となる住宅〉 〈減額の年度と額〉
バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税が減額されます

－都税についてのお知らせ－
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警 察 だ よ り 警視庁　西新井警察署

自転車もルールを守ろう

安全ルールを守る

自転車の禁止行為　『罰則五万円以下の罰金』
◆　 傘さしや物を持つ等の運転の禁止
◆　 携帯電話で話したり、画像を注視しながらの運転の禁止
◆　夜間のおける無灯火運転の禁止
◆　飲酒運転（酒酔いの場合）５年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ひったくり被害防止三原則を守り被害にあわないよう気をつけましょう
　※　バイクへの振り向き確認
　※　バッグの建物側携行
　※　ひったくり防犯ネットの装着

ひったくり特別警戒実施中

東京消防庁　西新井消防署消 防 署 だ よ り

自転車がからむ事故が、最近増加中
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　平成４年度以降、一定の場合を除いて適用が停止さ
れていた「欠損金の繰戻し還付制度」が、昨今の景気
悪化の影響により平成 21 年度税制改正で復活しまし
た。資本金１億円以下の法人がその対象とされ、平成
21 年２月１日以後終了する事業年度から適用可能と
なっています。

　（１）概要
　繰戻し還付制度は、当期が欠損の生じた事業年度の
場合、その欠損金をその直前期（欠損事業年度の開始
日前１年以内に開始した事業年度）の所得に繰り戻し
てその直前期に納付した法人税額の全部又は一部の還
付を請求することができる制度です。また直前期の所
得を上回る部分の欠損金額は翌期以降７年間繰越控除
することができます。

　（２）還付金額の計算式
 当期の欠損金額　
還付請求金額＝直前期の法人税額×

直前期の所得金額
（注）当期の欠損金額は、直前期の所得金額を限度と
します。

（計算例）

※１　前期法人税額 236 万円（800 万円×22％＋（1,000
万円－800 万円）×30％）

※２　残る200 万円の欠損金額は７年間の繰越控除可

所得金額

1,000万円

1,000万円

当　期
前期

200万円
欠損金額1,200万円

1,000万円
1,000万円

還付請求金額＝236万円× ＝236万円

　（３）適用にあたってのポイント
①　この制度は欠損金の繰越控除との選択適用となり
ます。繰戻還付と繰越控除の有利、不利は検討段階で
は一概には言えません。
　資金繰りや翌期の業績見通し等を考慮に入れた幅広
い検討が必要になると思われます。
②　繰戻し還付は法人税のみ適用になり、地方税には
この制度は適用されません。
③　この制度は連続して青色確定申告書を提出し、欠
損事業年度においては期限内に青色申確定申告書と還
付請求書の提出が要件となっています。
　判断にあたっては、担当税理士とよく相談されるこ
とをお薦めいたします。

欠損金の繰戻し還付制度の復活について
 東京税理士会　西新井支部
 税理士　昼間　直樹
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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。★

月　　日 時　　間 場　所
1月 21日（木） 15：00～17：00 法人会館
3月 18日（木） 15：00～17：00 法人会館

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 3日（木） 14：00～16：00 法人会館
2月 3日（木） 14：00～16：00 法人会館

し の ン ォ ー ョ催 も イ フ メ シ ン

日付 12月 場所
3日（木） ブロック長、支部長会 法人会館

4日（金） 決算法人説明会 法人会館

7日（月） 青年部会役員会 法人会館

表紙のことば
「江北橋」
　西新井駅から大師前を通り王子・池袋へと続くバス
路線の中間に、豊富な水量を誇る荒川が悠々と流れて
いる。その荒川に平行に架かる2本の橋が、一般道の
江北橋と首都高速の江北橋である。2つの橋は絶妙のバ
ランスでお互いの姿を引き立て合っている。橋の上から
は都心の高層ビルが遠くに見え、振り返ると川口市の高
層マンションが大きく見える。土手の内側には河川敷の
ゴルフコースがあり、その横には東京湾の河口から続く
サイクリングコースがある最高のロケーションであった。

切り絵講座⑧
　すべてを切り終えて和紙の鮮やかな色
に彩られた作品は、絵の具を薄く控えめ
に着色した背景となる台紙に貼って完成
となります。
　作品と額のガラス面の間に隙間ができな
いようにするために、ガラス面に作品が密
着するようなシンプルなものを選びます。

編　集　後　記
　９月にブロック合同研修会で、ディナークルーズを
体験しました。10 月にはお友達とサンセットクルー
ズに行ってきました。が、とても盛況で、不景気ムー
ドなんかどこへやら…。何度乗船しても、ムードはい
い！
夜景は、心を癒すのでしょうか。（広報委員　神林京子）

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。

法人会員の税務無料相談室
　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
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日付 11月 場所
5日（木） 定例理事会 法人会館

6日（金） 源泉部会役員会 法人会館

9日（月） 青年部会役員会 法人会館

15日（日）「税を考える週間」街頭広報 西新井・アリオ

18日（水） 青年・女性部会
設立 30周年記念式典 法人会館

24日（火） 広報委員会 法人会館






