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　暑中お見舞い申し上げます。毎日
暑い日々が続きますね。地球規模で
の温暖化、加えてそれに伴う気象変
動について考えさせられる日々で
す。
　毎号皆さんに読んでいただいてい
るこの『西新井法人会報』ですが、
おかげさまをもちまして、今号で
201 号達しました。ここまで発行を
続けられましたのは、歴代の広報委
員のご尽力ももちろんのことです
が、会員の皆様を始め、役員並びに
税務当局や友誼団体の皆様のご理解
とご協力のおかげだと思っておりま
す。
　毎号掲載の「巻頭コラム」は、第
170 号（平成 17 年５月発行）からス
タートし、副会長・常任理事の皆さ
んに執筆していただき、一巡して、
とうとう私の番になりました。皆さ
んが書かれたコラムを改めて読み返
しますと、各人の趣味や文章の特徴
が感じられてとても味わい深いもの
があります。
　さて、私はこの場を借りて昨年度
の法人会活動について、自分なりに
振り返ってみたいと思います。
　昨年５月の総会では役員改選が行
われ、新たなスタートを切りまし
た。７月の「西新井税務署幹部職員
と法人会役員との名刺交換」、10 月
には、組織委員会主催による「署長
講演会」、「足立区民まつり」への社

会貢献委員会・青年部会・女性部会
合同での参加。「税を考える週間」
では、経済ジャーナリストの須田慎
一郎氏を招いての講演会や、役員一
丸となって行った「街頭広報」が記
憶に新しいところです。
　第 33 次会員増強運動では、景気
の影響もあり、どの支部も大変苦戦
されたとうかがっております。それ
でも全体で 79.0％という加入率を記
録できたのは、偏にブロック長・支
部長を中心とした支部役員の熱意と
行動力の賜だと思っております。　
　また、３月開催の第 32 回一泊研
修会（目的地：群馬県・草津温泉）
には、403 名という大勢の参加をい
ただき、バス 10 台を連ねて各地を
見学しました。
　今後の法人会活動を望むに、課題
として一番にあげられるのは、新公
益法人制度の施行に伴う、法人会の
あり方だと思います。「公益社団法
人」または「一般社団法人」のいず
れかを選択するにしても、定款等の
整備が必要になることは必至であり
ます。
　今後、会員各位の更なるご理解と
ご協力を賜りながら、時代環境の要
請に適合した法人会のあり方と理念
を、共に模索してまいりたいと存じ
ます。
　今後とも何卒宜しくお願い申し上
げます。

会長　野口　節

「ともに法人会の
 あり方の模索を…」
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出席した会員の方々 祝賀会の中締め

　午後４時、藤沼総務副委員
長の司会進行により、第 34
回通常総会が開会しました。
議事に入る前に司会者から以
下のような定足数の報告があ
りました。本日現在、会員総
数 5,464 社、出席会員数 181
社、委任状提出会員数 2,987
社、議決権総数 3,168 社となり、過半数の議決権数に
達したので本総会は適法に成立した旨発表がありまし
た。次いで、規約の定めにより野口会長が議長席に着
き、議事に入りました。
　第１号議案「議事録署名人選任の件」を諮ったとこ
ろ、議長一任の声があり、議長より岡健次氏、塚﨑文
夫氏が指命され、選任されました。
　第２号議案「平成 21 年度事業報告承認の件」を議
長指名によって小倉総務委員長から、概況報告と事業
実施報告があり承認可決されました。［詳細は、P5～
P6 参照］
　第３号議案「平成 21 年度収支決算並びに監査報告
承認の件」が上程され、「収支決算報告」を議長指名
により、土屋財務委員長が提案、次いで、「監査報告」
を久保田監事がそれぞれ報告し承認可決されました。

　第４号議案「平成 22 年度事業計画（案）承認の件」
を鈴木副会長が［詳細は P7参照］、第５号議案「平成
22 年度収支予算（案）承認の件」を浅野副会長が議長
指命により提案し、それぞれ承認可決されました。
　第１号議案から第５号議案まで、すべての議案が承
認可決され、全議事が滞りなく終了、森田副会長の閉
会のことばで午後５時 40 分、総会は終了しました。

第 34 回　西新井法人会通常総会
日時：平成 22 年５月 21 日（金）午後４時開始　　会場：西新井法人会館

◆会員総数5,464社　◆総会出席会員181社　◆委任状提出会員2,987社　◆議決権総数3,168社

挨拶する野口会長

〈ご来賓の方々〉

西新井税務署 署長　鍋内幸一殿

足立都税事務所 所長　高橋尚之殿

東京税理士会西新井支部 支部長　安藤政利殿

西新井税務署 副署長　谷口哲也殿

西新井税務署 法人課税第１部門 統括官 

 早野喜良殿　

大同生命保険㈱上野支社 支社長　石川浩一殿

祝辞を述べる鍋内署長 ご来賓の方々
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　会員増強表彰式は小倉総務委員長と新藤事務局長の
司会で始まり、赤羽副会長から「この度の会員増強運
動は経済不況の中、ブロック長・支部長を中心に支部
役員はじめ多方面の方々のご協力を得まして、79.0％
と、会員 5,000 社以上の大規模単位会では 10 年連続
全国第 1位、更に㈳東京法人会連合会内では 12 年連
続日本一の会員加入率を達成しました。皆様のご努力
に対して厚く感謝申し上げます」とのご挨拶をいただ
きました。
　続いて、安江第７組織委員長から第 33 次会員増強
結果報告と、小倉総務委員長から表彰事項に関する説
明の後、表彰状並びに感謝状の授与があり、各部門の
代表へ野口会長から贈呈されました。

会員増強表彰 ･会費自動振替表彰　～ブロック・支部・個人受彰者～

会員増強表彰を受ける
関支部長（谷在家･皿沼支部）

赤羽副会長

安江第７組織委員長

会員増強表彰を受ける塚﨑第５組織委員長

会員増強表彰を受ける
長谷川支部長（扇支部）

会員増強表彰を受ける
和知支部長（梅島支部）

会員増強 ･部会表彰の
白井部会長（青年部会）

会長特別賞を受賞された
宮井晴史殿（西新井本町支部）

第33次 会員増強表彰式第33次 会員増強表彰式

ブロック賞（イ）ブロック 80％維持賞
第５ブロック、第６ブロック
第８ブロック 以上３ブロック殿

（ロ）会費自動振替上位賞
第１位　　第５ブロック
第２位　　第４ブロック
第３位　　第８ブロック 以上３ブロック殿

支部表彰並びに支部賞
維持表彰
伊興第二支部、西新井第二支部、島根栗原支部、
谷在家皿沼支部、扇支部、西新井本町支部、
興野支部、梅島支部 以上８支部殿

加入率 80％以上表彰
北足立市場支部、伊興第一支部、伊興第二支部、
西新井第一支部、鹿浜支部、江北支部、本木支部、
関原支部、興野支部、新田支部、宮城支部、
小台支部 以上 12 支部殿

会費自動振替表彰
・95％維持表彰
　伊興第二支部、西新井第一支部、谷在家皿沼支部、
　堀之内椿江北支部、江北支部、関原支部、
　興野支部、宮城支部、小台支部 以上９支部殿
・100％達成特別賞
　谷在家皿沼支部 以上１支部殿

個人表彰 表彰状　　　　（順不同）
足立成和信用金庫入谷支店 大畠健二　殿
城北信用金庫入谷舎人支店 柳沼千春　殿
㈲佐々木吹付工業 佐々木平四郎　殿
㈱マック 加藤久男　殿
㈲元井石材店 元井一寿　殿
㈱三栄 斎藤外次郎　殿
米川商事㈲ 米川　豊　殿
朝日信用金庫西新井支店 茂木繁夫　殿
㈱織戸家具店 織戸基彦　殿

㈱ベアーズアリタ 熊倉正夫　殿
㈱バース金属 井上温雄　殿
瀧野川信用金庫足立支店 山崎二三夫　殿
㈲はせがわ 長谷川健二　殿
㈲川重倉庫 川名一重　殿
瀧野川信用金庫扇支店 本多秀治　殿
朝日信用金庫足立支店 桝内英雄　殿
㈲藤井工業 藤井清隆　殿
足立成和信用金庫本木関原支店 平田喜男　殿
㈱晴光 宮井晴史　殿
日成商事㈲ 茂木　繁　殿
㈱直井商店 直井英忠　殿
大同生命㈱上野支社 立松冬蘭　殿 以上 22 名

個人表彰 感謝状　　　　（順不同）
㈲金倉工業所 今井金雄　殿
友建工業㈱ 間宮ちか　殿
㈲山崎保険事務所 山崎純徳　殿
㈲丸増工務店 増田寄雄　殿
㈱ SOHO通信システム 久保和代　殿
㈲こば興業 鈴木俊明　殿
㈲大原化成 大原　斉　殿
㈱大邦 江川浩子　殿
㈲リトルガーデンパープル 浅井寛子　殿
㈱よろず自動車 市川征男　殿
㈱共和パッケージ 和知昭夫　殿
㈲櫻井ホームサービス 櫻井要一郎　殿
㈲ブリッジーワン 牛込成年　殿
㈲豊島商会 豊島和憲　殿
清水紙器工業 清水栄市　殿
㈱サンセーコー 田山重雄　殿 以上 16 名

　部会表彰　　　青年部会（９社加入）

　会長特別賞　　西新井本町支部 宮井晴史　殿
　　　　　　　　　　㈱晴光
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　平成 21 年度の我が国の経済は、世界経済が回復基
調にある中、未だ足取りは重く、５月に発表された
GDP（国内総生産）は戦後最悪水準を記録しました。
その一方で失業率は過去最悪の 5.7％にのぼり、雇用
情勢の悪化が深刻な社会問題となっています。
　また、８月の衆議院総選挙では、政権交代を打ち出
した民主党が 308 議席を獲得し、９月には鳩山内閣が
発足しましたが、未だ我々の期待に応える成果が出て
いないのが現状です。
　こうした状況の下、本会は「法人会の基本的指針」
に則り、平成 21 年度事業計画の諸事業を達成するた
め、最善の努力を傾注して参りました。
　組織拡大事業においては、平成 22 年３月末現在、
稼働法人数 6,955 社、会員数 5,491 社、加入率 79.0％
という会員数 5,000 社以上の大規模法人会の中にあっ
て、10 年連続加入率第１位を維持することができま
した。
　また、税制事業においては、上部団体であります全
国法人会総連合が、全国の単位会の意見を集約し、
「税制改正要望全国大会」の決議事項に基づき、政府
及び地方自治体に申し入れ、事業承継税制の改正、中
小企業、ベンチャー税制の創設等、法人会の要望を実

現するため活動いたしました。
　研修、厚生事業では、平成 21 年 10 月 29 日に、経
済ジャーナリストの須田慎一郎氏を招いて「税を考え
る週間」講演会を開催、総勢 250 名の参加を戴き、盛
況裡に催すことができました。
　さらに、３月 14 日、15 日には、群馬県・草津温泉
において、第 32 回法人会研修会を総勢 403 名参加の
もと、盛大に実施いたしました。
　また、社会貢献事業といたしまして、社会貢献委員
会、青年部会、女性部会が共催で「足立区民まつり」
に参加、一般区民 2,000 名、区内小学生 1,000 名、合
計 3,000 名を対象に租税教育の一環として、国税、都
税、区税の税金クイズを実施し、参加者には鉢花を贈
呈いたしました。
　第 33 回通常総会の決議に基づく諸事業を計画通り
遂行できましたことは、偏に税務当局の適切なるご指
導と、会員各位の絶大なるご協力の賜と深く感謝申し
上げる次第です。
　当法人会といたしましては、今後更に公益法人制度
改革への対応等、時代環境の要請に適合した法人会の
あり方と理念を模索してまいりたいと存じます。

平成21年度 事業概況報告書
 平成22年５月21日

 収支計算書総括表　平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日まで （単位：円）
科　　　目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合　　　計

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
①基本財産運用収入 12,500 0 12,500
②会費収入 59,254,590 0 59,254,590
③事業収入 28,120,994 15,359,871 43,480,865
④補助金収入 4,654,900 0 4,654,900
⑤委託料収入 300,000 0 300,000
⑥推進費収入 0 10,377,470 10,377,470
⑦雑収入 3,928,673 501,060 4,429,733
⑧繰入金収入 4,016,999 0 △ 4,016,999 0

事業活動収入計 100,288,656 26,238,401 △ 4,016,999 122,510,058
２．事業活動支出
①事業費 54,464,013 6,980,470 61,444,483
②会議費 2,452,397 817,467 3,269,864
③管理費 32,450,473 13,258,779 45,709,252
④収益会計直接経費 0 528,486 528,486
⑤法人税等引当金繰入 0 636,200 636,200
⑥繰入金支出 0 4,016,999 △ 4,016,999 0

事業活動支出計 89,366,883 26,238,401 △ 4,016,999 111,588,285
事業活動収支差額 10,921,773 0 0 10,921,773

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
①保証金戻り収入 24,500,000 0 24,500,000
②特定預金取崩収入 61,000,000 0 61,000,000

投資活動収入計 85,500,000 0 85,500,000
２．投資活動支出
①固定資産取得支出 204,322,853 0 204,322,853
②特定預金支出 3,576,723 0 3,576,723

投資活動支出計 207,899,576 0 207,899,576
投資活動収支差額 △122,399,576 0 △ 122,399,576

Ⅲ．財政活動収支の部
１．財政活動収入
①借入金収入 120,000,000 0 120,000,000

財政活動収入計 120,000,000 0 120,000,000
２．財政活動支出
①借入金返済支出 4,325,628 0 4,325,628
②出資金支出 30,000 0 30,000

財政活動支出計 4,355,628 0 4,355,628
財政活動収支差額 115,644,372 0 115,644,372

当期収支差額 4,166,569 0 4,166,569
前期繰越収支差額 27,449,790 0 27,449,790
次期繰越収支差額 31,616,359 0 31,616,359

管理費中の給与手当のうち17,590,151円を公益事業費割合の計算上事業費に含めた。その結果公益事業費割合は55.03％となる。
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 正味財産増減計算書総括表　平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日まで （単位：円）
科　　　目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合　　　計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
①基本財産運用益 12,500 0 12,500
②会費収入 59,254,590 0 59,254,590
③事業収入 28,120,994 15,359,871 43,480,865
④補助金収入 4,654,900 0 4,654,900
⑤委託料収入 300,000 0 300,000
⑥推進費収入 0 10,377,470 10,377,470
⑦雑収入 3,928,673 501,060 4,429,733
⑧他会計からの繰入額 4,016,999 0 △ 4,016,999 0

経常収益計 100,288,656 26,238,401 △ 4,016,999 122,510,058
（2）経常費用
①事業費 54,464,013 6,980,470 61,444,483
②会議費 2,452,397 817,467 3,269,864
③管理費 36,075,316 13,258,779 49,334,095
④収益会計直接経費 0 528,486 528,486
⑤法人税等引当金繰入 0 636,200 636,200
⑥他会計へ繰入金支出 0 4,016,999 △ 4,016,999 0

経常費用計 92,991,726 26,238,401 △ 4,016,999 115,213,128
当期経常増減額 7,296,930 0 0 7,296,930

２．経常外増減の部
（1）経常外収益

経常外収益計 0 0 0
（2）経常外費用

経常外費用計 3,656,500 0 3,656,500
当期経常外増減額 △3,656,500 0 △ 3,656,500

当期正味財産増減額 3,640,430 0 3,640,430
一般正味財産期首残高 301,342,293 0 301,342,293
一般正味財産期末残高 304,982,723 0 304,982,723

Ⅱ．指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額 0 0 0

Ⅲ．正味財産期末残高 304,982,723 0 304,982,723

 財産目録　平成 22 年３月 31 日現在 （単位：円）
科　　　目 金　　　額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金　手元現金残高 287,292
普通預金　みずほ銀行足立支店外52店 31,858,338
郵便貯金　西新井大師郵便局 250,943

流動資産合計 32,396,573
２．固定資産
（1）基本財産
定期預金　みずほ銀行足立支店 5,000,000

基本財産合計 5,000,000
（2）特定資産
什器備品購入積立預金 みずほ銀行足立支店　　　　 6,059,000
建物減価償却引当預金 みずほ銀行足立支店外８店　 23,233,017
創立35周年行事引当預金 朝日信用金庫足立支店外１店 14,000,000

特定資産合計 43,292,017
（3）その他の固定資産
土地　足立区栗原３丁目1050.37㎡ 245,141,299
建物　西新井法人会館
　　　鉄骨２階建総延面積764.41㎡ 95,182,037
建物付属設備　空気清浄機 86,387
構築物　門扉 10,000
什器・備品応接セット、放送設備　他 128,505
電話加入権　電話４本 240,491
出資金 30,000

その他の固定資産合計 340,818,719
固定資産合計 389,110,736
資産合計 421,507,309

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
預り金　社会保険料外 144,014
法人税等引当金 636,200

流動負債合計 780,214
２．固定負債
仮受金　有価証券購入分 70,000
長期借入金 115,674,372

固定負債合計 115,744,372
負債合計 116,524,586
正味財産 304,982,723

 平成 21 年度事業実施報告
◆会報発行状況について
第194号 30ページ　平成21年  ５月 10日　5,500冊（カラー）
第195号 26ページ　平成21年  ７月  3日　5,500冊
第196号 30ページ　平成21年  ９月  ７日　5,500冊
第197号 22ページ　平成21年11月 10日　5,500冊
第198号 34ページ　平成22年  １月 10日　5,500冊（カラー）
第199号 18ページ　平成22年  ３月 10日　5,500冊

 合計　33,000冊　　　　

◆税務無料相談室の利用状況
西新井税務経理指導所との契約相談件数　49件

◆会員異動に関する事項
平成21年４月１日 5,589社
　入　　会 200社
　退　　会 298社
　純　　増 ▲ 98社
平成22年３月31日現在 5,491社

◆行事回数及び参加人員数
理事会   ５回　延    294名
委員会  86回　延  1,709名
源泉部会  17回　延    317名
青年部会  24回　延    519名
女性部会  30回　延    739名
新設・決算法人説明会  13回　延    226名
全法連   ６回　延     24 名
東法連  79回　延    145名
六団体長会、税務連絡協議会  16回　延    199名
その他会議、研修会等   ４回　延  3,624名
ブロック会  63回　延  1,147名
支部会 252回　延  6,118名
合計 595回　延15,061名
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（事業基本方針）
　当法人会は、下記の「法人会基本的指針」に則り、納
税意識の向上、会員企業経営者の一層の研鑽、地域社会
への協力と貢献を図り組織と研修活動の充実等、次の重
点事項を忠実に実行に移すとともに全法連、東法連、各単
位会との連携を密にして、会員のための法人会事業活動を
円滑に施行する。
・法人会の基本的指針
　法人会はよき経営者をめざすものの団体として会員の積
極的な自己啓発を支援し納税意識の向上と企業経営及び
社会の健全な発展に貢献します。

（重点事項）
　本年度においては、次の諸事項について重点的に施策
を講ずる。
1. 税務行政への協力
　申告納税制度の確立に寄与するため税務当局との相互
信頼関係を更に深め、会員の意見の反映を図り税務行政
の円滑な運営に協力する。
2. 租税負担の合理化
　適正公平な税制と租税負担の合理化を図るため、税制
の研究を行い、東法連、全法連を通じ、国会に対し強く
要望し、その実現に努める。

3. 企業経営の健全化と税知識の普及
　企業経営の健全な発展と、経営合理化に資するため、
研修会、説明会等を通じて経営、経理、税務の知識の普
及及び情報の提供に努める。
4. 組織の充実・強化
　健全な納税者団体として事業の公益性を高めるため、
会員の維持、拡大を図るとともに、組織の質的向上に努め
る。
5. 支部活動の活性化
　支部及び法人会活動の活性化を図るため、多様化した
会員のニーズに則した研修会、懇談会等を開催し、会員企
業の発展に貢献する。
6. 財政基盤の確立
　会財政の健全化のため、会費自動振替の充実を図る。
7.福利厚生事業の拡充
　福利厚生事業の拡充に努める。
8. 社会貢献活動の推進
　組織力を十分に生かし、関係友誼団体との連携のもと、
地域社会より信頼を得るよう、尚一層の社会貢献活動の推
進を図る。
9. 法人会体制の整備
　公益法人制度改革に対応するため、東法連、全法連及
び単位会間の連携強化に努める。また、個人のプライバシ
ー保護のため、個人情報の管理徹底を図る。

平成22年度 事業計画

 本部年間事業実施計画 ［数字は開催日日程（案）］（○は開催月予定）
会　議　名

 年月
回数 

22
/4

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
23
/1

２ ３ 備　　考

本　
　
　

部　
　
　

関　
　
　

係

通 常 総 会 １ 21
理 事 会 ３ ５ ４ ４ 必要に応じ随時開催
臨 時 理 事 会 １ 23
正 副 会 長 会 4 23 ５ ４ ４ 必要に応じ随時開催
常 任 理 事 会 ４ 23 ５ ４ ４ 〃
監 事 会 １ 11
総 務 正 副 委 員 長 会 ４ ８ 24 14 13 必要に応じ随時開催
総 務 委 員 会 ５ ８ 21 24 14 13 〃
財 務 正 副 委 員 長 会 ５ 14 14 13 12 17 〃
財 務 委 員 会 ５ 14 14 13 12 17 〃
組 織 委 員 会 ３ 19 ○ ４ 〃
ブ ロ ッ ク 長 会 ４ 22 １ 19 28 〃
支 部 長 会 ３ 22 １ 19 〃
税 制 正 副 委 員 長 会 ４ 18 20 16 15 〃
税 制 委 員 会 ４ 18 20 16 15 〃
広 報 正 副 委 員 長 会 ６ 19 21 15 17 18 16 〃
広 報 委 員 会 ６ 19 21 15 17 18 16 〃
研 修 正 副 委 員 長 会 ５ ８ 14 ８ ８ 〃
研 修 委 員 会 ４ ８ 14 ８ ８ 〃
厚 生 正 副 委 員 長 会 ９ ７ 18 7、24~25 21、○ 18 ○ 〃
厚 生 委 員 会 ９ ７ 18 7、24~25 21、○ 18 ○ 〃
サービス事業正副委員長会 ４ 27 26 11 ８ 〃
サ ー ビ ス 事 業 委 員 会 ４ 27 26 11 ８ 〃
社会貢献正副委員長会 ５ ８ ３ 16 25 24 〃
社 会 貢 献 委 員 会 ６ ８ 16 ９～10 25 24 〃

部　

会　

関　

係

源 泉 部 会 ７ 21 11 14 ８ ５ ９、17 〃
役 員 会、 幹 事 会 12 14、21 11 15 23 ８ ５ ３、７ 14 ９ 11 〃
青 年 部 会 11 16 ○、24~27 ○ 9~10、15 17 〃
役 員 会、 幹 事 会 12 ６ 11 １ ○ ３、○ ７ ５ ７ 14 １ １ 〃
女 性 部 会 11 4~5、26 ○ ２ 9~10、○ 17 ○、17 〃
役 員 会、 幹 事 会 10 15 14 ２ ６ ６ ７、８ 14 ７ ４ 〃

研修・説明会等
 年月
回数 

22
/4

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
23
/1

２ ３ 備　　考

そ　

の　

他

第 33 回 研 修 会 １ ○ 未定
法 人 会 報 発 行 ６ 10 ９ 10 10 11 10
ほ う じ ん 配 布 ６ 10 ９ 10 10 11 10
簿 記 講 習 会 ３ ○ ○ ○ 全20日予定
決 算 法 人 説 明 会 ７ ６ ３ ３ ５ ７ ３ 17
新 設 法 人 説 明 会 ６ 11 ６ ７ ５ 18 18
年 末 調 整 説 明 会 １ ○
講 演 会（共 催 含） １ 24
交 通 安 全 協 会 講 習 会 １ ○ 未定
法 人 税 法 研 修 会 ３ ○ ○ ○ 必要に応じ随時開催
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■舎人支部 ４月 20 日（火） 舎人氷川神社社務所

　午後６時 30 分より、竹村ブロック長のご出席をいただいて、新井厚生委
員の明瞭な司会で開会しました。久野支部長が挨拶の後、議長に就き上程さ
れたすべての議案が審議され、満場一致で承認されました。
　その後、懇親会が開催され、親睦を深め合い、年間を通じて会員増強に努
めることを申し合わせて閉会となりました。 （広報委員　馬場光雄）

■古千谷・伊興支部 ４月 21 日（水） 四川菜苑会議室

　四川菜苑（出席者 14 名委任状 73 名）にて開催し、第１号議案～第６号議
案すべて承認されました。その後、懇親会を約２時間程開催し、会員の減少
をどう食い止めるか、また、増強運動をどう進めて会員を増やすことができ
るかを話し合い全員で協力することを約束しました。
 （支部長　奥泉博光）

■伊興第一支部 ４月 19 日（月） 四川菜苑会議室

　星野支部長のもと本部より鈴島副会長、加藤ブロック長、亀井社会貢献委員長を招き、
午後６時 30 分より開催しました。出席者 19 名、委任状社 84 名で会員総数過半数の出席
をもって総会は成立いたしました。星野支部長が議長に就き、第１号議案～第５号議案が
審議され、つつがなくすべて承認されました。
　総会終了後、懇親会を開催し会員相互の親睦を深め、今後とも支部活動に積極的に参加
していただくことを約束し、亀井委員長の締めで閉会しました。 （広報委員　中村　操）

■伊興第二支部 ４月 23 日（金） 東伊興住区センター

　去る４月 23 日、伊興第二支部の支部総会を行いました。出席者はご来賓
に土屋財務委員長、加藤第二ブロック長を迎え総勢 32 名、委任状を含め総
会成立条件を満たして議事進行を行い、全議案が承認され、無事 22 年度が
スタートいたしました。
　総会終了後、東伊興住区センター別室にて懇親会を行い親睦を深めまし
た。その席で伊興第二支部は、今年度も一致団結して色々な行事に取組もう
と、大変心強い意見をいただき、和やかなうちに総会、懇親会を終わること
ができました。 （支部長　加藤久男）

平成 21 年度　支部総会 27 支部総会
各地区にて開催

あいさつする星野支部長

出席された伊興第二支部会員

古千谷・伊興支部総会

議案に耳を傾ける舎人支部会員
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■西新井第二支部 ４月 20 日（火） 西新井北野神社　社務所

　司会（税制委員）山口俊樹氏より、会員総数 125 社、出席者 67 社（委任
状 54 社）で総会は適法に成立するとの報告があり、直ちに足立賢一議長が
開会を宣し議事に入りました。
　議長より議事録署名人選任の件につき諮ったところ、出席者より議長一任
の発言があり、議長より浅香電業株式会社　浅香美佐子氏、全東栄信用組合
西新井支店長　新保博久氏の指名があり、全員異議なく承認されました。
　議事は、第１号議案　平成 21 年度事業報告承認の件を山口俊樹氏、第２
号議案　平成 21 年度収支決算及び財産目録承認の件を新保博久氏、第３号
議案　会計監査報告承認の件をブロック長・塚田彰氏が説明されました。議
長より上記関連３議案の一括承認を求めたところ、全員異義なく承認されました。
　続いて、第４号議案　平成 22 年度事業計画案承認の件を山口俊樹氏、第５号議案　平成 22 年度収支予算案承認
の件を新保博久氏が詳細に説明され、議長より上記議案の一括承認を求めたところ、全員異義なくこれも承認され
ました。以上で議案の審議はすべて終了し、議案の審議の経過を証するため、議事録署名人が記名しました。
 （広報委員　浅香美佐子、新保博久）

■谷在家・皿沼支部 ４月 20 日（火） 押
お

皿
さら

谷
や

住区センター

　定刻午後６時「第 25 回支部総会」開催。今年の参加者は、「お店の定休日だったので出て来れました」「本当に
久しぶりに来てみました」「支部役員になったので来ました」等々……。
　新しい参加者を含め皆様方、会社経営に地元の役員活動に業界同士の活動にと日頃よりお忙しくご活躍の中、当
支部総会にお運びいただきました。新しい会員さんの参加は何よりの喜びで
す。
　大きなパワーを得た通常総会。総務進行役㈱アイワコピー　松岡氏に続
き、議長㈱セキ包装資材　関支部長により、議事録署名人の件ほか第５議案
まで、参加者全員快諾のもと閉会することができました。（出席者 24 名、委
任状社 79 名、総数 178 名）今年度の担当は以下の方々でした。
・署名人　　　　　ワールド自興㈱　青木氏　㈲丸増工務店　増田氏　・研
修委員　東光電気㈱　小林氏　・財務委員　足立成和信金　関根氏　・会計
監査承認者　㈱都築運輸　都築氏　・社会貢献委員　㈲タムラ塗料　田村氏
・閉会の辞　㈲商工　上田氏　・書記　㈱グラスユーイング　小川氏
 （広報委員　小川節子）

■堀之内・椿・江北支部 ４月 16 日（金） 足立成和信用金庫江北支店

　森井総務委員の司会により議決権総数が報告された後、規約により議長に
井上支部長が指名され、書記に大原さん、議事録署名人に野澤さんを選出し
議事に入りました。
　第１号議案より第５号議案まで、各担当委員より報告・提案説明があり、
賛成多数により可決となり全議案承認されました。議事終了後、ご来賓の都
築第４ブロック長よりご挨拶をいただいて無事終了しました。引き続き第二
部の懇親会が厚生委員の塚本さんの司会で始まり、法人会活動、地域情報
等、話が弾み和やかな雰囲気の中、これからも最強の支部であることを全員
で確認しあいながら終了しました。 （広報委員　若林秀之）

西新井第二支部総会風景

総会風景

「総会」時の都築第４組織委員長と
進行司会役の総務担当松岡委員



10　　NISHIARAI HOJINKAI Vol. 201

■江北支部 ４月 22 日（木） 西新井法人会館

会員総数　190 社
出席数　96 社
委任状社数　85 社
出席社数　11 社
　議事を無事進行、満場一致で可決されました。
　その後、江北・扇支部合同による懇親会が行われ、和やかなうち
に閉会いたしました。 （広報委員　神林京子）

■関原支部 ４月 20 日（火） 大和屋会議室

　会員の㈲大和屋２階で開催され、参加 27 社、委任状
提出 145 社で、総会は成立しました。
　欠塚支部長が、議長席につき無事議事は終了。浅井ブ
ロック長から一言祝辞をいただき、二部の懇親会に移
り、和気あいあいのうちに支部総会は幕を閉じました
 （広報委員　浅井寛子）

■梅島支部 ４月 26 日（月） 梅島住区センター

　本年の梅島支部総会は、西新井法人会・浅野副会長、西新井税務署・早野法人
課税第１部門統括官、八巻法人審理上席のご臨席を賜り、午後６時 30 分定刻に
開始されました。
　司会者より、支部会員数 181 社、出席者 43 社、委任状総数 112 社よって、定
款に定める過半数以上の議決権を有し、本総会は成立しました。
　和知支部長が議長となり、議事に沿って進行し、第１号議案から第７号議案ま
でを、各担当役員より報告並びに提案があり、満場一致で承認され可決しまし
た。
　議事終了後、ご来賓の皆様より祝辞を頂戴し、つつがなく総会が終了しました。
　続いて、交流を深める目的で懇親会が同会場で開催され、今後の支部活動についての意見もいろいろと出され、
より一層の親睦を深め盛会裏に閉会しました。 （広報委員　坂巻義一）

■新田支部 ４月 28 日（水） 新田町会会館

　去る４月 28 日（水）午後５時 30 分より、新田支部の総会が開かれました。出
席法人 31 社、40 名の会員が集まり、提案事項を巡り熱心な討議が行われまし
た。議長（支部長）の円滑な議事進行により、１号議案から５号議案まで滞りな
く審議・承認されて、大団円のうちに無事終了いたしました。議長から参加者会
員まで、皆一様にホッ！と笑顔が綻びました。 （新田支部　岡　健次）

出席された関原支部会員議長の欠塚支部長

議案に耳を傾ける江北支部会員

進行に耳を傾ける梅島支部会員

議案に耳を傾ける出席者

●平成 21年度支部総会開催●
支部名 開催場所 出席社数 委任状数 出席人数 支部会員数 開催日 支部名 開催場所 出席社数 委任状数 出席人数 支部会員数 開催日

1 舎人 氷川神社社務所 18 97 115 197 4/20 5 江北 西新井法人会館 11 85 96 190 4/22

入谷 天府楼会議室 32 162 194 321 4/22 扇 西新井法人会館 20 105 125 242 4/22

北足立市場 東京千住青果㈱会議室 6 38 44 45 4/15 6 本木 足立成和信用金庫本木支店 25 117 142 217 4/22

2 古千谷伊興 四川菜苑会議室 14 73 87 128 4/21 関原 大和屋会議室 27 145 172 239 4/20

西伊興 西伊興住区センター 11 56 67 119 4/21 西新井本町 城北信用金庫西新井支店 10 65 75 155 4/23

伊興第一 四川菜苑会議室 19 84 103 175 4/19 興野 興本住区センター 20 60 80 98 4/20

伊興第二 東伊興住区センター 32 96 128 185 4/23 7 梅島 梅島住区センター 43 112 155 181 4/26

3 西新井第一 西新井法人会館 14 98 112 204 4/27 梅田第一 足立成和信用金庫梅田支店 14 58 72 137 4/16

西新井第二 西新井北野神社社務所 13 54 67 125 4/20 梅田第二 薮重会議室 16 70 86 142 4/21

栗原栄町 江戸一西新井館 14 83 97 194 5/12 8 新田 新田町会会館 31 65 96 137 4/28

島根栗原 島根住区センター 18 82 100 187 4/21 宮城 城北信用金庫宮城支店 24 59 83 100 4/20

4 加賀鹿浜 押皿谷住区センター 19 101 120 186 5/12 小台 城北信用金庫宮城支店 27 71 98 147 4/20

谷在家皿沼 押皿谷住区センター 24 79 103 195 4/20

鹿浜 さくら（都市農業公園内） 24 152 176 251 4/26

堀之内椿江北 足立成和信用金庫江北支店 14 103 117 170 4/16 計 2,910

※　出席人数 ＝ 出席社 ＋ 委任状数
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平成 22 年度 福利厚生制度推進会議平成 22 年度 福利厚生制度推進会議
平成22年4月7日（水）開催 西新井法人会館

経営者大型保障制度へのご協力を！！経営者大型保障制度へのご協力を！！
　暑中お見舞い申し上げます。
　会員の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素より法人会活動につきましては、格別なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、経営者大型総合保障制度は、多くの企業に防衛対策、資金の準備対策等として
活用されております。
　来年度、制度創設 40 周年を迎え、現在キャンペーンを実施しており、より多くの会
員企業の皆様にご理解いただくために大同生命、AIU、アフラックの各推進員が訪問さ
せていただくかと思いますが、その際はご協力の程宜しくお願い申し上げます。
 （厚生委員長　後藤信昭）厚生委員長　後藤　信昭

三津田　周 新井　裕子立松　冬蘭篠田　昌子 福原　一夫 金崎　よし子島崎　文雄 戸辺　久美子

大
同
生
命

森　幸一 渡辺　一美 相馬　一彦

A
I
U

武部　廣志押尾昇治郎島崎　昇久 島倉　隆清水　浩司

ア
フ
ラ
ッ
ク

國井　勝雄 小林　春
はる
日
ひ

　全法連、東法連が推奨する大型保障制度、特定退職金共済制度の推進会議が総勢 80 名余の参加のもと、盛大に催さ
れ、以下の推進員が受賞されました。
　また本制度の推進業務において、以下保険会社・成績優秀推進員に対し表彰状並びに感謝状と記念品が贈られまし
た。

成績優秀推進員『表彰状』受彰者 （順不同）

大同生命保険㈱
アフラック
AIU保険会社

上野支社
東京総合支社
首都圏第二営業部

立 松 冬 蘭 殿
㈱押尾保険事務所 殿
森 幸 一 殿

成績優秀推進員『感謝状』受彰者 （順不同）

大同生命保険㈱
大同生命保険㈱
AIU保険会社
アフラック
アフラック

上野支社
上野支社
首都圏第二営業部
東京総合支社
東京総合支社

國 井 勝 雄 殿
三 津 田 　 周 殿
㈲ ト ラ イ ス タ ー 殿
㈲サンライフプランニング 殿
㈲ 島 崎 保 険 事 務 所 殿

出席された表彰状受彰者
左から、立松推進員、㈱押尾保険事務所、森推進員

出席された感謝状受彰者
左から、三津田推進員、㈲トライスター、㈲島崎保険事務所
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　総会は小泉幹事の司会進行に
より、初めに定足数の報告が以
下のようにありました。部会員
総数 73 社、出席会員 22 社、委
任状総数 42 社、議決権総数 64
社で総会は成立した旨発表があ
りました。
　開会のことばに続いて、金子
部会長が挨拶し、その後、部会
規約に則り、議長席に着き、議事録署名人に小倉英夫
氏と細川孝行氏の２名が選任された後、議事に入りま
した。議案として、平成 21 年度事業報告、収支決算
報告、会計監査報告、平成 22 年度事業計画案、収支
予算案の件が上程さ
れ、各々慎重に審議さ
れましたが、特に異
議、質問等も無くすべ
ての議案が承認可決さ
れました。
　議事終了の後、ご来

賓の森田副会長と西新井税務署
の谷口副署長にご祝辞をいただ
いた後、小竹副部会長の閉会の
ことばをもって午後５時 20 分
閉会となりました。
　総会終了後、引き続き第２部
祝賀会が開催されました。祝賀
会には西新井税務署から谷口副
署長、早野法人第１部門統括

官、田中法人第２部門統括官にご臨席いただき、署幹
部の皆様とともに会員相互の親睦を深め、盛会の内に
終了となりました。
 （源泉部会　副部会長　山下義己）

源泉部会・女性部会／平成21年度総会

本年度も意欲を持って　西新井法人会館
ご来賓：西新井税務署／谷口副署長

早野法人課税第１部門統括官
田中法人課税第２部門統括官

第35回
源泉部会定時総会

平成 22年
４月 21 日水

祝辞を述べる谷口副署長挨拶する森田副会長

出席された源泉部会員源泉部会総会風景

　総会は清水副部会長の司会で始まり、まず定足数が
報告されました。部会員総数 84 社、出席会員 46 社、
委任状総数 24 社、議決権総数 70 社で総会は成立いた
しました。
　初めに大石副部会長の開会のことばに続いて、北澤
部会長が挨拶した後、議長席に着き、議事に入りまし
た。議事録署名人に浅香晴美氏と江川浩子氏が選任さ

れ、次いで第１号議案から
第５号議案まですべて承認
可決されました。
　引き続きご来賓の堀口副
会長と西新井税務署谷口副
署長にご祝辞をいただいた
後、中田監事の閉会のこと
ばで閉会となりました。

　総会終了後、引き続き第２部の祝賀会が開催されま
した。新入会員の紹介と支部ごとに会員の自己紹介が
あり、なお一層女性部会の和が深まりました。和やか
なうちに上田都桐子幹事の閉会のことばで終了いたし
ました。
 （女性部会　副部会長　大塚ヒサ子）

和やかな総会　西新井法人会館 ご来賓：西新井税務署／谷口副署長女性部会
第31回通常総会

平成 22年
4月 26 日月

祝辞を述べる堀口副会長挨拶する北澤部会長 祝辞を述べる谷口副署長

出席された女性部会員総会風景
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青年部会／平成21年度総会

　青年部会第 31 回通常総会の開会に先立ち、司会の
渡邉副部会長より定足数の報告がありました。会員総
数 78 名中、出席会員 34 名、委任状提出会員 26 名、
議決権総数 60 名で会員総数の過半数に達し本総会の
成立が確認されました。
　冒頭に白井部会長より開会の挨拶があり、その後規
約に則り同部会長が議長に選任されて議事に入りまし
た。議案として平成 21 年度の事業報告、収支決算報
告、会計監査報告、また平成 22 年度の事業計画案、
収支予算案の件が
上程され、各々慎
重に審議されまし
たが、特段の異
議、質問等もなく
すべての議案が満
場一致にて承認可
決されました。
　議事終了の後、

西新井法人会堀口副会長よりご挨拶を賜り、続いて西
新井税務署谷口副署長よりご来賓の祝辞をいただきま
した。最後に、野口副部会長より閉会の言葉があり、
青年部会第 31 回通常総会は滞りなく終了しました。
　通常総会終了後、引き続き同ホールにて祝賀会が開
催されました。祝賀会には西新井税務署から谷口副署
長、早野法人課税第１部門統括官、八巻法人審理上席
にご臨席いただき、署幹部の皆様とともに会員相互の
親睦を深め、盛会の内に幕を閉じました。
 （青年部会　副部会長　渡邉　浩）

スムーズな中にも活気に満ちた総会　西新井法人会館ホール
ご来賓：西新井税務署／谷口副署長

早野法人課税第１部門統括官
大同生命保険㈱／石川 上野支社長

青年部会
第31回通常総会

平成 22年
４月 16 日

祝辞を述べる堀口副会長 祝辞を述べる谷口副署長 挨拶する白井部会長 会計監査報告を行う小泉監事

総会風景 出席された青年部会員

出席された今年度新入部会員。左から、堀口泰佑氏〔堀真建設㈲〕、都築宏樹氏〔㈱都築運輸〕、荒木晋介氏〔㈲アイスビイ東京支社準備室〕、
内田 仲氏〔㈱ Sアンド E〕、幸田義洋氏〔㈲中央工芸〕、瀬田和歩氏〔愛建機材㈲〕
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　本年度も時効寸前のわずか一日前、午後６時から、
知る人ぞ知る桜の名所、都市農業公園のレストラン
「さくら」にて第８ブロックの役員研修会が開催され
ました。
　馳せ参じた面々は総勢 15 名、いずれ劣らぬ強兵に
候らえども、その面構えは「花よりダンゴ」と見て取
りました。（写真参照＝笑っ！）
　さて、研修は？　と訝

いぶか

ると、各自の私見の吐露。何
のことはない。日頃肚に留め、胸に収めた持論の展開
であります。……ですが、それはそれ、各々が百戦錬
磨の豪の者。それぞれ蘊

うん

蓄
ちく

があって面白く且つ勉強に
なります。こんな研修会もあって然る可きと奇妙な納
得。今日の寄稿文のもっともらしい見出しも、ただの
夜桜見物ではおさまらないし、第一恰好がつかないだ
ろうとの因

いん

業
ごう

居
こ

士
じ

の思惑なのであります。（失敬！）
　それでもブロック長の乾杯の挨拶では、会員増強の
こと、一泊研修旅行のこと、その他諸々の法人会の取
り組みに一生懸命に関わってくださる役員方への感謝
とお礼、じっと頭を垂れて聞入る姿は、誠に神妙にし
て神聖なる役員方達なのでありました。（笑っ！）
　研修はもとよりのことなれど、花よりダンゴの精神
は、御神酒が入れば馬耳東風、一気にボルテージが上
がるのであります。
　むくつけき男性陣に混って紅二点、不思議なことに
酔うほどに美人に見えてくる。お～っと、こりゃまた
失礼！　ついつい口が滑って？（大爆笑っ！）本音の

お侘に綺麗な一句。
　「小夜ふけてうなじに桜咲きにけり」……色っぽ～い
っ！
　桜研修といえども厳冬なみの寒さに、さしもの桜も
ちぢ込んで、肝心の花は一、二分咲き、まさに「花よ
りダンゴ」の極致なのであります。それでもどっこい
やせ我慢。「風流と言い訳しつつ呑む御神酒」第８ブ
ロックの面目躍如というところ。
　「遠来の友あり嬉し花見酒」何んでもこんな風流な
研修会？　もう十数年も続いているとか。酔人の粋な
計らいに共感・感動・大感謝！　これぞ研修会のお手
本と、秘かに自負した次第なのであります。（笑っ！）
　こうして呑むほどに、酔うほどに、定番のカラオケ
もご登場、いつ果てるともなく続くのでありました。
　「盃を歳の数ほど空けにけり」やがて酔眼朦朧、「桜
舞う愛しき人の影朧

おぼろ

」「幻覚を見るまで呑んじゃ駄目
ですよ～っ！」文字通り肝胆相照らす研修会だったの

でありま～す。
「夢ならば醒め
るな徳利溢れけ
り」まだ引きず
っているっ！
（怒っ！）下手
糞な句と駄文に
お付き合い、感
謝！　被御免！

 （第８組織委員長　岡　健次）

ブロック・支部・部会／研修会

花よりダンゴ？の精神か ３月30日（火）　　
レストランさくら鹿浜店　　第８ブロック役員研修会

第８ブロック（新田支部・宮城支部・小台支部）
の役員の面々

　西新井法人会館にて、第５ブロック合同研修会が行
われました。西新井税務署早野法人課税第１部門統括
官からご挨拶をいただき研修は、八巻法人審理上席官
による e─Tax の
概要と国税局のお
願いにつづき平成
22 年度の税制改
正のあらましにつ
いて説明をいただ
きました。

 （江北支部　広報委員　
神林京子）

税制改正について学ぶ ４月22日（木）　　
西新井法人会館　　

江北支部
扇 支 部 合同税務研修会

写真右から、塚﨑第５組織委員長、長谷川支
部長（扇支部）、安達支部長（江北支部）

写真左から、早野第１部門統括官、
八巻審理上席官

▼出席された江北支部・
扇支部の会員
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　新田支部恒例、平成 22 年度皮切り事業として、総
会終了後、午後６時より税務研修会が開かれました。
　西新井税務署より早野喜良法人課税第１部門統括
官、八巻貴之法人審理上席官を迎えて「税制改正につ
いて」と題して講演。講師の八巻審理上席官は、日頃
温和な童顔（失礼！）をさらに優しくにこやかにして
の熱っぽい講演は非常に分かりやすく、あっと言う間
の時間の経過は、何か物足りないほどの雰囲気でし
た。惜しむらくは時間の不足なのであり、時間取りに
は再考の要を感じました。
　研修終了後の懇親会では、皆異句同音、研修会の成
功と法人会の更なる発展を期して、誓いを新らたにし
たのでありました。

総会・研修会に続いて第三部は懇親会

　第一部・総会。第二部・春の恒例税務研修会と、今
年も無事終了。後からの参加者も含めて総勢 40 余名。
待ちに待った懇親会の開宴です。冒頭、川上支部長か
ら挨拶があり、続いて久保田相談役の乾杯も今や遅し
と、テーブル上の超豪華料理と冷えたビールに喉を鳴
らす面々でした。スタートが切られると、日頃強い絆
で結ばれている新田支部会員、和気藹々と時の流れる
のを忘れて睦み合いました。それでも誰れ言うとな
く、会員の老齢化とともに、青年部・女性部会員の減
少などの声があがり、昔日の新田支部の栄光を吐露す
る声が気になりました。「シンデン、チャッチャッチ
ャッ！　シンデン、チャッチャッチャッ！　と思わず
エールを送りたくなりました。 （新田支部　岡　健次）

ブロック・支部・部会／研修会

春の税務研修会寸景！ ４月28日（水）　　
新田町会会館　　新田支部

当日出席された早野第１統括官、講師を担当された八巻審理上席官
（写真右から）

講演中の八巻審理上席官

ビールとお料理を前に誓いを新たに
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平成 21年度青年部会
海外研修会でマカオ訪問

その模様を澳
マカオ

門義務工作者協會が
「蜂之訊」（2009 年８─10 月号）に掲載

日本の西新井法人会青年部会のご来訪　 上の文章の日本語訳

　日本の西新井法人会青年部会海外研修会は、2009 年７月３日に当協会（マカオNPO法人）に訪れました。青年部
会は日本の非営利企業団体で、会員は異業種のメンバーの集まりです。現在の会員数は 5,300 社にのぼります。今
回の海外研修は、日本政府が最近提出した「ボランティア運動」に応じ、当協会の発展状況を視察に見えました。
　白井護部会長が 15 名の部会員を引率して、当協会を参観しました。協会側からは代表として協会長・梁耀栄、
副協会長・梁雪梅、鄭丘鳴が２時間近くの座談会を持ちました。
　白井護部会長から、日本のボランティアの現状（老人ホームの訪問と環境保護方面が主な活動）について紹介が
あり、青年部会が成立して 30 年経過し、老人ホームへの定期的な訪問と各企業の環境保護への取組みというテー
マを掲げた活動のお話がありました。
　梁協会長は、今回の交流を通して、日本のボランティア状況と発展を、より一層理解できたことを評価しまし
た。そして、マカオボランティア協会の運営方針は、分野に分けると、青少年・老人・障害者それぞれの担当部署
があり、特に、今年度からは「健康維持ボランティア部署」が主に癌の予防に必要な知識を宣伝する活動に力を入
れ、「環境保護ボランティア部署」が、住民の生活環境をより良く維持するために環境保護の知識を宣伝する活動
に力を入れていることを紹介しました。今後は韓国の「美麗屋」のリサイクル事業を模倣して、収益を慈善基金に
寄付する計画があります。さらに、社会貢献につなげ、各学校と連携して「サービス学科」の設置を呼びかけ、ボ
ランティアを一つの学習課程に取り入れ、青少年・学生の日常生活に、より一層普及するよう働きかけました。
　今回の交流は、双方ともに大きな収穫があり、大変参考になりました。最後に、双方で記念品を交換して幕を閉
じました。 （日本語訳：立松冬蘭）

日本西新井法人會來訪
　日本西新井法人會屬下之青年部會海
外研修會與７月３日拜訪了本會、該會
為日本的一間非牟利社會企業、其成員
來至日本各個行業、目前已有會員超過
5300 人、這次組織海外研修會是為了
響應日本政府近期提出的“多做義務服
務”的號召特地來了解澳門義務工作的
發展情況。
團長白井護先生率 15 位成員參觀了義
協的會址、義協會長梁耀 、副會長梁
雪梅、鄭岳鳴等接待了研修會訪問團成
員、雙方進行了近兩小時的座談會。
　白井先生介紹了日本義務服務的現狀、表示該社會企業在日本主要從事的義務服務集中在長者及環保方面、成立三
十多年來一 堅持定期探訪老人院、并且在各自的企業中貫徹環保的概念、
　對於日本的義務服務的發展、梁會長表示經這次交流了解日本的義務工作情況、并介紹了澳門義務服務的發展史。
義協順應澳門義務服務發展的需要目前為止在青少年、長者、特殊人仕需求等等方面都有自己的義工組、特別在今年
由維康義工組籌辦防癌活動主要致力與預防癌病的知識宣傳；由環保義工組號召本澳居民維護本澳美好的生活環境、
宣傳環保知識等；並計劃效仿韓國的“美麗屋”回收舊物翻新、出售所得款項作為慈善基金、回饋社會、而在青少年
這方面將與本澳各個院校合作推廣“服務學習”計劃、使義務服務作為一個課程帶入青少年學生的日常學習生活中。
　此次交流、雙方均表示獲益良多、互補了經驗、并且互贈紀念品。

交流会後の、マカオ義務工作者協會幹部との記念撮影
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女性部会

●長野県駒ケ根・早太郎温泉●
平成22年４月４日（日）～５日（月） 春の一泊研修

　今回の企画は最高にすばらしく、道中、シャトー

勝沼ワイン工場と「かんてんぱぱ」で、試飲、試食

で私も、ほんのり赤ら顔です。そしてみんな沢山の

買物です。また観光バスの中では、優しそうなガイ

ドさんと添乗員のすてきでユーモアたっぷりの案内

に皆笑いがとまりませんでした。

　バスの外は桜が満開で、どこを見ても私達女性部

に、おもいっきり楽しんでね！と言っているように

見えます。いよいよ待望の“早太郎温泉・二人静”

に到着です。夕食後は、女性部のもよおし沢山の日

本舞踊、フラダンス、カラオケです。皆さん芸達者

で思わず、見とれてしまいました。時間が足りない

位です。そして温泉に！　幸福なひとときを過ご

し、お休みタイムです。

　２日目は、バスでしらび平から千畳敷（標高

2,612m）の絶景“白銀の世界を訪ねて”と、まさ

にその言葉そのものです。まるで富士山に登ってい

るような、感じです。頂上は雲がかかってよく見え

ませんでしたが、本当にすばらしい体験です。次は

駒ヶ岳アクアロマン（いちご狩）です。大つぶより

小つぶが甘かったです。途中下車して、おみやげを

買ったり、またビンゴをやったり、多くの思い出を

つくることができました。楽しい行事を通して沢山

の友人と話しながら、地域社会貢献活動に積極的に

出て行こうと思いました。 （女性部会　樫本秀子）

御坂農園（花見と甘酒）早太郎温泉・二人静

あまい、
あまいの

いちご狩

吹雪の千畳敷
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社団法人 東京法人会連合会

「第 32 回通常総会」・「感謝状および記念品贈呈式」
日時：平成 22 年５月 26 日（水）　　　会場：明治記念館 　　　

式典に参列した西新井法人会の受彰者祝辞を述べる荒井東京国税局長

　信濃町の明治記念館において、「第 32 回通常総
会」・「感謝状および記念品贈呈式」が盛大に挙行され
ました。「全法連功労者表彰」は当会から２名、「東法
連功労者表彰」で感謝状７名、「会員増強表彰」では、
15 名が表彰状・感謝状を受彰しました。
　（受彰者一覧は P19 の表を参照）
　単位会として、その年度における表彰基準を達成し
た当会は会員増強表彰を受彰しました。
　（社）東京法人会連合会・会長 大橋光夫氏からお祝
いのことばと、ご来賓として東京国税局長 荒井英夫

氏からご祝辞をいただき、感謝状および記念品贈呈式
を行って終了しました。
　午後５時から２階の「富士の間」で祝賀パーティー
が開催されました。主催者挨拶の後、大同生命保険㈱
首都圏地区営業本部執行役員本部長 澤村茂樹氏のご
挨拶と乾杯の音頭で祝賀パーティーが始まりました。
　乾杯の後、東京国税局長 荒井氏を中心に当会受彰
者とで記念撮影を行いました。
　盛大な祝賀会は、午後６時過ぎまで続き幕を閉じま
した。
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［感謝状受彰者］
■全法連功労者表彰

小倉　英夫　常任理事［総務委員会・委員長］
土屋　勝重　常任理事［財務委員会・委員長］

■東法連功労者表彰

高橋　光子　研修委員会・副委員長
小林　　満　サービス事業委員会・副委員長
加藤　敬一　青年部会・副部会長
野口松一郎　青年部会・副部会長
湯川　裕明　青年部会・副部会長
鈴島　朱実　女性部会・副部会長
小倉　雅栄　女性部会・副部会長

■会員増強表彰

◆西新井法人会
　［高加入率を長期間維持している単位会］
◆西新井法人会
　 ［加入率 70％以上を３年間継続して維持してい
る単位会］

■会員増強個人表彰

塚田　　彰　常任理事［第３組織委員長］
塚﨑　文夫　常任理事［第５組織委員長］
浅井　正夫　常任理事［第６組織委員長］
茂木　　繁　理事［サービス事業委員会・副委員長］
足立　賢一　理事［西新井第二支部・支部長］
髙際　保夫　理事［島根・栗原支部・支部長］
関　　邦次　理事［谷在家・皿沼支部・支部長］
矢萩　隆一　理事［鹿浜支部・支部長］
長谷川健二　理事［扇支部・支部長］
和知　昭夫　理事［梅島支部・支部長］
斎藤外次郎　厚生委員会・副委員長
森川　正誼　谷在家・皿沼支部・副支部長
桝内　英雄　関原支部・副支部長
宮井　晴史　西新井本町支部・副支部長
直井　英忠　梅島支部・副支部長

代表で会員増強表彰を受ける
塚田第３組織委員長

㈶全国法人会総連合・前会長 安西邦夫氏（右から２人目）と
野口会長を囲んで

左から、女性部会・小倉副部会長、鈴島副部会長
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　西新井優申会の第 31 回定時総会が、この時期には稀な、
高原のような爽やかさを感じられる日に開催されました。会
場は西新井法人会館で、定刻の午後４時 30 分に、八木幹事
の司会で始まり、出席会員数は 30 名、委任状提出者は 24 名
でした。
　横瀬副会長から開会の言葉があり、続いて、木村会長は
「現在の日本は内外で課題が山積し、多くの難問を抱えてい
るが、優申会会員は前向きの気持ちでこの危機を乗り切りま
しょう」と挨拶されました。
　次に司会の八木幹事から、ご来賓の西新井税務署鍋内署長
様、谷口副署長様、早野法人課税第１部門統括官様の紹介が
あり、その後議事に入りました。議長席には、優申会の規約
により木村会長が就き、平成 21 年度事業報告、収支決算、
平成 22 年度事業計画（案）、収支予算（案）等の審議が行われ、
すべての議案が原案通り承認されました。
　議事が滞りなく終了し、ご来賓の鍋内署長様にご祝辞をい
ただきました。そして締めは木本副会長による閉会の言葉で
優申会の定時総会は終了しました。
　第２部・祝賀会は会場を Cホールに移動し、開会の言葉
は渡邉副会長、引き続き小倉副会長より挨拶があり、祝賀会
が開始されました。ご挨拶と乾杯は谷口副署長様からいただ
き、会員同士の情報交換、そして、親睦が深められました。
中締めは白井相談役がつとめ、終始和やかな雰囲気の中でお
開きになりました。 （西新井優申会　幹事　藤倉康晴）

西新井優申会西新井優申会西新井優申会西新井優申会 第31回定時総会・祝賀会第31回定時総会・祝賀会

祝辞を述べる鍋内署長挨拶する木村会長

左より鍋内署長、谷口副署長、早野第１統括官

出席された会員の方々

平成22年５月28日（金）
西 新 井 法 人 会 館

社団法人社団法人西新井法人会西新井法人会

青年部会 ・ 女性部会青年部会 ・ 女性部会
入会のお誘い入会のお誘い

■青年部会■青年部会
　４月　総会・懇親会　４月　総会・懇親会
　７月　海外研修会　７月　海外研修会
　８月　家族交流会　８月　家族交流会
 10月　足立まつり参加 10月　足立まつり参加
　　　　（税金クイズ鉢花配布）　　　　（税金クイズ鉢花配布）
　　　　ソフトボール交流大会　　　　ソフトボール交流大会

■女性部会■女性部会
　４月　一泊研修会　４月　一泊研修会
　７月　講演会　７月　講演会
 10月　足立まつり参加 10月　足立まつり参加
　　　　（税金クイズ鉢花配布）　　　　（税金クイズ鉢花配布）
　1月　賀詞交歓会　1月　賀詞交歓会
　　　　新春観劇会　　　　新春観劇会

～主な年間事業（平成21年度参考）～～主な年間事業（平成21年度参考）～

年　　会　　費：12,000円年　　会　　費：12,000円
申込・問合せ先：（社）西新井法人会事務局申込・問合せ先：（社）西新井法人会事務局
電 話 （3852）2511～3電 話 （3852）2511～3
FAX（3852）4795FAX（3852）4795

第31回定時総会・祝賀会第31回定時総会・祝賀会
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社団法人 西新井法人会　e─Tax 推進協議会からのご案内
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西新井法人会報　200号記念誌　刊行
─会報に見る西新井法人会の歴史─

　昭和 47年創立された西新井法人会の会報は、「法人会ニュース」等の名で、折に
触れ発行されていたが、昭和 51年に社団法人として発足したのを機に、９月の創刊
時より定期刊行され、創刊から 34年を経て、平成 22年５月号で通巻 200号を迎
えました。
　200冊の会報に法人会の歴史が残され、それらの記事に諸先輩方の足跡を辿るこ
とが出来ます。これからの法人会活動の礎となるよう、先人の記録として「200号
記念誌」を編纂致しました。
　概要は、カラー写真復刻 16ページ、会報記事 93ページを柱に、西新井法人会の
沿革、記念座談会及び、一泊研修旅行（旅行先）・講演会（講師・演題）一覧、支部・
部会、記念誌紹介等を掲載致しました。記念誌発行にあたって、多くの会員並びに関
係各社のご協賛によって制作されたことをご報告し、各位に厚く御礼申し上げます。
　　　　　平成 22年７月　　　西新井法人会報 200号記念誌編纂委員会
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都税についてのお知らせ 足立都税事務所
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警 察 だ よ り 警視庁　西新井警察署

東京消防庁　西新井消防署消 防 署 だ よ り
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役 員 給 与 に つ い て
 東京税理士会　西新井支部

 税理士●木村　博

東 京 税 理 士 会

　民主党の新政権になって、初めての税制改正が行わ
れました。
　民主党の政権公約（マニフェスト）によれば、
○いわゆる「一人オーナー会社（特殊支配同族会社）
の役員給与に対する損金不算入措置は廃止する」とな
っており、これを廃止することに決まったのは喜ばし
いことであります。
　利益の出ている中小企業に過重な納税負担が強いら
れていたのです。
○中小企業向けの法人税率を現在の 18％から 11％に
引き下げる、と記載されていましたが、財政上の理由
から、こちらは見送りされてしまいました。とても残
念なことであります。

　さて、役員給与について、納税者として知っておい
て欲しい知識をここに記載しておきます。
　平成 18 年の改正で、役員給与は、定期同額給与、
事前確定届出給与、利益連動給与以外の給与は損金の
額に算入されないことになっています。
　とくに重要なのは、全法人に関係する定期同額給与
の知識です。
　役員と会社との取引で、低額譲渡や高額買入があっ
た場合には、定期同額給与に該当しないので、損金不
算入の給与となります。これは従前と特に変わりあり

ません。
　また、役員個人が負担すべき費用を、会社で給与以
外の費用と処理した場合も、損金不算入の給与となる
ことは、従来通りです。
　定期同額給与は、定時株主総会で決定した額は、次
の定時株主総会で決定するまで、同額であるというこ
とです。期中で増額すれば損金算入が認められないと
いうことです。従来より、期中での増額は、利益調整
のために行われるので、認めておりませんでした。
　ここで注意したいのは、期中での減額も定期同額で
なくなってしまうので認められなくなったということ
です。
　期中での給与見直しができるのは、臨時改定事由と
業績悪化事由の２点のみです。
　臨時改定事由は、役員の職制上の地位の変更や職務
内容に重大な変更があった場合です。
　業績悪化事由は、経営状況の著しい悪化などのやむ
を得ない事情に限り、減額改定が認められますが、一
時的な資金繰りの都合や、単に業績の低下を理由とす
る減額改定は認められておりません。
　具体的には難しい判断となりますので、減額改定す
る場合には、顧問税理士に相談の上、減額するかどう
か決定してください。

有料広告を掲載しています
スペース
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表紙のことば Vol.201

梅島１丁目ベルモント公園
 丸山英雄
　足立区とオーストラリア・ベルモント市との友好を
記念し造られた、区内には今までにないタイプの開放
的かつ穏やかな雰囲気の公園である。訪れたのは午後
の陽も大きく傾いた頃であったが、緑に染まった芝の
上には樹々が細長く影を落としていた。まるでオース
トラリアの牧場にいるような羊のオブジェが点在して
いて、憩いの時間を演出しているようであった。

編　集　後　記
　昨年より広報委員に任命されました。文章を書くの
が苦手なので担当が務まるのだろうかと不安でした
が、支部の方々の手助けもあり、徐々にですが支部活
動の報告を提出できるようになりました。今回 201 号
の担当になり、会報を発行することがいかに大変なこ
とか痛感いたしました。
　今後とも、支部活動を少しでも多く会報に掲載でき
るようがんばって取り組んでいきたいと思います。
 （伊興第一支部　広報委員　中村　操）

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
  8 月 3日（火） 14：00～16：00 法人会館
10月 5日（火） 14：00～16：00 法人会館

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
7月 6日（火） 15：00～17：00 法人会館
9月 7日（火） 15：00～17：00 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。

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

第 201 号  平成 22 年 7 月 20 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.tohoren.or.jp/nishiarai/
編　　集  広報委員会
印 刷 所  株式会社のべる出版企画
  足立区鹿浜 3丁目 4─22
  TEL（3896）6506

日付 ８月 場所
　3日（火） 社会貢献正副、青・女部会長会議 法人会館

　3日（火） 青年部会役員会 法人会館

　5日（木） 第 149回定例理事会 法人会館

23日（月） 源泉部会役員会 法人会館

日付 ７月 場所
　2日（金） 女性部会講演会 法人会館

　8日（木） 社会貢献委員会 法人会館

14日（水） 財務委員会 法人会館

15日（木） 源泉部会役員会 法人会館

20日（火） 税制委員会 法人会館

20日（火） ブロック長会 法人会館

26日（月） 広報委員会 法人会館

27日（火） サービス事業委員会 法人会館
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