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巻頭コラム

逵　親舟 書

第8組織委員長

 川上 雅俊

　私が安全運転管理者に選ばれたの
は、昭和 56 年でした。車の保有台数
が５台以上の会社は法律で管理者を
選任しなければならないと警察より
話を聞き当社でも５台目の車を入れ
たので早速届け出ました。当時は幹
事の方が集金や冊子の配布をされ街
頭活動の連絡は電話で行っていまし
た。新田地区は 13 社位だったと記憶
しています。選任届を出して管理者
になり社員に安全運転の注意をした
り事故報告書や運転記録の必要を説
明して当社の事故の減少に努める事
に力を入れました。１年間をすぎた
頃に、前任幹事が転勤し、後任幹事
に指名されたのが西新井安全運転管
理者部会（以下、部会）へ係わる事
の始りでした。最初は何も判らず招
集を受け役員会へ出席し、先輩方の
話を聞くだけで終った事を覚えてい
ます。幹事になって最初に始めたの
は会社訪問でした。管理者の顔も判
らず一軒一軒訪問して面会をさせて
頂き資料の配布と集金をしました。
制服を着て４年間は続けたと思いま
す。幹事になって２年目に突然総務
部長に選出され戸惑いながらも役員
会の議事進行や西新井署交通課との
連絡係を務めて行く事になり、２年
程後には無事 20 周年を開催する事が
出来ました。その頃から事業所の数
も増えて 300 社近くなり部会の組織
を変える必要があり、現在の組織を
作り上げました。私としては総務部
長のままで良かったのですが上役の
退任や転勤等が重なり５代目の部会
長に選任され、現在に至っておりま

す。現在交通安全運動の一環として
春と秋の全国交通安全運動日には日
本橋から日光までの一斉街頭配置を
行っております。最初は綾瀬の中西
部会長の発案で足立４署の交通課長
と４署の部会長副部会長で会合を持
とうと呼びかけがあり、千住で集っ
たのが始まりでした。話の中で足立
４署で協同で何か活動できないかと
話になり皆で協議の結果、日光街道
が千住から竹ノ塚まで続いているか
ら安全運動の初日に一斉街頭配置を
行ってはどうかと話がまとまり、千
住大橋から都県境までの街頭配置が
決まりました。３年程続けて行いま
したが、みんなから「どうせなら日
本橋からやりたい！」と話があり当
番署だった私が交通課長を介して中
央署と万世橋署へ訪問し、各署部会
の方々と面談を行い協力を頂く事に
なりました。上野、下谷、南千住と
第六方面の各署部会の協力を頂くべ
く当時の第六方面協議会中西様にお
願いして総会で取り上げて頂き全署
の賛同を得て、日本橋から都県境ま
での一斉街頭配置が実行されました。
１年後念願の日光まで一斉街頭配置

3 3 3 3

が実施され、現在迄に８回を数えて
おります。交通安全は一人一人の心
掛けが大きいと思いますが、大勢の
人達が暑い日も寒い日も雨の日も日
本橋から日光までの主要交差点に立
ち、交通安全を呼び掛ける事はすば
らしい事だと思います。今の活動が
他の地域に広がり交通事故が無くな
る事を祈ってやみません。

安全運転管理者
　として
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　新年あけましておめでとうございます。
　平成 26 年の新年を迎えるにあたり謹んでご
挨拶申し上げます。
　会員の皆様に於かれましては、ご家族と共に
ご健勝の内に新年を迎えられた事と忠心よりお
喜び申し上げます。
　旧年中には法人会活動にご理解を賜りご協力
をいただき誠に有難うございました。あらため
て厚くお礼申し上げます。
　西新井税務署・多田署長様をはじめ川上、大
谷両副署長様、並びに幹部職員の皆様の適切な
ご指導をいただき、諸事業を滞りなく遂行させ
ていただいております。特に今年度は西新井納
税六団体の広報活動に対してご指導をいただ
き、法人会と致しましても、広く地域の皆様に
ご理解をいただけた事と心より感謝申し上げま
す。今後ともご協力を賜ります様よろしくお願
いいたします。
　昨年、税を考える週間の講演会に毒蝮三太夫
氏を招き、お話を伺いました。毒蝮さんの言葉
をお借りして言えば「一昔前には向う三軒両
隣、町内中の人間関係が成り立っておりどんな
仕事をしているか、家族は何人でどこに居り何
をしているか等、皆が知っていた。隣近所や親
子、夫婦、親戚、そういう皆がお互いを支えあ

う社会を願っている」。　
　私も下町の西新井法人会の会員五千何百社が
各々会社の仕事の内容を知り合い、各社が今何
を求めているのか、今何が必要なのかを会員の
中で話し合う機会を作り出して行く事が大切で
あると考えています。
　下町の良い所、一昔前の人間関係を法人会会
員の中で作り出して行きましょう。そしてお互
いを支え合う事によって地域の活性化を図り、
社会貢献を実現して行く事に至ると考えていま
す。
　昨年の世相を表す「漢字」に「輪（りん・
わ）」が選ばれました。京都清水寺、森清範貫
主がみごとに揮毫されました。
　我ら法人会も会員企業を思いやれる太く大き
な「輪」を築いていけるスタートの年にして行
きたいと思います。本年も会員各社のさらなる
ご協力をお願い申し上げます。
　平成 26 年が皆様にとって輝かしい年に成り
ます様祈念し、会員各社のさらなる発展をお祈
り申し上げ新年のご挨拶とさせていただきま
す。

新 年 の ご 挨 拶
H a p p y  N e w  Y e a r

新年のご挨拶

 一般社団法人 西新井法人会 会長●　堀口　宗弘
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　新年明けましておめでとうございます。
　平成 26 年の年頭に当たり、謹んで新年の
ご挨拶を申し上げます。
　旧年中は、堀口会長をはじめ一般社団法人
西新井法人会の役員並びに会員の皆様方に
は、法人会活動を通じまして税務行政全般に
わたり、格別のご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、あだち区民まつり
では「税金クイズ」の実施と鉢花の配布、税
を考える週間においては「税に関する絵はが
きコンクール」の開催、街頭広報の展開や租
税教育関係のイベントの開催など、会員及び
地域の皆様方の期待に応える活動を実施され
るとともに、正しい税知識の普及や納税道義
の高揚にも積極的に取り組まれるなど、その
幅広い充実した事業活動に対し、心から敬意
を表する次第であります。
　また、組織の拡充につきましても、大規模
単位会の加入割合「14 年連続の日本一」を目
指して、地域の活性化を図るとともに、会員
の相互理解を更に深めるなど、会員にメリッ
トをもたらす「会員カード」の導入により、
組織の強化のため、役員並びに会員の皆様方
が一丸となって取り組んでいただいていると
ころです。
　これも、堀口会長はじめ役員並びに会員の
皆様方の法人会活動に対する並々ならぬ熱意
と連綿と続く良き伝統の力であり、大変心強
く感じる次第であります。
　ところで、税務行政を取り巻く環境につき
ましては、経済・社会構造の複雑化や多様化
といった外的要因に加えて、職員数の減少と
いう内的要因などにより、大きく変化してお

りますが、その中、平成 26 年４月１日から
消費税率を８％に引き上げることが決定され
ております。国税当局といたしましても、事
業者がその内容を十分に理解して、自ら適正
な申告・納付が行えるよう、転嫁や価格表示
を含む改正内容の広報・周知や相談等の各種
施策に取り組んでいるところでありますが、
会員の皆様方におかれましても、改正消費税
法の円滑な実施に格別のご理解・ご協力を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　また、e-Tax（国税電子申告・納税システ
ム）につきましては、納税者の利便性の向上
と事務の効率化につながるため、普及・拡大
に組織を挙げて取り組んでいるところであり
ます。今までも、会員の皆様方のお力に負う
ところが大きいところ、更なる普及・拡大の
ため、「法定調書」の作成・提出などにもご
利用を拡大していただくなど、より一層のお
力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　これからも適正・公平な税務行政を円滑に
推進していくためには、会員の皆様方のお力
添えが必要不可欠でございますので、引き続
き、この西新井地区における税務行政の良き
理解者として、また、協力者として、大いな
るご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上
げます。
　結びに当たり、新しい年が一般社団法人西
新井法人会のますますのご発展と、会員の皆
様方のご繁栄に繋がる年でありますように心
からお祈りいたしまして、新年の挨拶とさせ
ていただきます。

新年のご挨拶

 西新井税務署長●　多田　毅
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　新年明けましておめでとうございます。一般
社団法人西新井法人会の皆様方には、晴れやか
に新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し上
げます。
　皆様方には、納税意識の向上を目指した地域
社会への貢献活動を通じ、区政全般にわたりご
理解とご協力を賜り、心から御礼申し上げま
す。
　さて、日本経済は、依然として厳しい財政状
況下にありながらも、政権交代以降、アベノミ
クス効果をはじめ、2020 年の東京五輪の開催
決定など、明るい兆しが垣間見えます。
　一方、消費税の税率アップや少子高齢化の進
展により、今後の景気動向が懸念されており、
予断を許さない状況でもあります。
　こうした中、区は、確かな明日、区民が安心

して生活できる地域社会を実現するため、本来
担うべき事業領域を見極め、人材を含めた限り
ある資源を効果的、効率的に活用していかなけ
ればなりません。
　税務行政につきましても、住民税や軽自動車
税のコンビニ納付拡大や、戸籍住民課と区民事
務所の統合、さらには窓口業務の民間委託化な
どを実現するとともに、住民サービスの向上に
努めております。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、引
き続き税務行政へのご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
　最後になりますが、年頭にあたり、皆様方並
びにご家族のご健勝とご多幸を心からご祈念い
たします。

　新年明けましておめでとうございます。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、健
やかに新春をお迎えになったことと心よりお慶
び申し上げます。
　旧年中は、堀口会長をはじめ役員、会員の皆様
方には、東京都の税務行政に対しまして深いご理
解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、あだち区民まつりに
おける税金クイズの実施や租税教育活動の一環
としての税に関する絵はがきコンクールの開
催、税を考える週間の街頭広報などに積極的に
取り組まれ、税知識の普及と納税意識の高揚に
大きく貢献していただいております。
　特に、eLTAXの普及につきましては、西新
井税務署所管区域の利用率は、都内屈指の高い

水準となっております。皆様のご協力に感謝申
し上げますとともに、今後とも更なるご利用を
お願い申し上げます。
　本年も、足立都税事務所は、適正・公平な賦
課徴収を確実に行うとともに、納税者サービス
の一層の向上に努め、都民の信頼と理解を得な
がら、都税収入の確保に向け努力してまいりま
す。足立都税事務所は、平成 26 年度に現在の
北千住から西新井へ庁舎を移転し、皆様方のお
近くに参ります。引き続きご支援・ご協力を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びにあたり、一般社団法人西新井法人会の
益々のご発展と会員の皆様方のご健勝と事業の
ご繁栄を心から御祈念申し上げまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

 足立都税事務所長●　塩田　孝一

新年のご挨拶

 足立区長●　近藤　やよい
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出発前、大師門前にて記念撮影

　今年も西新井法人会恒例の街頭広報の季節がや
ってきました。11月10日当日の天気予報は雨で天候
が心配されましたがなんとか降られずに出来ました。
　午後１時西新井大師門前にて堀口会長以下役員
揃いのハッピ姿にて記念撮影後、風船と配布物を
手に広報活動が開始されました。幸い七・五・三
の時期と重なり子供達に風船は大好評でした。
　その後、国税庁 e-Tax キャラクターのイータ君
を先頭に広報会場のアリオ西新井に移動し、西新
井駅側入口にて配布物を来店客に手渡しました。
　店内２階センターコートでは、女性部会が携わ
った税に関する「絵はがきコンクール」の優秀作

品が展示され、間税会による税金クイズまた税理士会による税金相談コーナーなど多彩なイベントが行なわれました。
　これを契機に少しでも皆様方が税の事を考えて戴ければ実りある広報活動になったと思います。
 （広報委員会　副委員長　市川貞弘）

多田署長以下、署幹部と西新井納税六団体長の皆様

（順路）大師門前〔PM1：00〕→光明殿〔PM1：30〕→ Ario 西新井〔PM2：15〕

税を考える週間税を考える週間「街頭広報」「街頭広報」
～この社会 あなたの税が 生きている～～この社会 あなたの税が 生きている～

日時：平成25年 11 月 10日（日）
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光明殿にて開催された「利き酒」会場前にて

イータ君も風船配布に大活躍です Ario 西新井の２階に展示された ｢絵はがきコンクール｣ 優秀作品
を鑑賞中の多田署長、堀口会長、小川広報委員長

国税・都税・区税の各担当者の皆様もArio 西新井の正面玄関にて配布活動を行いました
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　　亀井研修委員長の進行にて開演。
　会場椅子席中央通路より、お迎えの拍手を受けなが
ら本日の講師　毒蝮三太夫先生の登壇となりました。
早速そのお話を振り返ってみたいと思います。

（いま日本は！）

　よかったね、今日は雨じゃなくて。今年は厳冬だと
いうか去年より寒くなるといいますよ。夏は暑くて、
秋が逃げた感じで、なかったでしょう。台風があった
り、福島の原発は大変だし、北海道の鉄道もひどい
し、国境問題だって、尖閣諸島だ竹島だ拉致された方
の件だって今、日本は大変な時期にあると思うのです
よ。…だけど７年後の東京オリンピックが決まりまし
たよね、それで大騒ぎ。

（相手を思う）

　1964 年の東京オリンピックで最終聖火ランナーの
坂井義則さんは聖火台で右側に立って左手で点ける予
定を当日に右手に変えられたらしい。左手は不浄の手
だということで、要するにキリスト教とかイスラム教
とか世界のいろいろな宗教上の問題に配慮したらしい
です。
（小話１）

　前回の東京オリンピックでは日本の自衛隊の飛行機
ブルーインパルス５機が旋回して上空に５輪のシンボ
ルマークを描いた。感激しましたね。今や宇宙から人
が降ってくるのが開会式、ジェームス・ボンドが現れ
たすごい時代ですね。
　ロンドンの前の北京オリンピック、公害がひどいと
いうのでアフリカの選手は出なかったようです。実際

平成 25年度
「税を考える週間」講演会

平成 25年 11 月 27 日（水） 会場：西新井法人会館

●講師　毒蝮 三太夫 先生
●演題　今、こころの時代
　　　　～人と人とのふれあい～
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の話しスモッグあったと言ってましたよ。入場行進、
何時間もグラウンドに立っているうち皆んな顔が煤け
て息苦しくなっていたらしい。何百人ものアメリカの
選手団だけが平気な顔をして整列行進していたという
ことです、胸に清浄機（星条旗）を付けてね。（^O^）
　これ、よく出来た話でしょう。これは桂小金治とい
う落語家が創った話。バカじゃないですよ、落語家と
いうのは。大したもんですよ。
（小話２）

　もう１つは最近の結婚式。仲人もなく両親もずうっ
と隅っこでなんだかわかんない？　入場行進曲は難破
船「タイタニック」のテーマ曲、めでたい門出に聴い
ている人も「びっくりしたぞー」といえば、あれでい
いんです「私たちもナンパ（軟派）で知り合いまし
た」って！　うまいだろうこれも桂小金治さん、真打
ちになる前に映画の方に行かれて「泣きの小金治」で
有名になっちゃった。テレビにも出てたけど、みのさ
んとこより良いよ。倅がちゃんとしてたから。
（世の常か…）

　普通、倅のことで親が仕事辞めたり、いろいろ言わ
れる筋合いはないということもわかりますけど、芸能
人とか金持ちや出世したやつっていうのは恨まれます
からね。俺もずいぶん恨まれてるのよ、古いところで
は山本富士子に妬かれ、水戸光子に妬かれ、この頃は
上戸彩に妬かれてね。やっかまれるところはあります
よ。みのさんも沢山飲んで、テレビ出て、自民党の議
員は皆んな呼びつけられるなんて豪語してたからね。
…始まったものは終わるよ、俺だってラジオ 45 年目
に入ってやってるけど、いつ辞めてもいいと思ってや
ってるんだよ。
（芸人は…）

　いろんな所へ行っていろんなことを言うのですよ。

選挙の応援に呼ばれても。昼間、自民党の応援では
「戦後 60 何年間真っ直ぐに日本が来られたのも自民党
のお陰」。夜、共産党に行けば「共産党があったれば
こそ自民党が真っ直ぐ行けたんです」と芸人はどこの
水にもどの色にも逆らうことなくね。
（潔く素直に）

　皆さん潔く素直に行きましょう！　今一番大事なこ
とでしょ。都知事の猪瀬さんの件だって最初から謝れ
ば良かった。分かんなきゃ黙っていようと思ったの
が、バレたんだから。徳洲会のことは皆知ってました
よ、離島で病院作ったことは良いことなんだけど手段
がよくないよね。医療法人として儲けたお金ですよ、
財団法人、医療法人等はいろんな部分で納税が免除さ
れている、皆さんの税金ですよ。やっぱり綺麗に稼い
で綺麗に使いたいよ。余談だけど、法人会１ヶ月千円
の会費位出して法人会の会員になってやれよ。俺は人
寄せパンダだよ、そのために今日来たのだから。今時
の子供は千円だって喜ばないよ。
（素晴らしい人）

　医療費は１割が皆さんの保険代だとして９割は税金
が負担しているのですよ。皆さんの税金、保険金はも
うとっくに使われちゃって、今は若い人の保険金を使
っているのですよ。だから皆んな日野原重明先生みた
いになればいいと思うよ。102 歳ですよ、今でも講演
会で１時間半英語でしゃべる、「葉っぱのフレディ」
を歌って踊る、ピアノも弾くしゴルフも始めたの、俳
句も始めたし、１週間に２回ステーキ食うの、アメリ
カにも旅行するし。聖路加の名誉医院長で震える手で
注射打って、カルテ見ないで顔色見て直しているの、
全員年下の患者を元気づけているんだよ。ああいう人
が増えれば保険金も使わなくて済むんですよ、皆さん
も元気で歳をお取りください、医療費を落として下さ

開会挨拶をする
小泉副会長

主催者代表挨拶をする
堀口会長

司会担当の
亀井研修委員長

閉会の辞を述べる
榑
くれ

林
ばやし

研修副委員長
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い。
　病院と消防署と警察は暇な方が良いんだよ。ところ
が救急車は呼ばれるは、ぼやがあるは、警察だってス
トーカーがいるとか何かかんかと大変な仕事だよ。そ
れになんでもバレる時代だしね。
（漫画から）

　国会質疑の席で。１回行けば 10 万円かかる料亭の
ことで「私はあの料亭で誰々と会った覚えはありませ
ん」と言うと「嘘だー嘘つけ、お前はよく行ってい
る」と野次が飛んだ。ある新米議員がとなると「私は
あの料亭に行ったことがありました」「嘘つけ」って言
われたって。
　…だから人は見方次第ですよ。
（携帯）

　携帯電話持ってなくても生活出来るよ、あんなも
の。携帯電話があるから人の顔見ないんだよ、今は娘
や息子が誰と付き合っているか分からない、昔はその
家に掛けなきゃ話が出来ない、親父さんが出たら切っ
ちゃった。そういう覚えあるでしょう！　それが今は
なんにも決める事ないんだよ。
（笑いの効能）

　俺が言いたいのは元気で長生きをしてくれってこと
だよ。１番大事なことはストレスを残さないこと。ス
トレスと戦っちゃ駄目だよ。人間は生まれた時から一
生四苦八苦の苦労が身に付いて回るのですよ。苦労や
悩みをうまく味方にして生きること。俺も大変だよ、
今日だって、こういう所来なきゃならないんだし。こ
うやって笑い飛ばすしかないんだよ。
　笑うということは快感ホルモンが体に醸し出されて
免疫力を高め、相手も楽しくさせる、明るい方が認知
症にも罹りにくい、今日はずいぶん笑っていらっしゃ
るよ、生まれたのなら楽しく生きなきゃね‼
（日本の国って？）

　日本は餓死するわけじゃなし、着るものに困るわけ
じゃなし、この国はホームレスだって糖尿病になるく
らい物が豊富で安全な国だし、タクシーの運転手より
生活保護を受けている人の方が収入が多い、そんな人
が年々増えてるんですよ。働かないで 15 万から 17 万
18 万と入ってくるんだよ、俺たちが働いて納めてい
る税金から。どういう国なの 　アメリカは健康保険
が無いからオバマ大統領が苦戦していますよ、国民皆
保険にしようとしているから評判が悪いですよ。保険
が無いから金持ちしか、病院に入れない。アメリカは

風邪で入院しても何十万も取られちゃう。日本は皆さ
ん保険に入っているから病院にかかり放題、良い国じ
ゃないですか。
　先日も駅の線路内に女性が落ちたら、みんなで電車
押し上げ助けたでしょ、あれ１人や２人ではできない
よ、日本はすごいよ、良い国だよ、皆さん幸せだよ、
俺つくづくそう思うなあ、爆弾しょってくる奴いない
んだよ。そんないい国でなんの不満があるのかね、自
殺する人がいるっていうのは。
（元気の元はにっこり）

　消費税を上げた分社会保障費に３％使うらしいけど
「長生きしてて良かった」という日本にするんだろう、
だけどそれだけだったら俺は日本は滅びちゃうから、
元気で働ける年寄りになれば良いのですよ。若者の見
本になれるような年寄りにね。元気な「じじい」「ば
ばあ」、チャーミングな「じじい」「ばばあ」を見れ
ば、若い人も老後に不安もなく、結婚したり子供作っ
たりと前向きになって、少子化にも歯止めがかかるん
じゃないかと思っている。人の世話にならないだけで
も社会貢献、病院に行かないでドラッグストアの薬で
直したり、ジムに行ったり、にっこり笑顔を作って、
それが長生きするコツ。にっこり笑うのに８つの筋肉
を出し惜しみせず、ストレスを残さないのが元気にな
る秘訣。
（平均寿命）

　男は女の人より６年も寿命が短いんだから大事にし

こころの時代について語る毒蝮先生
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てよ。男は行くところないんだよ、歌舞伎行っても喫
茶店行っても、温泉も美術館も男は少ないよー。女風
呂行ったら女ばっかりだった（会場内は爆笑）。
　ある天ぷら屋さんでの話ですけどね、90 歳位の老
夫婦にカウンター席を勧めたら、向こうのテーブルに
向かい合わせに座って食べていかれました。「『今度、
揚げたてのアツアツ食べさせたいからカウンター座っ
てよ、カウンター嫌いですか？』『嫌いじゃないけど、
ばあさんの顔が見えないんだよ』」…こういう夫婦にな
って欲しいのよ。
　今は亭主かわいそう、かあちゃんホテルで 2,800 円
のランチを平気で食う、とうちゃんはといったら 280
円の弁当置いてきたっていうの。とうちゃんどうして
るのって言ったらポットに向かって話していたって。
これじゃ認知症になっちゃうよ。
　今日は俺、じじいの味方。赤いもの着たって、黄色
いもの着たっていいじゃないですか、ジャージー着て
うろうろしてたら誰も来ないよ。
　元気で歳をとって、最後は少し残された人のことを
思う。
　「ぴんぴんころり」というのは大反対。人迷惑です
よ、倒れても１週間位は生きてて後始末して、ここで
「ころって」逝くのが良いと思うよ。これも心の繋が
り。
（本当かな？）

　俺大学で教えたの、「人生は心が大事なんだ、今は
絆と言いますけれど、絆というのは『お久し』だけじ
ゃないんだよ」って言ったら、子供達は分からなかっ

たけどね。
　「心が繋がることが大事なんだ、心を大事にしろ！」
って言ったら、ある女子大生が「うちにはココロが飛
び跳ねています」って。何かと聞いたら、コロという
犬の子供で「コロの子」だから「子コロ」（コ

3

コロ）。
それで成犬になって生まれた子犬の名前は「コロの
孫」だから（マゴ

3 3

コロ）で、その犬の子供は「コロの
ひ孫」で（ヒマゴコロ）。娘たちの「言いにくいよー」
のクレームに洒落たお父さんは「デキゴコロ」って付
けた。洒落た家だねー。世の中面白いだろう～   人生
は。そう思ってよ…。
（心を繋いで）

　このあと転ばないで帰ってね、風邪ひかないでね。
元気出た？　「どうもありがとう」
　……突然ウルトラマンのテーマソングが会場に流れ
ました。毒蝮先生が 45 年ほど前に出演したテレビ映
画「ウルトラマン」・「ウルトラセブン」です。大変な
反戦主義者だった円谷英二氏の御子息である円谷一氏
の制作です。水爆実験で蘇った怪獣がゴジラの誕生で
す。その真意は「地球を守るのは地球人でなきゃ駄目
だ」というテーマだったそうです。
　スーパーマンもドラえもんもいない皆んなの地球、
人間が地球人を守らなければいけない。恩師の心をつ
ないだ曲です。
　素晴らしい日本、素晴らしい地球を子や孫たちに伝
えて欲しい、それは皆さんの義務です。元気で長生き
して下さい。どうもありがとうございました。
　……万雷の拍手に送られての退場となりました。

総勢300名が聴講に訪れました



NISHIARAI HOJINKAI Vol.22212

（お礼）

　「税を考える週間」講演会に、長寿ラ
ジオ番組を誇る毒蝮三太夫先生の人気を
測るほど大勢の聴講者をお迎えすること
ができました。研修委員の方々のお力は
もとより、今回初めて、毎日新聞、朝日
新聞、JCN 足立などの紙面で講演会の
お知らせをして頂いた成果かと思われま
す。会場内には２機のカメラが回ってお

りました。早速 JCN 足立では翌
日の PM５：30 から放映をする
とのことでした。この大きなお力
添えは西新井税務署の御協力によ
るものかと思われます。ありがと
うございました。
 （広報委員会　委員長　小川節子）

（お礼）

　「税を考える週間」講演会に、長寿ラ
ジオ番組を誇る毒蝮三太夫先生の人気を
測るほど大勢の聴講者をお迎えすること
ができました。研修委員の方々のお力は
もとより、今回初めて、毎日新聞、朝日
新聞、JCN 足立などの紙面で講演会の
お知らせをして頂いた成果かと思われま
す。会場内には２機のカメラが回ってお

りました。早速 JCN 足立では翌
日の PM５：30 から放映をする
とのことでした。この大きなお力
添えは西新井税務署の御協力によ
るものかと思われます。ありがと
うございました。
 （広報委員会　委員長　小川節子）

◆毒蝮三太夫先生プロフィール
【経歴】
　昭和 11 年３月 31 日品川生まれの浅草育ち
　昭和 23 年 12 歳で舞台「鐘の鳴る丘」でデビュー
　昭和 34 年日本大学芸術学部映画学科を卒業
　昭和 41 年～42 年「ウルトラマン」「ウルトラセブン」の隊員役で一躍人気を博す
　※毒蝮三太夫という名前の由来は…、
　昭和 43 年日本テレビ「笑点」に出演中、立川談志さんの助言で芸名とされる。
　昭和 44 年 TBS ラジオ「ミュージックプレゼント」は、出演以来 43 年目に突入
　平成  5 年日本老年行動科学会「特別顧問」に就任
　本業は俳優、現在はタレントとして、ラジオ、テレビで活躍中

当日はスタッフとして活動した研修委員の皆さん

講演前のひと時、自著にサインされる毒蝮三太夫先生と主催者

役割分担について説明を受ける研修委員の皆さん

◀　当日、研修委員の皆さんはPM 3：30に１階会議室に集合
し、亀井研修委員長より役割分担について説明を受けました。
　PM 4：00からは、「会場内案内」・「駐車場・駐輪場整理」
と各々の担当場所に移動して業務に当りました。
　また、講師誘導係として、昨年度に引き続き高橋研修副委員
長が務めました。
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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。
http://www.tohoren.or.jp/nishiarai/file/card.pdf

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。

一般社団法人一般社団法人一般社団法人

西新井法人会西新井法人会西新井法人会
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させていただきました。今年度は昨年度に比べ参加者
数が少なかったのですが、プレイヤーの皆さんは笑顔
を交えつつ真剣な面持ちで、プレイに徹していました。
安江委員長は、プレイヤーがパットする瞬間には、腕
を組みながら真剣にボールの行方を追っていました。
午後４時からは表彰式を兼ねた懇親会を行い、配付さ
れた順位表を各人様々な思いで見つめておられました。
【男女総合】優勝は嵯峨根栄美氏（梅島支部）、準優勝
は野口松一郎氏（青年部会）、第３位は秋山秀雄氏
（副会長）でした。【女子の部】優勝は中村敬子さん
（舎人支部）、準優勝は金本美恵子さん（女性部会）、
第３位は高際テル子さん（島根栗原支部）でした。
　100 名近い方が参加され、怪我等もなく無事に幕を
閉じることが出来たのは、この上もない喜びです。ご
協力をいただきました関係者の皆様に対し、心から御
礼申し上げます。誠にありがとうございました。
 （厚生委員会　副委員長　辻内紘一）

表彰式開会の挨拶をする堀口会長 挨拶する鈴木副会長（厚生担当）

男女総合優勝の嵯峨根栄美氏（梅島支部／写真右）と堀口会長

　涼しい秋風が吹く 10 月の栃木に、総勢 27 組 98 名
のプレイヤーが集い、第 19 回法人会ゴルフ大会が盛
大に開催されました。当日は曇りで心地良いくらい涼
しかったです。
　本年度から厚生委員長を担当している安江ゴルフ大
会実行委員長も早朝から一緒に受付設営等のスタッフ
ワークをこなされ、全組スタート後は、ご挨拶も兼ね
て、一緒に「筑波」「日光」「富士」の３コースを視察

女子の部優勝の中村敬子さん（舎人支部／写真右）と堀口会長

日時：平成25年 10月 23日（水）日時：平成25年 10月 23日（水）
会場：あさひヶ丘カントリークラブ会場：あさひヶ丘カントリークラブ

第 19回法人会ゴルフ大会
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ゴルフ大会参加者の勇姿

㈱ 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㈹
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　晩秋の候、西新井税務署主催による「平成 25 年度
納税表彰式」が、西新井法人会館において盛大に挙行
されました。
　式典は、国歌斉唱に続き、署長表彰状、署長感謝状
の贈呈に続き、ご来賓の紹介、また多田署長の式辞に
続き、塩田足立都税事務所長、近藤足立区長代理納税
課長内田裕司氏、西新井納税六団体を代表して、西新
井青色申告会・矢ノ倉会長の祝辞がありました。
　最後に、多田署長を中心に表彰状受彰者、感謝状受
彰者で記念撮影を行いました。

　この度の栄誉に預かりしこと大変嬉しく思います。ま
た西新井税務署、当法人会各位のお力添えにお礼申し
上げます。広報委員長の重責に恥じぬよう私なりの日時
を積んで参りましたが、他の会員さん方も納税意識の高

当会から８名が表彰され e-Tax 貢献団体としても表彰されました

平成 25年 11 月 13 日（水）平成 25年 11 月 13 日（水）
西新井法人会館西新井法人会館

平成 25 年度　納 税 表 彰 式 平成２５年 11月 13 日（水）
会 場： 西 新 井 法 人 会 館

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

揚は強く、社会奉仕の思いを実施しております。このよ
うな環境で共に励めることに感謝申し上げます。ありが
とうございました。 （広報委員会　委員長　小川節子）とうとうううう ざざざ ままましたしたし 。。。（広（広（広（広（ 報委報委報委報委員会員会員会員会 委委委委員長員長員長員長　小川小川小川小川節子節子節子節子）））））

平成 25 年度納税表彰受彰者
 （敬称略）
西新井税務署長表彰
横瀬　幸弘　常任理事 亀井　宗淳　常任理事
江川　善弘　常任理事

西新井税務署長感謝状
茂木　　繁　常任理事 小川　節子　常任理事
青木　正勝　理事 吉田　　武　理事
北條　　進　理事

e-Tax貢献団体感謝状
一般社団法人 西新井法人会
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「西新井税務署長表彰」受彰者

「西新井税務署長感謝状」受彰者

「e-Tax 貢献団体感謝状」受彰者
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栗原栄町支部長の司会進行で合同出陣式スタート

第１部　1．西新井税務署金子法人課税第１統括官より
「さらなる法人会の普及・拡大のため、全会員の皆様方
のご支援を」とのお願いの挨拶をいただきました。
2． 小堀法人審理上席は資料を見ながら e-Tax（イータ
ックス）の利用可能時間が〝月曜日～金曜日、８時 30
分～24時〟になったこと〝納税証明書交付請求時の本
人確認方法が変わった〟こと〝消費税転嫁対策特別措
置〟のことなど少ない時間の中でいろいろたくさん教
えていただきました。e-Taxとは国税電子申告・納税
システムのことを改めて認識しました。（私の独りご
と）
第２部　1．塚田第３ブロック長から「会員増強活動
のお・ね・が・い」の挨拶

2．  各支部長の目標発表
　○河野西新井第一支部長
　　 役員会の開催を増やし、１社でも多く入会しても
らえるようにと。

　○足立西新井第二支部長
　　  90 社未加入なので、10 人の役員で９社づつ別け
て加入をお願いする。そして入会してもらえない
時は、なぜ？　入ってもらえないのかを聞いてカ
ードに記入する。

　○高際島根栗原支部長
　　昨年以上に努力します
　◯齋藤栗原栄町支部長
　　15 社目標にしています。
第３部　鈴島副会長よりご挨拶を頂きスタートの合図
〝が・ん・ば・ろ・う〟の発声の後、乾杯しました。
　会員はじめ来賓の方々もまじえ、なごやかで笑い顔
と笑い声のたえない有意義な出陣式となりました。
私のつぶやき…懇親会の一致団結力が会員増強にな
ぜ？　むすびつながらないのか、ふ・し・ぎ？
　最後に参加者 30 人で大きなかけ声の三本〆で幕を
閉じました。今日は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・栗原栄町支部・島根栗原支部

４支部合同出陣式開催
平成 25 年 10 月８日（火）
会場：江戸一会議室第３ブロック

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

笑顔の記念撮影でスタート !!笑顔の記念撮影でスタート !!

ゴクゴクゴクゴクゴクゴク
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　入谷の天府楼会議室にて役員 14 名が参加して開催。
　夏目総務委員の司会で始まり、小金井支部長の挨

拶、西新井税務署の金子法人課税第１統括官が出席さ
れ、ご挨拶をいただきました。続けて小堀法人審理上
席より平成 26 年４月１日から引き上げられる消費税、
納税証明書のオンライン請求などの説明を受けまし
た。
　次に入谷支部内の新設転入未加入法人に対しての担
当グループを決め、目標を達成できるよう「力を合わ
せて頑張りましょう」と一致団結し、第２部の懇親会
へと移行、竹村第１ブロック長のご挨拶と乾杯で始ま
り、和気あいあいの中、阿部サービス事業委員の三本
〆で閉会しました。
 （入谷支部　広報委員　福田義和）

ご挨拶される金子法人第１統括官 説明される小堀法人審理上席

会員増強推進運動出陣式実施 平成 25 年 10 月 16 日（水）
会 場： 天 府 楼 会 議 室入谷支部

世界文化遺産の視察研修交流会
（研修先）深大寺→サントリー武蔵野工場→うかい鳥山高尾
（時間）　 12：30出発→20：30帰着

平成 25 年 11 月 19 日（火）西新井第二支部

　足立支部長の挨拶で始まり塚田ブロック長からの会
員増強活動と法人会活動に対するお礼の言葉を頂きま
した。
　越中五箇山より移築した築 400 年の合掌造りの建物
は世界文化遺産で６千坪の敷地内には数寄屋造りの離
れや個室がありとても落ち着いて交流会ができました。
　水芭蕉園の紅葉
　きれい～・私みたい。
　今回も第二支部はいいところに行ってきました。皆
様ありがとうー。お料理も日本酒も美味しい～！
 （西新井第二支部　広報委員　中橋奈保子）

みんなでハーイ !!

早く飲みたいな～ きれいですね～水芭蕉園の紅葉
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　秋冷とは言うものの日差しが暑
いくらいに感じる今日９月 29 日、
関原支部 40 名の会員による日帰
り研修会が実施されました。欠塚
支部長のご挨拶にて研修会の始ま
りです。第一の目的地は所沢航空
記念公園でしたが、現地駐車場で
の想定外の大渋滞に入場を断念、
国産一号の航空機が展示されてい
る駅前ロータリーで小休止を取
り、一路メインイベントの会場
「うかい鳥山」を目指します。昼
食での地鶏の炭火焼や鯉の洗い、
青竹から注ぐ日本酒は絶品でした。お酒がすすみ会話
も弾み、奥高尾の自然の心地よさに、至福の一時を過
ごさせて頂くことができました。
　最終目的地は、日高市にある「サイボクハム」です。
私も２回ほど訪れたことがありますが、直営牧場の豚
肉がたいへん美味しかったことを覚えています。昼食
の地鶏焼きで満腹の私は、売店を散策しお土産を購入
することにしました。夫々にお買い物を楽しんでおら

れた皆さまも、そろそろお疲れ気味のご様子でした。
　航空記念公園は残念でしたが、皆で過ごした一日は
あっという間に過ぎ、研修の余韻もさめやらぬまま、
車中の和やかな雰囲気につつまれ関原へと帰路に着き
ました。
　研修の大成功は言うまでもありません。皆さま色々
とお世話になりました。
 （関原支部　副支部長　岡部克己）

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

参加者全員での記念撮影

　関原支部では 15名出席のもと、
大和屋において会員増強に向けた
支部役員会を開催いたしました。
欠塚支部長より現況説明があり、
増強運動の厳しい状況を改めて認
識した次第です。とは言うもの
の、支部目標に向け一社でも多く
加入して頂くように取り組まなけ
ればなりません。当日、茂木ブロ
ック長、橋本相談役、渡辺前副会
長にもご出席を賜り激励を頂いた
ことで、出席者一致団結のもと出
陣を切ることができました。乞うご期待、皆さん腕の見せ所です。
 （関原支部　副支部長　岡部克己）

秋の日帰り研修会 平成 25 年９月 29 日（日）
於 ： 埼 玉 県関原支部

会員増強運動出陣式 平成 25 年 10 月 11 日（金）
会 場： 大 和 屋 会 議 室関原支部
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　所定の出発場所から、参加者
27 名、ワールド観光バスにて出
発。首都高速鹿浜インターより東
名高速道路、東京料金所経由で一
路沼津、中伊豆の目的地に向いま
した。
　車中井上支部長の挨拶。御芳志
等の報告が有りその後ビデオによ
る税務研修（けんたくんの大冒
険）みな真剣に見ていました。
　天候が心配でしたが高速道路御
殿場近くになると雲が切れ雪化粧
した富士山を眺める事が出来まし
た。
　中伊豆ワイナリーでワインの試
飲を楽しみ、昼食は三津浜で海の料理を満喫、食事後
はみかん狩り甘く大きなみかんを食べて楽しく過した
後はおみやげを手に帰路へ。途中沼津で買物をし、車

中ではビンゴ大会などで親交を深め、事故も無く予定
通り午後６時 30 分到着。みなさんお疲れさまでした。
 （堀之内・椿・江北支部　支部長　井上 治男）

　10 月 11 日午後６時半より新田
の大勝会議室にて本部事務局から
高梨職員にも出席してもらい、役
員会を兼ねた会員増強出陣式を開
催致しました。
　10 月より支部長が代わり新支
部長になった安藤支部長の挨拶で
は会員増強と荷の重いスタートと
なりましたが役員で力を合わせ、
目標達成を勝ち取りましょう。と
力強いお言葉を頂き議題に入りま
した。土井厚生委員から来年の一泊研修の下見実施報
告、各委員より本部報告の発表のあと本日のメインで
ある会員増強の話に入りました。新田の未加入法人に
対し 10 月中に３日間をかけて挨拶に行く日程を決め、
その中で可能性のある法人を会員増強期間中に交渉す
ることに決め役員会を終了致しました。

　引き続き第２部の懇親会では、川上新第８ブロック
長より乾杯の発声を頂き、終始会員増強の話しで盛り
上がる中で久保田相談役より心強い会員増強の経験談
を頂き相談役の一本〆にて散会となりました。
 （新田支部　副支部長　諏訪法和）

日帰りバス研修会
世界遺産・富士山を眺める旅

平成 25 年 11 月 10 日（日）
於 ： 山 梨 県堀之内・椿・江北支部

会員増強出陣式 平成 25 年 10 月 11 日（金）
会 場： 大 勝 会 議 室新田支部
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　去る 10 月９日、西新井法人会館２階ホールにて、
今年度第２回目の研修会が開催されました。
　33 名の参加があり、沼沢監査担当幹事の司会進行
のもと、清水源泉部会長、鈴島担当副会長の挨拶が行
われ、早速研修に移りました。
　二部構成の研修となり、最初にDVD「入門　財務
諸表シリーズ④　B／S」が上映され、続いて西新井
税務署奈良法人課税第２統括官より、題目「税務調査
の傾向と対策」の講演が行われました。
　DVDではバランスシートの基礎的基本的な読み方
が解説され、初心者には判り易く、熟練者にも為にな
る内容でした。
　講演では、統括官より、「暫く税制改正の研修が続
いたので、今回は少し息抜きをしましょう」という前
置きがあり、配付されたコピー冊子「税務調査の傾向
と対策」を参考資料に、講義が始まりました。税務調
査をする側にいらっしゃる統括官が、いわば調査を受
ける側にいる参加者の皆さんに、こうしたテーマの研
修を行うという微妙な構図になるわけですが、統括官

は「これからお話しすることは皆さんメモを取らない
ようにしてくださいね」と、あながちユーモアとも思
えないお話をされ、会場を和ませていらっしゃいまし
た。
　講義内容は、①税務調査での不正とは何か、②不正
発見割合の高い業種、③消費税還付制度を利用した不
正、④雑収入の不正、⑤税務調査を行うに当たっての
基本姿勢、等々で、統括官御自身が経験された事例も
含めて具体的な解説がありました。意図して行われる
不正と、うっかり・ズサンから起こる不正があり、後
者の事例も意外に多く、調査官としては、いずれの場
合でも、もっと早く見つけてあげればよかった（の
に）、と思うこともあったとのお話がありました。国
税の第一線で活躍されている統括官ならではの、臨場
感ある講義でした。
　最後に、小竹副部会長より統括官への御礼と、参加
者の皆さんへのねぎらいの挨拶があり、閉会となりま
した。
 （源泉部会　幹事　中村信夫）

平成 25年 10 月９日（水）
会場：西新井法人会館

源泉部会源泉部会源泉部会

第２回税務研修会実施

講師の奈良法人第２統括官 ご挨拶する鈴島副会長

開会の辞を述べる清水源泉部会長 閉会の辞を述べる小竹副部会長 司会の沼沢幹事
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久保田一竹美術館にて女性部会女性部会女性部会
　平成 25年 11
月８日、ぬける

ような青空の下、一般社団法人西新井法人会女性部会
一日研修へとバスは満願寺前を河口湖方面に出発した。
一路首都高をぬけ見学場所である大善寺へと向かった。
車窓には紅葉が美しく時が経つのも忘れ大善寺に到着。
普通のお寺さんかと思いきや国宝のお寺さんであった。
少し階段を登ると薬師堂があり、小さめではあったがお
庭も素敵だった。別名「ぶどう寺」と言う名のあるお寺
さんだけあり、あたり一面のぶどう畑を持ち、檀家さん

の協力でワインを作っているとガイドさんより説明があ
った。同行者にお寺さんと間接的に知り合いがいた為、
参加者 30名全員にワインをお土産に頂きとても嬉しか
った。バスは昼食場所へと向かいワインを飲みながらの
昼食に大満足。
　その後、最後の見学場所、久保田一竹の美術館へ向
かった。日本の伝統である着物の美しさ、能衣装も手
がけるだけあり、何度観ても、その幻想的な美しさに
心うばわれとても素晴らしい研修であった。
 （女性部会　隈元千代子）

平成 25年 11 月８日（金）
於 ： 山 梨 県

☆くわしい内容等は、ご案内（封書）を発送いたしますのでご参照ください。

一般財団法人
本部 〒 142-0064 東京都品川区旗の台6-16-11

月
うな青空 下 般社団法人西新井法

租税教室一日研修
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　平成 25 年 11 月８日（金）、第 27 回法人会全国青年
の集い広島大会が広島グリーンアリーナにて行われま
した。全国各地からおよそ 2,600 名の青年部員がスロ
ーガンである『百万一心～束ねよう三本の矢を！～』
のもと集い、会場は活気で溢れていました。
　西新井法人会からは２泊３日の行程で渡邉部会長を
団長に野口副部会長・瀬田副部会長はじめ総勢 10 名
の参加となりました。
　初日は足立法人会青年部との親睦ゴルフコンペが
「広島カンツリー倶楽部　西条コース」にて開催され
ました。絶好の天気の中、素晴らしいコースでラウン
ド出来、幸先の良い広島スタートとなりました。
　２日目はいよいよ大会式典という事で軽めに「広島
おこのみ焼き」を堪能し会場入りしました。
　会場についてみると大会エントリー数、過去最大の
2,600 人、それと記念講演は我々世代には人気の高か
った吉川晃司氏ということで一般の方も多く、例年以
上に盛り上がっていました。
　式典では租税教育活動のプレゼンや事例発表が行わ
れ、他地域では様々な活動をされていることを知り大
変参考になりました。
　また吉川晃司氏による記念講演では『日本一心～日
本の未来のために果たすべきこと～』という題で「東

日本大震災」直後に「何かしたい」というおもいから
ボランティアに行かれた時の話や「寄付したいから」、
COMPLEX を再結成された時の話など貴重な話が聴
けました。
　その後の大懇親会では「牡蠣フライ・お好み焼き・
海の幸など」の料理と本場の地酒を美味しく頂き、さ
らに場所を変えて「西新井・足立・江東西青年部」合
同の懇親会も行い交流をはかりました。
　最終日はエクスカーションということで平和記念公
園・厳島神社・大和ミュージアムなどを見学し、途中
「穴子めし」「牡蠣焼き」「焼きもみじ」など広島なら
ではの味覚を楽しみました。
　最後になりましたが今回の全国大会を大変有意義な
研修にエスコートしてくれた瀬田副部会長はじめ事務
局の方々に感謝致します。来年は「秋田大会」という
ことで今から楽しみです。
 （青年部会　幹事　小倉哲也）

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。

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

第27回　法人会全国青年の集い第27回　法人会全国青年の集い
「広島大会」

青年部会青年部会青年部会

西新井・足立法人会青年部親睦ゴルフコンペ
～広島カンツリー倶楽部　西条コース～〔Wペリア〕

優　勝 瀬田　章弘さん　　
準優勝 野口　松一郎さん
第３位 芦川　隆行さん
ベスグロ 渡邉　　浩さん　41・38　79
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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。

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

大和ミュージアムにて 広島平和記念公園にて

厳島神社にて

楽しかったゴルフ

大会会場にて
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女性部会女性部会女性部会

　11月の「税を考える週間」にあ
たり、11月６日、足立区役所庁舎ホ
ールにおいて、「税に関する絵はが
きコンクール」表彰式が行われた。
　これは、公益社団法人足立法人会
女性部会と一般社団法人西新井法人
会女性部会が主催するもので、今回
が３回目となる。
　応募総数 1,235 枚の中から優秀な
作品が選ばれ、表彰された。
　足立区では、１年をかけて区内全
小学校で租税教室が実施されてお

り、税務署と税理士会から各学校に講師が出向いて行っている。租税教室で授業を受けた後、はがきに絵を描いて
応募となるのであるが、１時間の授業でよくぞここまで税に関して理解するものだと感心させられる作品ばかり
だ。入賞作品は、２月以降、法人会館２階廊下に展示さ
れますので、是非、ご覧いただきたい。
　租税教室の実施時期によりコンクールに参加できる学
校が限られてしまうのが残念だが、今年度は、14 校が
参加した。

　最後になりましたが、コンクールにご参加いただいた
学校のご協力に深く感謝を申し上げるとともに、お忙し
い中、優秀作品の選考や表彰式にご臨席を賜りました各
機関の方々に、厚く御礼申し上げます。
 （女性部会　副部会長　小倉雅榮）

第三回　第三回　税に関する絵はがきコンクール税に関する絵はがきコンクール

イータ君を囲む西新井法人会清水部会長と
足立法人会原田部会長

優秀作品（西新井税務署管内）
［順不同］

西新井税務署長賞 長谷川　綾 栗原北小学校
都税事務所長賞 清宮　美穂 伊興小学校
区長賞 野中　ありさ 西新井第一小学校
　　〃 長谷川　彩葉 栗原小学校
教育長賞 今沢　美香 栗原北小学校
西新井法人会長賞 神保　雛香 伊興小学校
　　〃 丹保　美咲 鹿浜小学校
女性部会長賞 川井　千晶 高野小学校
　　〃 伊藤　響 上沼田小学校

司会を担当した
西新井法人会小倉副部会長
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伊興小学校の皆さん

栗原小学校の皆さん

高野小学校の皆さん

上沼田小学校の皆さん

栗原北小学校の皆さん

鹿浜小学校の皆さん

西新井第一小学校の皆さん

受賞された児童の皆さん おめでとうございます受賞された児童の皆さん おめでとうございます

法 人 会 報 で は 広 告 を 募 集 し て い ま す
②『西新井法人会報』への広告フライヤー封入
　（封入料金・フライヤーサイズ）
　　B５サイズ（182㎜ ×257㎜）または
　　A４サイズ（210㎜ ×297㎜）　　　　　　…￥6［1枚］

　　　※ フライヤーは、片面印刷・両面印刷、同一料金です。
　　　※フライヤーの印刷及び納品は、広告主様でお願いします。

①『西新井法人会報』への広告掲載
　（掲載料金・スペース）
　　１枠（天地50㎜ ×左右  83㎜）…￥10,000［1回］
　　２枠（天地50㎜ ×左右175㎜）…￥20,000［1回］
　　　※掲載は、3回、6回単位になります。
　　　※ ①②に関しては、広報委員会において、広告内容を審議した上で、

掲載または封入を決定致します。

入選者（西新井税務署管内）
学校名
［小学校］ 氏名 学校名

［小学校］ 氏名 学校名
［小学校］ 氏名

伊興 石川　里希 栗原北 伊賀ひなな 西新井第一 井原　　樹
〃 梅澤　　舞 〃 石川　彩加 〃 岩瀬　葉那
〃 小林　恵菜 〃 工藤夕莉子 〃 田中麻理乃
〃 齋藤　眞琴 〃 東海林黎帆 〃 野末　康生
〃 佐藤　優那 〃 永田　莉音 〃 林　　美佑

上沼田 木全　美咲 高野 菊池なつみ
〃 松本　彩花 〃 越野　真由

25 名の児童が入選しました
おめでとうございます

栗原 澤橋　美羽 鹿浜 関口　　碧
〃 三森　千穂 〃 森田　　翼
〃 吉原千里奈 〃 吉田　健太

［順不同］
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　去る 10 月 28 日（月）、西
新井優申会会員の集いが法人
会館に於いて開催され、西新
井税務署多田署長に講話をお
願いしました。
　多田署長には、「税の役割
と税務署の仕事」及びサブタ
イトル「仙台名物あれこれ」と題して、ご自身の経歴
を交えたお話とともに、仙台北税務署において副署長
をされた経験を踏まえ、仙台に関連する楽しいお話し
をしていただきました。
1．国税局調査部の仕事
　資本金１億円以上の東証一部上場会社を含む大規模
法人の法人税・消費税の調査を専門に行う部署で、調
査第一部から第四部に約 1,200 名の職員が配置されて
いる。
　国税局の職員が反面調査という形で会社にお邪魔し
た時にも、是非、協力してもらいたい。
2．消費税法の改正について
　消費税率は、平成 26 年４月１日から８％となる。
　消費税率の引上げを含む消費税法の改正について
は、事業者がその内容を十分に理解して、自ら適正な
申告・納税が行えるよう、改正内容の広報・周知、転
嫁や価格表示に関する相談等の各種施策に取り組んで
いる。
3．国税専門官について
　国税専門官職場説明会資料に基づき、親戚・知人に
国税専門官採用試験など「国税マン・国税ウーマン」に
なれる試験を受験していただくよう勧めてもらいたい。

4．仙台北税務署について
　仙台国税局管内 52 署の中で最大の税務署。
　仙台国税局の職員数は、約 3,200 名であり、東京国
税局の約５分の１程度の規模。
5．仙台発祥あれこれ
　牛タン、笹かまぼこ、冷やし中華、回転寿司、初売
り、ルーズソックスが、仙台発祥。
　バレーボール全日本の応援として定番の「ニッポン 
CHA CHA CHA！」も、仙台発祥。
　日本フィギュアスケートは、仙台市内の五色沼で仙
台在住の外国人が日本人に教えたものが最初とされる。
6．仙台スポーツあれこれ
　仙台には、５つのプロスポーツがある。プロ野球で
平成 25 年のパ・リーグを制した楽天ゴールデンイー
グルス（講演日は日本シリーズ中）のほか、サッカ
ー、バスケットボール、ボクシング、女子プロレス。
　楽天は、平成 17 年に新規参入して以来、仙台に密
着した球団となっている。
　楽天の初代チアリーダー31 名の中に、当時 44 歳の
一般の主婦である小野寺真沙子さんがいた。出会い
は、法人会の支部長会議後の講演会。講演の中で小野
寺さんから「夢はあきらめるな。」とのメッセージが
あり、大変感動した。
7．最後に
　東北の覇王であった「伊達正宗」公の在世以来のも
のと伝えられている「伊達の一本締め」でお開き。
　「ヨーオ（掛け声）、ポポポン（手締め）、ヨーオ
（掛け声）、ポン（手締め）」
 （西新井優申会　幹事　白井　護）

西新井優申会・署長講話・会員の集い西新井優申会・署長講話・会員の集い西新井優申会・署長講話・会員の集い

ご自身の経歴を交え
講話中の多田署長
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わが社も法人税・消費
税の確定申告だけでな
く法廷調書の作成・提
出もe-Taxで、しよう！
でも、会社でやるのは
チョット大変だなァ。

大丈夫！
e-Taxを利用しての確
定申告・法廷調書の作
成は私に任せて下さい。

一般社団法人 西新井法人会　e─Tax 推進協議会からのご案内
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ようになりました。
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１　確定申告関係

申告書提出・納税の期限 振替納税における振替日

所得税及び復興特別所得税
平成 26年３月 17 日（月）

平成 26 年４月 22 日（火）

贈　　　　 与　 　　　税

消費税及び地方消費税 平成 26年３月 31 日（月） 平成 26 年４月 24 日（木）

※　贈与税については、振替納税制度がありません。

２　国外財産調書の提出について
　平成 24 年度の税制改正により、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告をして
いただく制度（国外財産調書制度）が創設されました。

⑴　国外財産調書を提出しなければならない方
　居住者（「非永住者」の方を除きます）の方で、その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が
５千万円を超える国外財産を有する方です。
（注１） 「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去 10 年以内において国内に住所又は

居所を有していた期間が５年以下である方をいいます。
（注２） 「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」

かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば次のように、その財産
の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
（例）・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
　　・ 「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の

所在

⑵　国外財産の価額
　国外財産の「価額」は、その年の 12 月 31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価
額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」による
こととされています。

⑶　提出期限
　法施行後の最初の国外財産調書は、平成 25 年 12 月 31 日における国外財産の保有状況を記載し、平
成 26年３月 17 日までに提出していただくことになります。
　※　詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

◇　西新井税務署からのお知らせ　◇
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１.社会保障制度のあり方に対する基本的考え方
　わが国の社会保障制度は「中福祉」「低負担」
であり、今後の社会保障給付は高齢化社会の
急進展で急速な増大が見込まれている。その
財源を公費負担に頼ることになれば、いくら増
税しても追い付かない。
　いかに給付を「重点化・効率化」するかによっ
て抑制し、同時にどう公費以外の公平で適正
な負担を確保していくかが極めて重要である。

２．消費税率引き上げに伴う対応措置
　消費税率の引き上げに当たっては、景気に
十分配慮するだけでなく、円滑な価格転嫁な
ど混乱を防止する環境整備が極めて重要であ
り、価格決定プロセスにおいて立場の弱い中
小企業が適正に価格転嫁できるよう、転嫁対
策特別措置法以外にも実効性の高い対策をと
るべきである。
　また、事業者の事務負担、税制の簡素化、税
務執行コストおよび税収確保などの観点から、
当面（税率１０％程度までは）は単一税率が望ま
しい。インボイスについても、単一税率であれ
ば現行の「請求書等保存方式」で十分対応でき
るものと考えるので、導入の必要はない。
　低所得者対策としての「簡素な給付措置」に
ついては、給付の対象や方法を十分考慮し、ば

らまき政策とならないよう強く求める。

３．財政健全化に向けて
　財政健全化目標の達成は増税や税の自然増
収のみに頼るのではなく、聖域なき歳出削減
が不可欠。そのためには各歳出分野別に削減
目標を定め、その達成に向けた具体的方策と
工程表を示すなど強固な財政規律が必要であ
る。
　消費税率の引き上げに当たっては経済への
負荷を和らげる財政措置も必要になろうが、そ
れが財政健全化を阻害しないよう十分注意す
べきである。

４．行政改革の徹底
　消費税引き上げは社会保障の安定財源確
保と財政健全化の観点から重要だが、国民に
痛みを求めることに変わりはない。また、行政
改革の徹底は消費税引き上げの前提ともなっ
ている。
　「まず隗より始めよ」の精神に基づき地方を
含めた政府、議会が自ら身を削るのは当然で
ある。

５.今後の税制改革のあり方　
　社会保障と税の一体改革では消費税の引き
上げのほか、所得税では最高税率の引き上げ、
資産税については相続税の最高税率の引き上

社会保障と税の一体改革と今後のあり方Ⅰ

法人会の「平成 2６年度税制改正に関する提言」が、9月１９日の公益財団法人 全国法人会総
連合（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正
に関するアンケートなどをもとに取りまとめられたもので、｢社会保障と税の一体改革と今後のあり方｣
「経済活性化と中小企業対策」｢国と地方のあり方」｢震災復興｣などからなっている。
全法連では、全国８５万会員の声として、財務省、中小企業庁、自民党および国会議員などに
対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国 41 都道県連および 442 単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、
議長あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

中小企業の活性化に資する
税制措置の拡充と

行政改革の徹底などを強く求める！

法人会の「平成 2６年度税制改正に関する提言」まとまる
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げと基礎控除の引き下げが行われた。しかし、
最高税率引き上げなどには消費税引き上げに
対する反発を緩和する側面が指摘されるな
ど、税制抜本改革と位置付けた割には体系的
議論を欠いた印象が強い。
　今後の税制改革に当たっては①国際間の経
済取引の増大や多様化、諸外国の租税政策等
との国際的整合性②経済の持続的成長と雇用
の創出③少子高齢化や人口減少社会の急進
展④グローバル競争とそれがもたらす所得格
差など、経済社会の大きな構造変化などにどう
対応するかという視点を踏まえ、法人税や所得
税などを抜本的に見直していくことが重要で
ある。

６.共通番号制度について
　マイナンバーの運用に当たっては国民の利
便性を高めるとともに、制度内容を国民に周知
し、定着に向けて取り組んでいくことが必要で
ある。
　また、個人情報保護の徹底に努め、制度の適
切な運用を担保する措置を講じるとともに、コ
スト意識をもつことを強く指摘する。

１．法人税率の引き下げ
　法人実効税率は平成２３年度税制改正によ
り５％引き下げられたが、アジア、欧州各国で
は近年、国際競争力の強化や外国資本の誘致
などを目的に大幅な引き下げが行われ、税率
格差は依然として解消しない。
　こうした状況が続けば、国内企業の海外移
転が促進され、雇用への悪影響、さらには経済
全体の衰退につながる恐れがある。こうした観
点から、法人実効税率２０％台の実現と中小企
業の軽減税率の１５％本則化及び適用所得金
額の引き上げ等によって法人の税負担を大幅
に軽減すべきである。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　「中小企業投資促進税制」と「少額減価償却
資産の取得価額の損金算入の特例」措置は本
則化するとともに、成長戦略の一環として①中
小企業投資促進税制の拡充②少額減価償却
資産の取得価額の損金算入の特例について
損金算入額の上限（合計３００万円）撤廃を求め
る。
　平成２５年度税制改正において拡充された

交際費課税の特例については、適用期限（平成
２５年度末）を延長し、資本金規模に関わらず全
ての企業を対象とすべきである。
　また、役員給与の損金算入の拡充を求める。

３．事業承継税制の拡充
　わが国企業の大半を占める中小企業は、地
域経済の活性化、雇用の確保などに大きく貢
献しており、経済の根幹を支える重要な存在で
ある。その中小企業が相続税の負担等により
事業が承継できなくなることは、日本経済に大
きな損失を与えるものである。
　平成２５年度税制改正において、納税猶予制
度の要件緩和や手続きの簡素化が図られるな
ど大幅な見直しが行われたことは評価できる
ものの、中小企業が円滑な事業承継を行うに
はまだ不十分であり、更なる要件緩和と充実
と、事業用資産を一般資産と切り離した本格的
な事業承継税制の創設が必要である。

　地方分権は、地方が国依存から脱却し、自
立・自助の体質を構築することが何より重要で
ある。にもかかわらず、地方の公務員給与や議
員報酬は高止まりしたままであり、地方自ら身
を削る行革努力が極めて不足しているといえ
る。
　地方が行革や地方交付税改革、適正な課税
自主権の発揮などを通じて責任を自覚するこ
とが極めて重要になろう。

　　被災地の復興については、一定の対応措置
が講じられたものの、いまだ不十分である。予
算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事
故への対応を含めて引き続き適切な支援を行
う必要がある。また、被災地における企業の定
着、雇用確保を図る観点などから、さらなる税
制上の対応等、実効性のある措置を講じるよう
求める。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

経済活性化と中小企業対策Ⅱ

国と地方のあり方Ⅲ

震災復興Ⅳ

―― 東京法人会連合会 ――
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セミナーDVDレンタルサービス
西新井法人会ホームページhttp://www.tohoren.or.jp/nishiarai/
にアクセス→レンタル会員登録【無料】→お申し込み　 　　　　　　　

新規スタート!!

＊旧サービス「東法連研修用ビデオ・DVDライブラリー」は平成 25年 12 月末をもって終了しています。

お届け【無料】お届け【無料】 ポストにご返却【無料】ポストにご返却【無料】
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警察だより

消防署だより
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 東京税理士会　西新井支部

 税 理 士 ● 古舘 正男

東 京 税 理 士 会

　既に、新聞等で報道されているとおり、会社員がイン
ターネットで馬券を購入し、それにより得た払戻金に係
る所得（３年間で約５億７千万円）を確定申告しなかっ
たとして、所得税法違反の大阪地裁判決が出ました。
【事案の概要】

　会社員は、A-PATのサービス・競馬予想ソフトを
利用して馬券の購入と払戻金の受領等をし続け、毎年
多額の利益を得ながら確定申告をしていないことか
ら、馬券の払戻金に係る所得は一時所得であり、「そ
の収入を得るために支出した金額」として控除すべき
金額は、的中した馬券の購入金額のみであるとして多
額な脱税額を争った事件です。
【大阪地裁の判断】

　馬券の払戻金に係る所得は、雑所得に該当し、外れ
馬券を含めた馬券購入金額全額が必要経費になるとし
て認定しています。
　① 　一時所得は、一時的かつ偶発的に生じた所得が
特色で、ある程度の継続性、恒常性があるか否か
が基準。

　② 　原則として、一般的な馬券購入行為は継続性、
恒常性が認められず、当該行為から生じた所得
は、一時所得。

　③ 　本件の馬券購入行為は、一般的な馬券購入行為
とは異なり、その回数、金額が極めて多数、多額

に達しており、その態様も機械的、網羅的なもの
で、かつ、過去の競馬データの詳細な分析結果等
に基づく、利益を得ることに特化したもので実際
にも多額の利益を生じさせている。

　④ 　本件の馬券購入行為は、一連の行為として見れ
ば恒常的に所得を生じさせ得るもので、その払戻
金は、継続性、恒常性を獲得したものといえる。

　⑤ 　従って、本件馬券購入行為から生じた所得は、
一時所得に該当せず、雑所得になる。

　⑥ 　当たり馬券の購入費用が払戻金を得るために
「直接要する費用」として必要経費に当たること
は明らかであり、本件馬券の購入方法からすれ
ば、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用が、当た
り馬券による払い戻しを得るための投下資本にあ
たり費用収益対応関係にあるとした。

【ヤジ馬評】

　趣味で馬券を買い、万馬券を当てたからといって外れ
馬券を必要経費に！と思っても「外れ馬券を拾った拾わ
ない」の議論で国税の見解の変更は今後もないでしょう！
　しかし、例えば、ソフトの開発進歩で１年間開催さ
れる全重賞レースの全ての組み合わせを購入した場
合、購入費用、払戻金決済方法全て明確で「青色申告
記帳？」の時はどのように判断することになるのでし
ょうか？　今後の大阪高裁の判断に注目したい。

　　　競馬ファンに朗報か？
　　　 外れ馬券も必要経費に！　　　
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表紙のことば Vol.222
 ダイヤモンド富士

 広報委員会

　富士山頂から太陽が出る瞬間（日の出）、あるいは
山頂に沈む瞬間（日の入り）に、まるでダイヤモンド
が光り輝くような光彩が見られる。そして太陽（の一
部）が山頂の一角にさしかかる富士山を「ダイヤモン
ド富士」と呼ぶ。

近くでダイヤモンド富士が見られるところ
都市農業公園（１月 20 日、11 月 23 日）
文京シビックセンター（２月１日、11 月 10 日）
六本木ヒルズ（２月８日、11 月３日）
笹目橋からは、１月１日（元旦）16 時 25 分頃、
沈むダイヤが見られます。新年の運試しに是非。

編　集　後　記
☆ い　ま　さ　ら ☆

　私今まで勘違いしていました。
　みなさんは大丈夫だと思いますが、会報のチェック
の時に気がつきました。あ～、「e-Tax」と「eLTAX」
が別だとは。
※ イータックス（e-Tax）とは、
　国税電子申告・納税システムのことです。
※ エルタックス（eLTAX）とは地方税ポータルシステ
ムの呼称で地方における手続きを電子的に行うシス
テムのことです。つまり国税庁が e-Tax、東京都など
の法人事業税・都民税などが eLTAX なのです。こ
れからは「しっかり・ゆっくり・法人会報を読んで
いこう～」と思う１年です。
 （西新井第二支部　広報委員　中橋奈保子）

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

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

第 222 号 平成 26 年１月 10 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

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
２月　3日㈪ 14：00～16：00 法人会館
３月19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
１月20日㈪ 15：00～17：00 法人会館
３月18日㈫ 15：00～17：00 法人会館

※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。

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。

日付 １月 場所

16 日㈭ 西新井納税六団体主催
新年賀詞交歓会 法人会館

20日㈪ 厚生委員会 法人会館
21日㈫ サービス事業委員会 法人会館
23日㈭ 総務委員会 法人会館
24日㈮ 女性部会幹事会 法人会館
24日㈮ 女性部会新年賀詞交歓会 清水屋会議室
28日㈫ 広報委員会 法人会館
29日㈬ ブロック長会 法人会館
29日㈬ 支部長会 法人会館

日付 ２月 場所
 ４日㈫ 源泉部会役員会 法人会館
 ４日㈫ 源泉部会 ｢第３回税務研修会｣ 法人会館
 ７日㈮ 研修委員会 法人会館
 ７日㈮ 三部会合同研修会 法人会館
12日㈬ 社会貢献委員会 法人会館
13日㈭ 財務委員会 法人会館
15日㈯ 女性部会観劇会 明治座
18㈫～21日㈮ 平成 25年度第２回成人病検診 法人会館
21日㈮ 厚生委員会 法人会館
24日㈪ 税制委員会 法人会館
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