
西新井法人会報
平成24年11月発行　通巻215号（発行／一般社団法人 西新井法人会）

NISHIARAI HOJINKAI Vol.215

西新井法人会報
2012

11
Vol.215

長瀞の紅葉長瀞の紅葉



NISHIARAI HOJINKAI Vol.2152

目　次
巻頭コラム“響”
老犬の介護から学ぶこと
税制委員長　木村公平……………………… 2

第36次会員増強運動にあたり
会員カードも増強に役立てて

会長　堀口宗弘…… 3

増強運動は自分自身を見直すチャンス
第2組織委員長　加藤勝久……3

税を考える週間行事予定（平成24年度） … 4

平成24年度分年末調整等説明会のお知らせ … 4

平成24年度ブロック合同研修会・
　　　對馬清貴署長講演会………………… 5

ブロック・支部・部会／研修会
・横須賀艦船見学／第2ブロック ………… 6

・防災体験とスカイツリー／入谷支部…… 6

・「セクハラ」／谷在家・皿沼支部………… 7

・昇仙峡と石和で研修／鹿浜支部………… 7

・温泉で、増強作戦／堀之内椿江北支部… 8

・税務研修と交流会／江北・扇支部合同… 8

・総勢28名で横浜市へ／興野支部 …… 9

・支部ゴルフ会100回記念／梅島支部 … 9

・虹のかかる中を山梨県へ／新田支部… 10

・税務研修会／宮城・小台支部合同…… 10

・第3ブロック4支部合同出陣式 …… 11

・第7ブロック3支部合同研修会 …… 12

・秋の日帰り研修／関原支部…………… 12

法人会に入るとこんなメリットが……… 13

あだちまつり／社会貢献委員会……14、15

税制講演会・相続税／税制委員会……… 16

収益事業推進会議／サービス事業委員会 … 17

サービス事業のご案内（推進員紹介） … 17

日帰り研修会／源泉部会………………… 18

大繁盛の法則／講師：西村晃氏／女性部会 … 19

家族交流会／青年部会………………20、21

海外研修会／青年部会………………22、23

第29回法人会全国大会（北海道） …24、25

西新井税務署からのお知らせ………26、27

「税を考える週間」講演会／ご案内 …… 28

東京都労働局からのお知らせ…………… 29

都税事務所からのお知らせ……………… 31

東法連・法律相談………………………… 31

警察だより／消防だより………………… 32

東京税理士会……………………………… 33

催しものインフォメーション
決算法人説明会・新税法人説明会
表紙のことば・編集後記………………… 34

推 進 運 動
消費税期限内納付

法人会

西新井法人会報
平成24年11月発行　通巻215号（発行／一般社団法人 西新井法人会）

NISHIARAI HOJINKAI Vol.215

西新井法人会報
2012

11
Vol.215

長瀞の紅葉長瀞の紅葉

表紙●長瀞の紅葉

巻頭コラム

逵　親舟 書

老犬の介護から 
 学ぶこと

税制委員長　木村　公平

　我が家には、二匹の大型犬ゴールデ
ンレトリバーがいます。13 歳のオスの
ロイズ（体重 43㎏）と６歳のメスの
「いも子」（体重 32㎏）で、生後２ヶ月
から３ヶ月の時に我が家にやって来ま
した。
　この二匹が家族の一員となってから、
私は彼らからたくさんの贈り物をもらい
ました。帰宅するたびに尻っぽを振っ
て抱きついてきたり、私が落ち込んで
いる時などには、そっと側に寄って来
て、私の顔をじっと見つめたり、手や
顔をなめたりします。そのたびに、私は
彼らから元気をもらい、励まされてきま
した。
　また、朝は５時 30 分頃から、夜は９
時頃から小１時間、天候の如何にかか
わらず、毎日、規則正しく散歩をする
ことで運動不足が解消され、私の健康
な体は彼らのお陰で維持できていると
言っても過言ではありません。
　さらに、犬のお陰で、私と同じよう
に犬を散歩させている人と交流ができ
ることです。都会に住んでいると、と
かく人間関係が希薄化しがちですが、
犬を散歩させている人同士は、自然と
会話が弾みます。こうして、私にも素
晴らしい犬仲間ができ、生活の輪が拡
がりました。
　こういう状況のなか、今年の２月初
めの朝、私と二匹、いや二人は、いつ
ものように散歩に出かけたのですが、
300m ほど行った所でロイズが急に座
り込んでしまい、一歩も動こうとしな
くなりました。彼は体重が 43㎏もあり
ますから、抱えて戻ることも難しく、
娘に車で迎えに来てもらいました。
　その日、かかりつけの獣医さんに診
てもらったところ、「高齢による衰えが
あり、股関節も悪くなっている」とい
うことでしたので、２～３日様子をみ
ることにしました。そうこうしている
うちに、後ろ脚が次第に動かなくなり、
起きることやお座りもできなくなって
しまいました。そこで、後ろ足をつり
上げて支えるハーネスを購入し、使い
始めました。
　しかし、中腰姿勢でハーネスを持っ

て、重いロイズの下半身を支えながら
散歩をすることは、高齢者の仲間入り
をした私にとって負担は大きく、また、
ロイズの足を少しでも引きずると、爪
がすれて出血をしてしまいます。
　こんなことが１週間ほど続き、少し
元気を取り戻してきたロイズでしたが、
今後のことを考えた私は、後ろ脚をつ
り上げて、前脚だけで歩行できる車い
すをネットで見つけ、早速購入しまし
た。ロイズは、この車いす生活にも
徐々に慣れ、元気な状態が２～３ケ月
続きました。しかし、「おむつ」が必要
な状況になってきました。大型犬用の
紙おむつは市販されていないので、人
間用のものを使いました。その数も、
毎日 10 枚は数えるようになりました。
　その後、次第に前足も弱ってきたの
で、４輪の車椅子を購入することにし
ました。しかし、ロイズにとってその
車椅子は、気分転換や床ずれの防止に
はなったものの、以前のようには歩く
ことはできませんでした。おまけに、
半年以上も車椅子生活が続いたため、
後ろ脚は骨と皮だけになり、後ろ脚の
肉球も干からび、体重は 32㎏まで減っ
てしまいました。
　一方、ロイズを家に置いて、私と二
人で散歩をすることになった「いも子」
は、戸外での長時間の散歩を楽しむか
と思ったのですが、彼女は用を足すと、
足早に帰宅しようとするのです。ロイズ
のことが心配になるからなのか、それと
も、自分だけが散歩を楽しむことはでき
ないと思うからなのか、いずれにして
も、６歳の犬も人間と変わらないような
心遣いができることを実感しました。
　人間の世界では、自分の子供や親に
対する虐待・暴行など、悲惨なことが
たくさん起こっています。私は、言葉
を話すことはできなくても、たくさんの
贈り物をしてくれる犬をとおして、命の
大切さや思いやりの大切さを実感させ
られています。ですから、ロイズといも
子とのこれからの生活も精一杯楽しく
過ごすことが私の務めだと思っていま
す。
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　平成 24 年 10 月１日より「第 36 次会員増強運動」
が開始されました。同時に各支部の役員の皆様には大
変ご苦労をおかけする時節でもあります。しかし、法
人会としては、これを避けることはできません。ま
ず、皆様のご協力をお願い申し上げておきます。
　よく考えてみますと、商売をするには必ず税金問題
がついてまわります。また、その税金に関する諸々は
毎年変化をしております。
　いろいろな税務知識を、税務署から直接情報として
指導いただき、私どももそれを会社の運営に役立てた
いと考えています。
　未だ入会のない方々はどのような理由があるのかを
知りたいとも思います。「メリットがない」と言われ
るとはよく聞く話ですが、法人会で活動されている皆
様方には多くのメリットが見えております。
　また、今年からは会員カードを発行することにもな
りました。そのことも入会を呼びかける良い糸口にな
ると存じます。

　皆様方も、会員増強推進運動をしていて、こういう
業種があるのかとか、この地域にはこのような人がい
たのかと知ることになります。それは自分自身にとっ
ても「自分を省みる良い機会にもなる」と私は確信い
たしております。
　ぜひ、これを機会に、勧奨することは自分のためで
もあるとお考えになっていただき、仲間を一社でも、
一名でも増やしていただけることを望んでいます。
　共に頑張りましょう！！

　10 月１日より会員増強推進運動がスタートいたし
ました。本部並びに、支部役員各位には、常日頃より
何かとご協力をいただき誠に有難うございます。
　各支部の役員各位におかれましては、本年度の目標
加入率 79.0％に向かって、鋭意努力を戴いている事と
思います。
　従来、勧奨先でのメリットに対する答弁では、会員
同士のコミュニケーションにより、時節の経済状況や
税務に関する情報が一早く知る事が出来るなど、目に
見えないメリット論を強調するほかありませんでした。
　そこで、当会では、今年度より会員カードを発行す
ることとなりました。この会員カードを利用して、
□（1） 加入したカードを使用すれば、其の日からメ

リットが生じる。
□（2） 自社もこのカードを利用する人に何らかのメ

リットを与えることができる。
□（3） 互いにカードを利用することで会員同士の理

解が深まる。
□（4） 一般社団法人西新井法人会の地域の活性化を

図ることができる。
　カードに付いては色々な角度からその利用方法が考
えられます。直接製造する品物はもちろん、そうでな
くとも、サービスの提供もできます。紹介等に関する
提供も、間接的に行うことも可能性があると思われま
す。会員 5,300 社の皆様で自社では何ができるかを考
えましょう。必ず自社にあって他社に無い物があると

思います。自社に無く他社にある物はお互いに利用
し、技術も知識も地域で共有し、地域全体のレベルア
ップを考えましょう。出来ない理由を考えれば沢山出
て来ると思います。こうすればできると考えれば必ず
その方法を見つけ出すことができると考えています。
必要なことは、できると考え、行動に移すことです。
全会員の英知を集めて、地域の活性化を実現していき
ましょう。
　11 月の時点では、まだまだ加盟店として登録して
いただいている会社は少ないと思いますが、将来的に
はウェブを利用し、法人会加入のメリットを創出しま
す。ここから法人会に利益をもたらし、その利益を一
般会員に還元し、法人会の活性化を一層図っていきた
いと考えております。
　この会員増強月間を節目に会員の皆様のますますの
発展と一般社団法人西新井法人会が地域社会に対し、
更なる貢献ができますことを祈念し、ご挨拶といたし
ます。

増強運動は自分自身を見直すチャンス

会員カードも増強に役立てて

会　長

堀口　宗弘

第２組織委員長

加藤　勝久

第36次会員増強運動開始にあたり
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平成 24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─

開催日 開催時間 説明会会場 対象地域（※）
11月 19日
（月）

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

11月 19日
（月）

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 20日
（火）

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

11月 20日
（火）

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を配布いたします。
　　　　 2　お車でのご来場はご遠慮ください。

税を考える週間行事予定（平成 24年度）
主　催
団体名 10日以前

11日～17日
18日以降

11日 15日

六
団
体
共　同

街頭広報
（西新井大師～アリオ西新井）
イータ君着ぐるみ同行
13：00─14：30

納税表彰祝賀会
（法人会館）
17：30─18：30

税理士会
10/27─10/28
足立区消費生活展参加
無料相談（エル・ソフィア）

無料相談（アリオ西新井）
10：30─14：30

納連

9/26
中学生の税の作文審査会

中学生の税の作文展示
（アリオ西新井 2 階）
10：00─22：00
※展示期間

（11/11─11/18）

11/26
中学生の税の作文表彰式

（足立区役所）
11/30
署長講演会

〔青申会・間税会・酒販共催〕
（法人会館）
12 月上旬
中学校長との座談会

（法人会館）

青申会

9/23─9/24　役員研修会
（千葉県鴨川市）
10/3─10/31　秋の支部別勉強会
11/1　女性部・視察研修会

（横須賀港クルーズ他）

税金クイズ
（アリオ 2 階）
14：00─15：00

11/30
署長講演会

〔納連・間税会・酒販共催〕
（法人会館）

法人会

10/4　署長講演会（法人会館）
10/13─10/14　あだち区民まつり参加

（荒川河川敷）
11/7　絵はがきコンクール表彰式

（足立区役所）

税に関する絵はがき展示
（アリオ西新井 2 階）
10：00─22：00
※展示期間

（11/11─11/18）

11/21　講演会
（岸博幸氏／法人会館）
11/28
女性部会
視察研修会

（東京臨海広域防災公園）

間税会

10/13─10/14　あだち区民まつり参加
（荒川河川敷）
11/1～11/30　横断幕掲出

（環七通り大師前歩道橋）

税金クイズ
（アリオ西新井）
14：00─15：00

11/30
署長講演会

〔青申会・納連・酒販共催〕
（法人会館）

酒販組合

きき酒会
（西新井大師光明殿）
12：00─14：00

11/30
署長講演会

〔青申会・納連・間税会共催〕
（法人会館）

税務署

10/27─10/28
足立区消費生活展参加

「e-Tax」コーナ等
（エル・ソフィア）

街頭広報
（西新井大師～アリオ西新井）
イータ君着ぐるみ同行
13：00─14：30

納税表彰式
（法人会館）
16：00─17：30

※ 11/11 の街頭広報の各時間はキャンペーン時間
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　総勢 165 名出席のもと、組織委員会主催「署長講演
会」が開催されました。この講演会に臨み 8 名のブロ
ック長さんたちは事前に準備を行い、支部長は支部役
員の皆様へご案内を行い、大勢の会員さんが集まった
のだと思います。
　講演会開始にあたり、浅野副会長から会員増強推進
運動の目標値や会員カードの紹介、そして今後の法人
会活動についての説明を交えた挨拶を行い、對馬署長
の講演（演題：「税─雑学─」が始まりました。本年 7
月に着任された對馬清貴署長は、青森県弘前市出身と
のことで、冒頭に西新井税務署の沿革についても触れ
られました。西新井税務署が開始した昭和 47 年に税
務に携わられ、同じ 41 年目を迎えられているとのこと
です。堅いテーマの中にも時々ユーモアを交えられ、
会場がドッと盛り上がるシーンが幾度もありました。
以下は、私が署長のお話で印象深かった内容です。

　●国の財政に関して「歳出＞歳入」

　日本は今、大変な財政赤字を抱えております。平成
24 年度一般会計で、46 兆 1 千億円の赤字。1ヶ月の皆
さんの家計に例えた場合、1 世帯の月収 40 万円に対
して家計費 59 万円であり、ローンの元利合計 19 万
円、合計で 78 万円になり、38 万円が不足している財
政状態です。ローン残高として 7,300 万円程抱えてい
るような状態です。

　●高齢社会と高齢化社会の違い

　高齢社会とは、全人口に占める 65 歳以上の割合が
14％を超えた社会を言い、高齢化

3

社会とは、全人口に
占める 70 歳以上の割合が 7％を超えた社会を言いま
す。日本は現在、総務省発表によると、65 歳以上の
割合が 24.1％（人口は約 3,074 万人）であります。こ
の内 70 歳以上の割合は 17.7％（人口は、約 2,256 万
人）。日本が高齢化

3

社会になったのは　平成 7 年で、
主要先進国に比べ決して早く高齢化

3

社会を迎えたわけ
ではない。しかし高齢社会から高齢化

3

社会に至るまで
の年数が 25 年間と、他の国に比べ非常に短いのが特
徴なのです。
 （広報委員会　委員長　小川節子）

開会の挨拶をする浅野副会長講演中の對馬署長

組織委員会主催「署長講演会」組織委員会主催「署長講演会」組織委員会主催「署長講演会」

平成24年10月 4日（木）平成24年10月 4日（木）
講師：西新井税務署講師：西新井税務署
　　　署長　對馬清貴殿　　　署長　對馬清貴殿
会場：西新井法人会館会場：西新井法人会館

平成24年10月 4日（木）
講師：西新井税務署
　　　署長　對馬清貴殿
会場：西新井法人会館
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4支部合同日帰り研修会
～横須賀艦船見学～

開催日：平成24年7月21日（土）　
目的地：神奈川県横須賀市第2ブロック

～防災体験と東京スカイツリー
 眺望のディナーブュッフェ～

開催日：平成24年8月18日（土）　
目的地： 墨田区本所防災館 

東京スカイツリー眺望
入谷支部

　８月 18 日（土）、総勢 108 名、バス３台で午後１時
入谷を出発しました。
　最初の目的地の墨田区本所防災館まで、今回特別に
参加していただきました西新井消防署の３名の署員の
方に、３台のバスにそれぞれ乗車していただき、東日
本大震災に伴う都内及び西新井消防署管内の災害発生
状況や家具類の転倒、落下、移動の発生防止等につい
ての説明を受けました。
　そして、バスは渋滞もなく約１時間で防災館に到
着。４班に分かれ各班にガイドさんが付き、説明を聞
きながら地震、消火、煙、暴風雨の体験をしました

が、昨今の防災意識の高まりから参加者皆が楽しくも
しっかり真剣に取り組んでいました。
　次は、皆が楽しみにしていたディナーブュッフェで
す。26 階のレストランにて 70 種類のバラエティー豊
かな食事と、広い窓からは東京スカイツリーが良く見
え、味・居心地・眺望と三拍子そろったディナータイ
ムとなり、帰りのバスの中も今日一日の話題で大変盛
り上がりました。
　午後９時前には入谷に到着。笑顔の絶えない充実し
た日帰り研修になりました。
 （入谷支部　広報委員　福田義和）

　古千谷伊興支部、西伊興支部、伊興第一支部、伊興
第二支部による４支部合同の日帰り研修として横須賀
軍港の艦船見学ツアーを、新井清西伊興支部長指揮の
もと、西伊興支部が幹事で実施しました。当日は、夏
なのに珍しく涼しい気候になりました。そして西伊興
の、女性陣によりバスの中のつまみは、枝豆、きゅう
りのお新香と乾き物でした。ビールにとても合いまし
た。
　艦船見学は船の都合で、予定の時刻が変更され、明
治時代建造の戦艦「三笠」（現在は記念艦）からの見
学となりました。三笠は大きいと感じました。そして
昼は、船員が遊ぶどぶいた

4 4 4 4

商店街に近い魚藍亭で新鮮
な魚料理を食しました。
　商店街はアメリカ軍人の好みそうな、派手なジャン
パーや、足立では見ないような物が、たくさんありま
した。その後、本題の艦船に乗り、約１時間の遊覧に
なりました。いろいろな艦船が、停泊していました。
　帰りは、大黒埠頭に寄り土産を買い、最後に最近出

来上がった＊TGB を通り、無事夕方帰ってきました。
その間、副会長の鈴島健様、土屋勝重様、研修委員長
の亀井宗淳委員長、新井支部長、加藤勝久ブロック長
の挨拶がありました。 ＊東京ゲートブリッジ

 （西伊興支部　広報委員　佐々木平四郎）

ブロック・支部・部会／研修会ブロック・支部・部会／研修会ブロック・支部・部会／研修会

記念艦「三笠」を背景にして記念撮影

防災館職員（左）から説明を受ける参加者たち マスコットキャラクターのけすぞうくんを囲んで
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　『豪華海鮮料理と新開通新東名を走る旅』と銘打っ
た魅力的な題名に魅かれ集った仲間、46 名で出発し
ました。青木正勝支部長、都築徹蔵ブロック長よりご
挨拶をいただいた後、ビデオ研修会を行いました。
　今回のテーマは職場におけるセクハラ問題でした。
自分には関係ないと思っている方が大半だと思いま
す。が、家庭とは違い、職場ではコミュニケーション
の取り方は、世代や性別によって異なることが多いと
思います。相手の目線に立ったコミュニケーションも
大事だと感じました。普段はあまり意識しなかったの
で、大変参考になりました。
　雨も丁度止み、首都高速からいよいよ新東名へとバ
スは走ります。
　バスの車窓には山から海に向かっての大きな景色が
広がります。今年の４月 14 日開通の新東名は、現在
三ヶ日 JCT までの全長 162km、日本の新しい大動脈
です。カーブが緩やかで、アップダウンも少ないこの
道を景色とともに堪能しつつ、駿河湾 SA に到着で
す。噂の SA は随所に工夫がみられ、テーマパークの
ようでした。フードコートも目白押しで、まだまだ先
が長いのに、ついついお土産に手がでてしまいます。
　お昼が待ち遠しい頃、いよいよ本題の豪華海鮮料理

の登場です。窓からは海が広がる素敵な景色ですが、
食卓の舟盛りに目を奪われて皆食べるのが忙しかった
のでは？   和やかな中にも、賑やかで楽しい昼食会で
した。
　午後からは、沼津御用邸を訪ね、47,000 坪の広大な
敷地を散策し、夏の終わりの海風にあたりながら歴史
に触れることができました。
　帰りには沼津にてお土産を買い、バスの中では、全
員で自己紹介をした後、カラオケ、ビンゴゲームで盛
り上がり、皆様と親交を図れて、大変充実した研修会
だったと思いました。
 （谷在家・皿沼支部　広報委員　久保和代）

昇仙峡と石和温泉で研修会 開催日：平成24年9月29日（土） 
目的地：石和、昇仙峡、ぶどう園 鹿浜支部

　平成 24 年９月 29 日（土）、鹿浜支部では日帰り研
修旅行を兼ねた研修会を実施しました。
　当日、鈴木幹之助前副支部長（前厚生委員）のご逝
去もあり、参加人数はわずか８名。
　バス車中で、DVD による税制研修を行い、一路、
昇仙峡に向かいました。昇仙峡では仙が滝を見学し、
一同奇岩が織りなす絶景に目を奪われました。
　昼食は石和温泉のホテルで、懇親会。10 月から始
まる増強運動などが話題に上りました。
　午後はぶどう狩り。一房食べ切ったのは１名のみと
いう有様でしたが、買い物などをして帰路につきまし
た。
　当日は、都築徹蔵第 4 ブロック長も参加していただ

き、今後の支部、ブロックの運営などのお話もされ、
一同、大変有意義な研修となりました。
 （鹿浜支部　支部長　野辺愼一）

ブロック・支部・部会／研修会

そ～なんだ「セクハラ」 開催日：平成24年9月8日（土） 
目的地：新東名高速を走る 谷在家・皿沼・支部
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　毎年９月に行われている会員交流会は、４年ぶりの
屋形船です。乗船場所まで向かう間、車中で税務研
修。予定到着時間より少し遅れて到着。久しぶりの屋
形船でたくさんの参加者が集まり合計 80 名を乗せ、
越中島桟橋より 16：30 に出航しました。
　乗船して間もなく乾杯の音頭とともに、スカイツリ
ーを横目に、次から次へと出てくる揚げたての天ぷら
を堪能！   お料理も中盤になってくると次は、恒例の
カラオケ。なんと今年は、今まで歌を披露されなかっ
た方が、一番に名乗りを上げていただき盛り上がりま

した。そして女性陣４人組は、学生時代を思い出し
て、「青春時代」を熱唱！　船内は、大盛り上がり。
そんな中お台場での停泊では、最新鋭の大型スカイデ
ッキで夜景を観賞し、他の屋形船が何隻もきれいに光
っていました。
　それからも、宴会をしながら、降船の場所へと向か
い、あっという間の楽しい２時間半が終了しました。
企画をしていただいた役員の皆様に感謝です。お疲れ
さまでした！
 （江北支部　広報委員　神林京子）

　総勢９名、25 人乗りバスで、日光川治で温泉につ
かり、那珂湊でショッピング、快適な２日間を過ごし
ました。
　初日は、今市の酒蔵を見学、社長自らの日本酒につ
いての説明にみなさん真剣に聞いていました。次は大
正天皇に深く関係のある、和風建築で知られている、
日光田母沢御用邸を見学。その後、時刻どおりに「川
治温泉」の「宿屋伝七」に到着。温泉にゆっくり入
り、夕食前に日頃の役員活動をねぎらい、10 月から
スタートする会員増強運動の成果を期待して乾杯、懇
親に入りました。
　翌朝９時 30 分とゆっくりの出発。前日、交通渋滞
で立寄ることが出来なかった、おかき工房へ、そして
今市たまり漬けで買い物をし、高速道路で一路那珂湊
へ。昼食を済ませ、ショッピングをした後は、混雑の
ピークを避けるため予定を変更し、早めの帰途につ
き、無事４時頃に帰着。

　参加された役員の皆様、２日間お疲れさまでした。
 （堀之内・椿・江北支部　支部長　井上治男）

越中島にて（参加者が乗り込んでいる所）青春時代を思い出して…

役員研修旅行
 温泉で、増強作戦　

開催日：平成24年9月15日（土）～16日（日）
目的地：栃木県日光市 堀之内・椿・江北支部

江北・扇支部合同　　　　
税務研修および会員交流会

開催日：平成24年9月1日（土） 
目的地：お台場周遊屋形船 江北支部・扇支部合同

「宿屋伝七」入口にて
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日帰り研修会
～総勢28名で横浜市へ！！～

開催日：平成24年7月29日（日）　
目的地：八景島シーパラダイスと中華街 興野支部

梅島支部ゴルフ会100回記念　
 祝賀会を開催しました！　

開催日：平成24年8月17日（金）　
会　場：ホテルパインヒル西新井 梅島支部

　８月 17 日（土）午後６時 35 分、西新井ホテルパイ
ンヒルにて、梅島支部ゴルフ会 100 回記念祝賀会を開
催しました。
　現在、ゴルフ会休会中の浅野恭秀本部副会長及び安
江文博第７ブロック長のご臨席とご挨拶を頂戴し、和や
かな内に祝賀式典が執り行なわれました。また、去る
７月 17 日に一泊研修
兼伊香保 C.C. での第
101 回例会（100 回記
念コンペ）と表彰があ
り、その後のカラオケ
で大いに盛り上がりま
した。初代当ゴルフ会
会長が、会員増強運動
と会員相互の親睦、健
康増進のためにと、昭
和 56 年秋に有志数名
で第１回を開催し、30

年余りで 100 回を超えることが出来るまでに成長しま
した。これも一重に陰で応援してくださった、本部、
支部の関係各位の温かいご支援の賜と感謝しつつ次な
るステップへ進み続けたいと思います。
 （西新井法人会梅島支部ゴルフ会一同）

　平成 24 年７月 29 日
　興野支部は毎年恒例
の日帰り研修会を行い
ました。今年は横浜・
八景島シーパラダイス
と中華街に行きまし
た。参加人数は 28 名。
朝８時に興野を出発し
ました。
　２時間弱で八景島に
到着し、水族館やイル
カのショーなどを鑑賞
しました。昼食はバイ
キングでおなかをいっ
ぱいにして、その後、各種アトラクションで楽しみま
した。帰りは高速道路を途中で降り、中華街に寄りま
した。
　その日は、各地で 35 度を超える猛暑日でしたが、

八景島では日陰に入ると海風が心地よく、こうして支
部の皆さんとの交流ができて大変充実した一日になり
ました。
 （興野支部　支部長　内田喜一）

参加者全員での記念撮影

出席者全員での記念撮影
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日帰り研修会
～虹の架かる中を山梨県へ！！～

開催日：平成24年9月2日（日） 
目的地：山梨県笛吹市・石和温泉 新田支部

　宮城・小台両支部では、年２回程度研修会を行ってい
ます。本年度は２回目で、去る８月 27 日（月）に開催し
ました。当日は事務局・髙梨倫行職員より本部役員、来
賓のご紹介があり、西新井税務署より叶野重典法人課税
第一統括官、小堀博司法人審理上席官のご出席を賜り、
小堀様より平成 24 年度税制改正、法人税関係、復興特別
所得税関係、復興特別法人税関係等についてご説明いた
だきました。これぞ会員ならではのメリットだと思いま

す。
　また、メリットを高めるべく大同生命保険㈱、とうき
ょう共済、リステージ㈱、㈱大塚商会等の PR があり、第
２部では、飲み放題の懇親会を行い、小台支部・遠藤副
支部長の司会により大いに盛り上がり、午後８時 30 分閉
会しました。
 （小台支部　支部長　北條 進）

　９月２日（日）、新田支部の親睦を目的に山梨県石和温
泉に行ってきました。当日は明け方よりすごい雨でした
が集合時間の７時には素晴らしい虹が参加者 40 名を迎え
てくれた中で出発しました。バスの中で川上雅俊支部長
の挨拶後、DVD による税務研修を行い、その後はビンゴ
大会で盛上っているうちに石和に入りました。桔梗屋の
工場見学やモンデ酒造でのショッピングなどで山梨の名
物を楽しみ、親睦会の会場であるホテル慶山に到着。
　まず温泉に入り、すべすべの肌になった後、宴会で美
味しい料理に満足し、途切れることのないカラオケで盛
り上がった２時間はあまりにも短く感じました。
　その後、加々美果樹園での桃狩りを楽しみ山梨を後に
しました。家路に向かう車内でも、渋滞の中、ビンゴ大

会やカラオケを行い、
それすらも感じさせな
い盛上りでした。最後
に岡健次第８ブロック
長から挨拶をいただき
無事新田に到着しまし
た。
　今回の日帰り研修で
新田支部の『和』が一
段と強くなったことを
感じた一日でした。
 （新田支部　副支部長　諏訪法和）

宮城・小台支部 
 合同税務研修会

開催日：平成24年8月27日（月） 
場　所：城北信用金庫宮城支店 宮城支部・小台支部合同

叶野法人課税第一統括官並びに小堀法人審理上席官を囲んで

出席者全員での記念撮影

桃を頬ばる岡ブロック長（写真左）
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　第３ブロック、４支部合同による会員増強出陣式
が開催されました。
　塚田彰ブロック長より「一般社団法人となり、よ
り一層の努力を」との激励の言葉をいただきました。
　それを受け河野博義支部長、足立賢一支部長、高
際保夫支部長、齋藤正支部長４名の各支部の増強に
対するあつい

4 4 4

意気込みが発表されました（成果期待
しています）。

　支部長２年目元気一杯の河野支部長の乾杯を合図
に各支部の皆様との懇親会スタート！！
　これぞ！！　親睦だ！！　と思える楽しい宴でし
た。

　最後に高際支部長による「会員増強頑張ろう！   
エイ・エイ・オー」で閉会となりました。

　そして、スムーズ ??　な司会進行・会計と
栗原栄町支部長の齋藤さんありがとうござい
ました。
 （西新井第二支部　広報委員　中橋奈保子）

西新井第一支部・西新井第二支部・島根栗原支部・栗原栄町支部

一致団結！ 第３ブロック合同出陣式一致団結！ 第３ブロック合同出陣式一致団結！ 第３ブロック合同出陣式一致団結！ 第３ブロック合同出陣式 日時：平成 24 年 10 月２日（火）日時：平成 24 年 10 月２日（火）
会場：江戸一西新井館会場：江戸一西新井館

ス・テ・キな塚田ブロック長

元気な河野支部長

元気な？　うしろ姿
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 三支部合同税務研修
 及び会員交流会

開催日：平成24年10月 8日（祝）　
目的地：神奈川県横須賀市

秋の日帰り研修 開催日：平成24年9月30日（日）　
目的地：墨田区本所防災センター関原支部

　17 号台風の影響で、道路はス
イスイと目的地に一直線！　本所
防災センターにて火災時の煙への
対処、また震度７を体感しテーブ
ルの下へもぐる。しかしこれが意
外と大変です。
　そして最初に４F のシアターで

3.11 の記録映画を観ました。以前 AED の使い方を勉
強し、心臓マッサージの訓練を受けた方も真剣そのも
のです。皆さん口々に「本当に今日の研修はよかっ
た」「実際の時に活かせるには、またこういうチャン
スがあったら何度でも体験を重ねることですね」と好
評でした。
　そして次は品川プリンスホテルのバイキング、なか
なか予約のとれない多種のお料理が揃った会場でシャ
ンパンで乾杯。野口前会長のご挨拶の後、一斉にカニ
やローストビーフにむかいました。外の天気のことは

一時忘れ楽しい瞬間をすごしました。足立区に着いて
我が家まで雨も大丈夫で、大満足の一日でした。
 （関原支部　広報委員　浅井寛子）

　第７ブロック（梅島・梅田第一・梅田第二）では平
成 24 年 10 月８日（月）に三支部合同で税務研修と会
員交流会を行いました。
　午前９時 40 分にショッピングプラザ・カリブ前に
集合し、横須賀軍港を目指して出発しました。車中に
て研修として「地球温暖化について」の DVD が放映
されました。
　首都高、横横道路ともに渋滞に巻き込まれることな
く、定刻に横須賀軍港に到着しました。横須賀の通称

「どぶ板道路」を散策しました。その後、汐入桟橋か

ら観光船に乗船し、横須賀軍港内のアメリカ海軍や海
上自衛隊の艦船を間近で見ました。当日はお目当ての
空母ジョージワシントンは出港して見られませんでし
たが、最新鋭のイージス艦が停泊していました。
　観光船下船後、横浜中華街に向かい「三国史楼」で
フカヒレ入りの中華フルコースを堪能しました。帰り
は渋滞もなく、無事に出発地に到着し午後 5 時に散会
しました。47 名の参加者があり盛況のうちに研修会
を終えました。
 （梅田第一支部　支部長　永田一雄）

消防訓練中の参加者

梅島支部・梅田第一支部・梅田第二支部

アメリカ海軍のイージス艦汐入桟橋より横須賀軍港を望む
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http://www.tohoren.or.jp/nishiarai/file/card.pdf

足立区栗原３足立区栗原３─1010─1616
TEL 3852TEL 3852─2511　FAX 38522511　FAX 3852─47954795

申込用紙は以下URLからダウンロードできます。申込用紙は以下URLからダウンロードできます。

足立区栗原３─10─16
TEL 3852─2511　FAX 3852─4795

申込用紙は以下URLからダウンロードできます。

西新井法人会西新井法人会西新井法人会
一般社団法人一般社団法人一般社団法人
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あだちまつりに参加して

　初日土曜日の朝、秋冷えを感じたのもつかの間、空は高く
気温も日差しも上がり絶好の「まつり」日和りです。
　「税金クイズ」ご参加の皆様に鉢花のプレゼント。
　このスタイルもすっかり定着し、今日を楽しみに列に並ぶ
方々も多いとか。
　協賛運営は社会貢献委員会、青年部会、女性部会によりま
す。
　早朝から設営等の準備に勤しみ、和やかなその活動の中に
法人課税第一統括官叶野様、法人審理上席官小堀様と手慣れ
た方々の御姿がありました。
　1,000 鉢の袋詰めも終わりまして、新藤局長の進行により
順次ご挨拶をいただきました。鈴木、秋山両副会長、木本社
会貢献委員長　渡邉青年部会長　大石女性副部会長の皆様よ
り「西新井法人会　社会貢献活動楽しみましょう」と明るい
お言葉でスタートしました。
　午前の採点席には、對馬署長、川上副署長、三浦副署長、
笹方総務課長、叶野統括官、鈴木副会長、清水女性部会長、
大石、小倉両女性副部会長と並び、また土手の行列の整理誘
導には西新井税務署の方々、社会貢献委員と青年部会の
方々、秋山副会長と照りつける日差しに汗をかきながらの対
応でした。
　午後のスタートは１時半から。
　「どこにもまして西新井法人会の名声と活動が高まること
を嬉しく感じております」と話された對馬署長に続き、野口
顧問、渡辺副会長、清水部会長とご挨拶をいただきました。
また、東京税理士会西新井支部より平田支部長他諸先生方、
そして、小倉総務委員長、後藤厚生委員長と多くの方々の訪
問をいただきました。
　午後の部も無事に終え、楽しく賑やかな一日でした。
　その夜６時からは「第 34 回足立の花火」区制 80 周年を祝
い、昨年より 5,000 発多い 15,000 発の花火が澄み渡る秋空を

飾り、両岸に詰めかけた 59 万人の足立区民からは歓声と拍
手の嵐。丸ごと「あだち区民まつり」の一日でした。
　２日目。元気なお声と笑顔の堀口会長のご挨拶に始まり、
各諸氏方々のお言葉をいただきスタートしました。
　本日は午前中のみ１回だけの「税金クイズ……鉢花プレゼ
ント」。
　12 時半より「流し踊り」が始まりました。
　区内より集まりし、各町会・団体総勢 150 余名のご婦人方
です。
　熟女、烈女居並ぶ中、わが西新井法人会の青い半纏に白い
パンツ、腰ひもは豆絞りで決めた女性部会員の７名、１～２
回の練習を経て本日のお披露目となりました。
　散会となった法人会テントに陣中見舞いのお客様がありま
した。
　第４ブロック長　都築様も差し入れの「おやつ」を持参し
てくださいました。有難うございました。
　社会貢献が楽しくできた、「あだち区民まつり」の二日間
でした。
 （広報委員会　委員長　小川節子）

平成24年10月 13日（土）、14（日）平成24年10月 13日（土）、14（日）
荒川河川敷・虹の広場荒川河川敷・虹の広場
平成24年10月 13日（土）、14（日）
荒川河川敷・虹の広場

A─Festa 2012　あだちまつり参加Festa 2012　あだちまつり参加A─Festa 2012　あだちまつり参加

採点中の對馬署長 ご案内中の木本社会貢献委員長

社会貢献委員会・青年部会・女性部会
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堀口会長を囲んで記念撮影

對馬署長を囲んで記念撮影

１日目

社会貢献委員会・青年部会・女性部会の皆様
２日間大変お疲れ様でした

２日目
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　平成 24 年度の税制講演会が９月 28 日多くの会員に
ご参加いただき西新井法人会館２階ホールにて開催さ
れました。
　始めに西新井法人会鈴島税制担当副会長よりご挨拶
をいただき、その後、西新井税務署宮本英一資産課税
統括官に演題「相続税について」を講演していただき
ました。
　平成 23 年度税制改正大綱で相続税の改正案が提出

されているため、現状と比べてどうなるか、など大変
細かく分かりやすく解説していただきました。
　講演会終了後は、多くの会員より「非常にためにな
った」と好評をいただくなど、大変有意義な一日とな
りました。
 （税制委員会　副委員長　市川貞弘）

講演中の宮本統括官

<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

<

<
<

<税制委員会主催「税制講演会」
 講師　西新井税務署 資産課税統括官　宮本英一殿　

平成 24年９月 28 日（金）

開会の挨拶をする鈴島副会長

委員会委員会委員会
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サービス事業委員会主催

会員増強並びに収益事業推進会議
日時　平成24年７月 31日（火）
場所　西新井法人会館

q

q

q

q

0000000000000000000000000
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0

0
0
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0
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　今回の収益事業推進会議においては、組織担当副会
長、当委員会担当副会長をはじめ、各ブロック長、各
支部長、サービス事業委員の皆様方には多大なるご協
力をいただき、心よりお礼申し上げます。
　また、とうきょう共済・㈱アイワコピー・㈱大塚商
会・リステージ㈱の各収益事業担当会社様からは将来
の収益事業に関し詳細なご説明をいただき、当委員会
としても心強い限りでございます。
　今年度より西新井法人会では会員の皆様にメリット
の一つとして会員カード
の発行を行っておりま
す。この会員カードが収
益事業につながるよう邁
進してまいります（＊詳
細については 13 頁をご
参照ください）。
 （サービス事業委員会   
 委員長　茂木　繁）

会員向けサービス事業のご案内
　サービス事業委員会は、平成 23 年度より会員向け
サービス事業として複合機導入サービスを行っていま
す。㈱アイワコピーは㈱大塚商会と協同で、リコー並
びにキヤノン製品を、リステージ㈱は、シャープ並び
にコニカミノルタ製品をおすすめしています。

　支部役員会、税務研修会等を含め、会員の皆様と接
する機会が増えると思います。
　会員向けサービス事業ですので、何卒よろしくお願
い申し上げます。
 （サービス事業委員会　委員長　茂木 繁）

リステージ株式会社

田中 健一 西玉 靖 坂田 光陽

平野 祐介笹川 浩士穐
あき

本
もと

 史郎

株式会社 アイワコピー

松岡 隆司

樋口 賢児 宮脇 寛和 池田 孝広

宮田 健廣川 雅信

閉会の挨拶をする
加藤副委員長

開会の挨拶をする土屋副会長

多くの方が出席されました
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源泉部会源泉部会源泉部会 女性部会

日帰り研修会
 ～　鶴岡八幡宮・鎌倉大仏参拝　～　

開催日：平成24年9月12日（水）　
目的地：神奈川県鎌倉市 

　９月 12 日（水）、天候にも恵まれ、定刻に鎌倉へ向
け出発。
　金子源泉部会長のご挨拶の後、すぐに税金クイズが
始まりました。法人課税第二統括官奈良光男様出題の
クイズは、難問でした！
　さまざまな角度からの問題に頭を悩ませながらも、
楽しい頭の体操になりました。
木々に包まれ神聖な雰囲気の

【鶴岡八幡宮】では、９月 14 日
～16 日に執り行われる≪例大
祭≫の準備が始まっていまし
た。狩装束の射手が、疾走する
馬に騎乗して的を射抜く姿を想
像しながら、杜の緑、御社殿の
朱色に調和する境内の散策は心
和むものでした。
　歩を進めて、創建 750 年余を
経た高徳院【鎌倉大仏】へ。仏
教伝来の象徴ともいえる国宝銅
像、阿弥陀如来坐像は、大きな
存在感でした。
　その後、夏の陽光を受けてカ
モメが飛び交う由比ヶ浜を眺望
しながら城ヶ島京急ホテルへ向
かい、昼食。足湯に浸かりなが
ら房総半島を望み、のんびりと
した時間を過ごしました。
　【記念艦三笠】見学では、激

動の時代を駆け抜け、歴史を刻んできたことに思いを
馳せ、今私たちの享受している平和、“ごくごく普通”
の日常に、有り難さと感謝の念を深くいたしました。
　初めての日帰り研修参加でしたが、楽しく有意義な
一日を過ごしました。
 （源泉部会　幹事　太田幸子）

 TEL FAX
鹿浜店 3899-4446 3899-4447
千住店 3870-4446 3870-4456
西新井店 5686-4446 5686-4446

代表取締役 石 井 勝 彦

株式会社
レストラン

各種宴会・出張パーティ・お弁当承ります。

高徳院にて記念撮影



NISHIARAI HOJINKAI Vol.215 19

源泉部会 女性部会女性部会女性部会

大繁盛の法則
 講師　経済評論家　西村晃先生　

開催日：平成24年8月28日（火）　
会　場：西新井法人会館 

　８月28日（火）、西村
晃先生をお迎えして講
演会を開催しました。
　経済評論家の講演と
いうこともあり青年部
会員も多数参加、猛暑
の中 100 名を超す講演
会となりました。先生
は NHK、テレビ東京
を経て、現在は経済評
論家として、執筆、講
演等にご活躍中です。

　清水女性部会長、秋山女性部会担当副会長の挨拶に
続き開演しました。

　今、日本中から注目されている「東京スカイツリ
ー」。クラブツーリズムの大江戸歴史とグルメクラブ
の講師として日本中を案内しています。そのコース中
に舎人公園もあり時々来ますが、舎人ライナー、隅田
川から見たスカイツリーは絶景です。
　足立は東武沿線にあり「東京スカイツリー」による
波及効果は見える視認性に価値があります。下町は歴
史文化の宝庫で見所があり、また老舗と呼ばれている
店も沢山あります。それを立派な江戸の観光資源とし
て捉え直すチャンスでもあります。
　そのような発想で故郷を大切にし
スカイツリー効果を冷静に分析、地
元発展のために生かしていただきた
いと思います。
円高と空洞化について
　「円高は困る」とよく TV、新聞
に書かれているが、通貨の価値が高
くなって滅びた国はありません。
今、シャープの業績が悪いが原因は
円高ではありません。なぜならテレ
ビを主力としているシャープに対し
てアップルの iPhone やサムスンの

スマホの部品を供給している東芝の景気は悪くはあり
ません。経済構造が変わり、最終商品を作る時代では
なくなったのです。
　「空洞化」についても、かつて帝国列強が戦争によ
り植民地をつくったのに対し、今、日本は一発の弾丸
も撃たず安い労働力と市場を手に入れました。海外で
物を作ったり売ったりすることを、空洞化で困った、
と考えないで日本の領土が広がったと考えようではあ
りませんか。
価値観の変革
　この国、日本は価値観の変革を迎えています。大切
なことは変化に対応すること。去年勝ったやり方で、
今年も勝てると思ってはいけません。それは景気が悪
いのではなく、皆さんの対応力がお客様の変化につい
て行っていないのではないでしょうか。

　西村先生は「商売の原則」である、他人のやらない
ことをやってほしい、と結ばれました。ユーモア溢れ
る多彩な話術にも引き込まれ、前向きな姿勢と勇気の
湧く講演会となりました。
　麹町法人会の大津女性部会長も最後までおつきあい
いただき有り難うございました。心よりお礼申し上げ
ます。……万雷の拍手の中講演会は閉会し、懇親会へと
移りました。
 （女性部会　副部会長　大塚ヒサ子）

講演中の西村晃先生

出席者全員での記念撮影
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青年部会青年部会青年部会

　毎年恒例となりました青年部会主催の家族交流会
が、今年も盛大に開催されました。当日は天候にも恵
まれ、都市農業公園内のレストラン「さくら」屋外席
で開放的な雰囲気の中で行われました。
　会場には定刻の 30 分程前より青年部会や女性部会フ
ラダンス・チームの皆さんが家族連れで集まり、開催
前より和気あいあいのムードの中、定刻を迎えました。
　青年部会影山幹事の司会のもと、青年部会担当秋山
副会長、渡邉青年部会長にご挨拶をいただき、清水女
性部会長の乾杯の音頭で開宴となりました。
　おいしい料理に舌鼓を打ちお腹も落ち着いたところ
で、お子様を対象として税金クイズ（西新井税務署に
問題を作成していただきました）が始まりました。名
進行の青木幹事につられ緊張気味のお子様も笑顔にな
り、やがて真剣にクイズに取り組みました。大人でも
難しい問題もちらほらありましたが、これを機会に税
金に対する興味を持っていただければと思います。
　雰囲気はがらりと変わり、お待ちかねの女性部会有

志の皆様によるフランダンスが披露されました。艶や
かなハワイアン衣装で登場し、華やかなフラダンスに
会場は南国ムードに包まれました。続いて、女性部会
副部会長の大石様を中心とした女性部会の皆様による
歌が披露され、一気に盛り上がりました。
　美しい歌声の余韻が残る中、カードを使った全員参
加の大景品大会が始まりました。お子様は大きなおも
ちゃや、可愛い景品に目を輝かせ、大人はドンレミー
様よりいただきましたバウムクーヘン他、メロンや華
麗な鉢植え等を獲得されお喜びのご様子でした。中に
は持ちきれないほどの景品が当った方も数々いらして
大いに盛り上がりました。
　楽しい時間はあっという間で、最後はお子様に花火
を楽しんでいただきました。青年部会のみならず親御
さんにもご協力をいただき、安全には万全を期して行
うことができました。
　今年は過去最高と思われる 87 名の方々にご参加い
ただき、より盛大に開催することができました。これ
も一重にご参加、ご協力いただきました皆様のお陰と
心より御礼を申し上げます。また、会場設営と運営に
ご協力いただきました法人会事務局職員の皆様、有難
うございました。
　来年もまたたくさんの方が参加してくださることを
幹事一同心よりお待ちしております。
 （青年部会　副部会長　湯川　裕明）

青年部会＆女性部会「家族交流会」

挨拶する秋山副会長 渡邉青年部会長 清水女性部会長

 平成 24 年 8月 23 日（木）開催
 レストランさくら　鹿浜店
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青年部会

早く始まらないかな 青年部会橋本ファミリー 親子で参加です 後藤幹事ご一家

小倉幹事ご一家 女性部会浅井幹事ご一家 秋山副会長を囲んで
清水部会長と渡邉部会長ご一家

小林幹事夫妻

笑顔でピース！！ ヨーヨーどの色にしようかな？ 税金クイズの始まりです

ハイ、チーズ！！ 白井前青年部会長ご一家

秋山副会長を囲んで女性部会フラガールズ

司会青木幹事も大活躍！ チケットGET！ スイカだぜィ！！ 笑顔満面の鈴島副会長 大勢でやる花火は楽しいなぁ
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一　　般一　　般
社団法人社団法人西新井法人会西新井法人会 一　　般一　　般

社団法人社団法人西新井法人会西新井法人会 一　　般
社団法人西新井法人会

一　　般
社団法人西新井法人会

　去る９月 27 日（木）から 30 日（日）まで３泊４日
にて青年部会の海外研修会に参加しましたのでご報告
いたします。

１日目【９月 27日（木）】

　今回の海外研修会に参加したのは８名。早朝に成田
空港に集合し、10：30 発のマレーシア航空便にてク
アラ・ルンプールに向けて飛び立った。行きの機内は
比較的空いており、要領の良い青年部会のメンバーは
成田でのチェック・イン時に窓口のスタッフにお願い
して全員隣が空席の窓際のシートを確保。エコノミー
とは思えない快適な空の旅を楽しんだ。約６時間 30
分のフライトを経て、クアラ・ルンプール国際空港に
到着。空港の建物は日本人建築家の黒川紀章氏がデザ
インした近代的な建物で、サテライトから入国審査の
あるターミナル建物へは成田空港と同様に無人のトレ
インにて移動する形である。ブランド品などの店舗が
並び、とても綺麗で清潔感のある空港であった。入国
審査では、外国人の入国者は全員が指紋の登録を行
う。あまり経験が無いので少々緊張した。空港の到着
ロビーで、現地ガイドが出迎えてくれた。空港からは
バスで 30 分ほど離れたクアラ・ルンプール市内へ向
かい、宿泊先のドーセット・リージェンシー・ホテル
に到着したのは夕刻の 18：00 を過ぎていた。この日
は事前に予約をしておいたお隣にあるリッツ・カール
トンの中華料理レストランにて夕食を楽しんだ。この
レストランはクアラ・ルンプールでも評判の広東料理

の名店とのこと。少々贅沢をしてしまったが、期待を
裏切らない美味しい料理の数々であった。夕食後は、
ガイドの案内で近辺の繁華街を散策した。ホテルの近
辺には世界中の有名ホテルの高層ビルが立ち並ぶ。新
築のショッピング・センターには、これまた世界中の
有名ブランド店が軒を連ね、沢山の人が行き交い、夜
になっても人が溢れていた。

２日目【９月 28日（金）】

　この日は研修を行う予定であったが、予定時刻より
も少し早めにホテルを出発して、ヒンズー教の聖地で
あるバトゥ洞窟へ立ち寄った。272 段の階段を上った
岩山の中腹に広がる巨大洞窟である。内部にはヒンズ
ー教寺院が建てられ、聖地として信仰を集める場所で
ある。272 の階段を上りきった後は、腿の筋肉が笑っ
ていた。寺院では、インド人らしき人たちが熱心にお
参りをしていた。
　さて、１か所目の研修先は＊ロイヤルセランゴー
ル・ピューター工場だった。マレーシアの特産品であ
る錫

すず

を材料として食器や装飾品など、細工が施された
作品は芸術品のようである。工場内では、小さなハン
マーを叩いてコップに模様を入れる体験をさせて貰っ
たが、とても一朝一夕に出来る作業ではなかった。
　２か所目の研修先はエネオス・カーセンターだっ

＊ピューター…… （英語 pewter）白鑞（しろめ）。錫と鉛との、ほぼ４
対１の合金。錫細工の接着や銅合金などに使う。アン
チモンに砒素を混ぜたものをいうこともある。

王宮（Istana Negara）を背景に記念撮影

青年部会 ｢海外研修会｣
（研修先）マレーシア　　クアラ・ルンプール
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た。マレーシアでは日本のジャスコが展開されている
が、その中にエネオスが経営するカー・アクセサリー
や簡単な修理・メンテナンス工場が設置されていた。
店内には沢山の商品が陳列されており、売上も上々の
様子であった。マレーシアでは現地生産の国民車普及
政策があり、特に輸入車に対する関税が高く、自動車
の値段は日本の３～５倍近くにまでなる。マレーシア
製の国民車でも 200～300 万円ほどの値段になる。マ
レーシアの一般的な給与水準は日本の約 3 分の 1 との
ことであるので大変な贅沢品である。それでも、マレ
ーシアの人たちは何とか車を購入し、市内では通勤の
時間帯には渋滞が発生している。車を所有することが
ステータスであり、他人に対する信用の証のような位
置づけになっているとのことである。

メイショウワにて記念撮影

　３か所目の研修先はメイショウワという日本企業と
の＊J／V 会社で、エネオスの自動車用オイルやパナ
ソニックのバッテリー等を輸入販売している会社であ
った。我々を応対してくださったラウ氏は、日本の大
学で勉強し、MBA の博士号を取得したマレー系の中
国人の方で、日本語がとても堪能な方でした。色々と
マレーシア人の国民性や生活の様子、国の政治や経済
の状況など興味深い話を伺うことができた。
　この日の夕食は、メイショウワのラウ氏が案内して
くれたシーフード・レストランで取ることとなった。
レストランの入り口近くに沢山の水槽が置かれ、そこ
には巨大な伊勢海老や鮑、その他の魚介類が並べられ
ていた。美味しいシーフードを満喫したが、実は、そ
の店で一番印象的だったのは男子トイレである！ラウ

氏に勧められるままに男子トイレに入ってみると、ト
イレの突き当たりの壁が熱帯魚の泳ぐ大きな水槽にな
っていた。さて、何処で用を足せばよいのか一瞬考え
たが小便器が見当たらない。さては間違って女子トイ
レに迷い込んだかと思ったが、よく見ると、突き当た
りの水槽に“ここに小便をしてください”と書いてあ
る。つまり、熱帯魚が泳ぐ水槽に向かって立ち、ズボ
ンを開いて小便をするのである。お魚さん達ゴメンな
さい、こっちを見ないで泳いでいて！と呟きながら用
を足した。

３日目【９月 29日（土）】

　この日は、一日観光に充てた。市内にひときわ高く
そびえ立つ 421m の KL タワー。地上 276m の展望台
からは市内が一望できた。郊外にある王宮は正面の門
の外からしか見学できないが広大な敷地と豪華な宮殿
が見えた。マレーシアは 13 の州にそれぞれ王様がい
るが、この王様たちが５年任期の交代制でマレーシア
国王を務めるとのことである。ユニークな制度だと思
った。国立モスクは、ドームとそれを取り囲む４本の
尖塔に囲まれ、白と青の美しい装飾が施されていた。
靴を脱ぎ、裸足になって石の回廊を進みドームの中に
入ると、少し空気がヒヤッとしていて特別な空気を感
じた。夜になって、クアラ・ルンプールの象徴となっ
たペトロナス・ツインタワーのライトアップされた姿
を見に出かけた。マレーシアの国営石油会社、ペトロ
ナスが建設した 88 階建ての高層ビルで、高さは
452m。現在のマレーシアの富の象徴とも言える建物
である。ツインタワーはイスラム様式のモスクをイメ
ージしており荘厳さを感じさせた。
　今回の研修を振り返り、個人的に強く印象に残った
ことはマレーシアという国が何処か掴みどころのない
国だったなという感触である。石油や天然ガスが採れ
る資源国であるマレーシアは、確かに国は富んでいる
ように見えた。派手な高層ビルが立ち並び、一流ホテ
ルに隣接するショッピング・モールには世界中の一流
ブランドのブティックが並んでいる。しかしながら、
そんなブティックの店内にはお客が一人も入っていな
い。彼らの収入で、そんな高級品など買える訳がない
のだ。国の豊かさと国民の貧しさが同居しているよう
な感じであった。不思議な感覚だ。しかし、確かに国
に活気があった。この数年、青年部会の海外研修でア
ジアの国々を訪れる機会を戴き、色々と見て回って来
たが、アジアのどの国も日本より活気があり、経済が
成長しているように見えて仕方ない。日本は、早くこ
の政治・経済の危機から脱して、再びアジアのリーダ
ーとして世界経済の牽引役にならなければいけないと
改めて認識した。
 （青年部会　部会長　渡邉　浩）

＊ J／V会社……共同企業体（英語 Joint Venture の略）

エネオス・カーセンターにて記念撮影
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　片山氏は 30 年以前に勤めた、秋田県能代税務署長
時代を振り返って、「市民や企業から税務行政への理
解を得ることは、法人会活動、とりわけ会員増強が大
きなテーマであった」と語り、鳥取県知事を２期８
年、菅内閣で総務大臣を勤めた経歴から、「地方の再
生」「日本の将来」に焦点をあてた講演を行った。

辺境・僻地の放置は禍根をつくる

　今、尖閣諸島問題、竹島問題で近隣諸国との関係が
危惧されているが、これら辺境の地が国際問題になっ
ていることからして、決して僻地、限界集落が放置さ
れてはならないと言える。江戸時代には鳥取県の漁民
が竹島付近のアワビを将軍に献上していた歴史が鳥取
県（現在は島根県）の支配を物語り、その漁場に韓国
漁民が侵入してから安定を欠いた時代になってしまっ

た。これらの問題は東京を中心とした日本の政治・経
済の在り方に警鐘を鳴らしていると言えるのではない
か。地方の山間部の土地が外国資本に所有権が売られ
ている事実にも大きな懸念がある。地方経済の立て直
しや過疎対策に公共事業投資が行われてきたが、その
経済効果は一時的には雇用を生むが、事業費の半分位
は土地収用にかかり土地所有者の多くは高齢者であっ
て、そのお金が新規事業に投資されることは殆どな
く、相続した次世代は都市部に移り地域から流失して
しまうのが実情である。また市町村の規模拡大から効
率化を目指した「平成の大合併」も地方が地力を付け
られたかにも疑問がある。

自立できる地方自治へ権限の委譲を

　地方の自立のためには何が必要かを自分たちで考

　全国から 1,800 名が参加した「釧路大会」は、時お
り小雨が混じる生憎の天候であったが、釧路駅からシ
ャトルバスで会場の釧路市市民文化会館へ案内され

た。当日の釧路新聞に全面２ページの「第 29 回　法
人会全国大会　北海道大会」が掲載され、法人会の熱
い思いが市民へも報道された。

第一部　記念講演　　　

『地方の再生と日本の将来』　　

講師　慶応義塾大学法学部教授　片山善博氏
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㈱ 双 葉 企 画 安心価格！
寝台車完備

代表取締役　大 谷 和 幸

〒123-0873　東京都足立区扇 3-19-5-311

FAX 03-3857-9710  携帯電話 090-1606-4332

葬儀全般
（社葬、団体葬、一般葬、神葬祭、家族葬、友人葬）

24時間受付　03-3857-9711㈹
FAX 03-3857-9710 

え、自分たちの主体性が根底になければならない。地
方債を発行して資金を調達しようにも、総務省の同意
がなければ何もできないのが現状であり、自分で借入
を行えないのは「未成年者、認知症者、地方自治体」
と揶揄される所以である。民主党政権の総務大臣とし
て菅総理に「地域主権改革予算」を求め補助金改革を
進めて、地方首長も認めるべき成果は多々あったが、
民主党は PR が下手なので国民には理解されていない
ことがもどかしい思いである。
　日本の将来にとって、「権限移譲が地方自治を自立
させ、再生を可能にさせる」が基幹であると結ばれ
た。

　光安規実男北海道法人会連合会会長が、丹頂鶴や釧
路湿原など地元の PR を込めて、参加 1,800 名への歓
迎の挨拶に続き、池田弘一全法連会長、古谷一之国税
庁長官、高橋はるみ北海道知事の祝辞が述べられた。
表彰式は、長期にわたり高加入率を維持している優秀
賞に福井県、長野県が、また努力賞に愛媛県、静岡県
等 15 県連が表彰されたが、東京、神奈川、大阪、福
岡等、大都市を抱える県連は該当していなかった。
　平成 25 年度税制改正スローガンに「待ったなし、
国・地方とも聖域なき行財政改革の遂行を！」「年
金・医療・介護制度改革を断行し、持続可能な社旗保
障制度の確立を！」等、９項目を挙げ、「東日本大震
災、原発事故からの復旧、復興をめざして再生に必要
な税制措置」「消費税率引き上げには中小企業に十分
な配慮を求める」との大会宣言を採択して閉会した。

第二部　式　典

　懇親会は、会場を釧路市観光国際交流センターに移
して行われ、地元釧路の名産・名酒に、北海道の大地
に根付いた勇壮な蝦夷太鼓が花を添えた。
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会員以外の方でもご参加できますので、お誘い合わせの上ご来場ください。

一般社団法人西新井法人会研修委員会
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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



NISHIARAI HOJINKAI Vol.21532



NISHIARAI HOJINKAI Vol.215 33

消費税の増税と景気弾力条項について
 東京税理士会　西新井支部

 税 理 士 ● 原　寿基

東 京 税 理 士 会

　まず最初に皆様に質問です。
　あるインフレに悩む国がありました。その国はイン
フレ対策として消費税率の引上げによる増税を行いま
した。さてこの政策は正しいでしょうか？
　答えは、「○」です。
　消費税は、国民が消費に使うお金の一部を強制的に
徴収する性格を有していますので、消費を抑制し、一
般的にインフレ対策として有効です。逆に言うとデフ
レ期には好ましくない政策と考えられます。現に、
1997 年橋本政権は、当時経済はデフレ基調であった
にもかかわらず、消費税率を３％から５％に引上げま
した。その結果、日本はより深刻なデフレ不況に悩ま
され、財政再建は頓挫し、結局のところ増税時の税収
をいまだに上回ることができていません。
　さて、そんな我が国では、去る８月 10 日、消費税
増税を柱とするいわゆる社会保障・税一体改革関連法
案が国会にて可決成立されました。これを受け新聞で
は 2014 年４月に８％、2015 年 10 月に 10％に消費税
が増税される旨の報道が一斉になされました。
　しかし実際のところ、法案には附則第 18 条に、い
わゆる景気弾力条項が明記されていますので、これは
正確な報道とは言えません。
　この景気弾力条項は、橋本政権時の反省を踏まえ、
消費税率の引上げにより景気の悪化を起こさせない為
に手当てされた条項です。
　要約すると下記のような内容となります。

① デフレからの脱却・経済の活性化に向け、平成 23
年度から平成 32 年度までの平均で、名目３％程度、
かつ実質２％程度の経済成長率を目指す為、総合的
な施策の実施等の必要な措置を講ずる。

② 経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長
率等を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で
その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

　したがって、この条文を素直に解釈すると、デフレ
から脱却し、経済成長率が 10 年間にわたって名目
３％（実質２％）程度の成長が見込まれると確認でき
た時は、消費税率を引上げる。しかし上記の経済成長
が指標から確認できない場合は、消費税率引上げを停
止をすることができるという内容となっています。
　我々税理士にとっては、国内の景況、とくに中小企
業の景気は非常に気になるところです。今回の増税は
今までのように法人税や所得税の減税とセットで行わ
れるわけではありませんので、より景気への影響が懸
念されています。
　玉虫色の条文であるだけに、果たして景気への配慮
が適切に行われたうえでの判断がなされるのか？　来
年の秋頃に、その時期の政権が判断をすることになり
ます。今後行われる選挙いかんによって、デフレ脱
却・景気の浮沈がかかっているといえるでしょう。
　今回は税制の説明というよりも、経済問題としての
消費税という視点から解説させていただきました。参
考にしていただければ幸いです。
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表紙のことば Vol.215
 紅葉鮮やかな長瀞 広報委員会

　全長 173㎞の「荒川」が、水源を山梨（甲
3

斐）、埼
玉（武

3

蔵）、長野（信
3

濃）の３県の県境・甲武信
3 3 3

ヶ岳
（標高 2,475m）に発して、およそ 55㎞に位置するの
が“長瀞”。（長瀞から下流・約 100㎞が鹿浜橋）
　長瀞といえば一番は岩畳であり、対岸に秩父赤壁と
呼ばれる絶壁や明神の滝があり、青く淀んで瀞に映え
て絶景をなしている。秋の長瀞は、静かなる水の流れ
の色合いがその深みの碧を増すころ、岩畳対岸の紅葉
も彩りを増し、川面にまでも秋色を映す。

編　集　後　記
広報委員になって……

　広報委員になって、早一年が過ぎようとしていますが、
委員になって初めて普段何気なく見ていた広報誌が、こ
れだけ多くの人の手によってつくられていることを知り
ました。それだけに、会員の皆様には、本誌がどれだけ
役に立っているのか甚だ気になるところです。
　消費税アップが決まり中小、零細企業を取り巻く環境
がますます悪化しようとしています。
　そしてそれを乗り越えようと大変な努力をされている
方も多くいらっしゃると思います。
　そうした方のために何か考えられるヒントがあるよう
な広報誌でありたいと思います。
 （宮城支部　広報委員　坂田和夫）

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

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 6日㈭ 14：00～16：00 法人会館
平成25年2月5日㈫ 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
 11月 6日㈫ 15：00～17：00 法人会館
平成25年  1月16日㈬ 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、行われています。

※上記日程については、急遽変更になる場合もありますので、ご了承ください。

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

第 215 号 平成 24 年 11 月 2 日
発　　行　 一般社団法人 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

会員の皆様から

 募集中！！『西新井法人会報』の表紙を飾る『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を風景画・風景写真を『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を

日付 11　　　　　月 場所
 1 日㈭ 第 156回定例理事会 法人会館
 7 日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
 7 日㈬ 源泉部会「年末調整説明会」法人会館

 7 日㈬ 女性部会「絵はがきコンクール」表彰式
（足立法人会女性部会との共催）

足立区役所
庁舎ホール

12日㈪ 研修委員会 法人会館
16日㈮ 広報委員会 法人会館
21日㈬「税を考える週間」講演会 法人会館
22日㈭ 組織委員会 法人会館
28日㈬女性部会「租税教室一日研修」（目的地）霞ヶ関ビル

（目的地）東京臨
海広域防災公園

29日㈭ 社会貢献委員会 法人会館

日付 12　　　　　月 場所
 5 日㈬ 源泉部会役員会 法人会館



足立区入谷９－２６－１足立区入谷９－２６－１
０３－３８５３－０５６２０３－３８５３－０５６２

内

毎日オールナイト営業・年中無休毎日オールナイト営業・年中無休

http://www.tokyo-jumbo.co.jp/http://www.tokyo-jumbo.co.jp/
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