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私はいま、仕事の関係で（寺の住職
と付属の幼稚園園長を兼任、園長とし
ての立場から）、家庭で子ども達がど
んなふうに育てられているのだろう
か、と気になります。
今時の親（母親）のありようを気の
付いたままにピックアップしてみま
す。なお、こういう親ばかりというこ
とではありませんので、念のため。
こういう傾向があるということと御
理解ください。
○�わが子から聞いた話だけで、ことの
次第を判断する。
例えば友達と喧嘩したという場合、
わが子からの話だけで、相手の方が悪
いと決め付けてしまう。場合によって
は相手の親に苦情を言ったりすること
もあるやに聞いています。喧嘩は双方
に非があり、それぞれの言い分がある
場合がほとんどなんですけれどもね。
○情報は携帯やメールから。
これでは子どもの全体像が見えない
のでは。
○�親が子どもとお友達関係でありす
ぎる。
こんなことで「しつけ」ができるの
でしょうか。気になります。
○子どもへの過度の期待。
子どもにとっては堪らないでしょう
ね。押し潰されてしまいませんかね。
○�匂い？の同じひとが集まってグルー
プをつくる傾向がある。
仲良しグループが出来ていて、他人
が入っていき難い。
一方では加わらないと孤立してしま
うという空気もある。
とまあこんなことですが、小学校の
先生からも、こんな要望が出ています。
○�子どもの話をよく聞いてやってほ
しい。

子どもの話を煩がる親も結構いる。
聞くときは、子どもの話を鵜呑みにす
るのではなく、子どもに自分で考える
ように仕向けてほしい。
○�子どもに過度の期待をかけないでほ
しい。
○�両親仲よく。親が精神的に安定してい
ることが大切ということでしょうか。
○�早寝早起き。よい生活のリズムをつ
くる。
子どもの躾ということから、私達の子

どもの頃のこんな光景を思い出します。
三世代以上が同居している大家族、

その中では大勢の知恵と知識、経験に
よって子育てがされていました。
その点からいえば、今の核家族とい
われている家庭の中での子育てはほん
とうにたいへんであろうと思います。家
族の中に知識、経験をもった人がいな
いのですから。もっとも、最近「イクメ
ン」などという言葉がでてきているよう
に、社会への参加経験がある父親の子
育てへの参加、助成もありますが。
隣近所に「頑固親爺」や「おせっか
いおばさん」、よい意味での「ガキ大将」
がいて、「善いものはよい、悪いもの
はわるい（許さない）」と皆で大きな
声で言い合っていた。子どもたちは、
そういう大人達から自然のうちに世の
中のルールを学び、規範意識が育って
いった。
学校の教科書から学ぶのではない実
体験からの学びがあったように思いま
す。大人の毅然とした態度から大人へ
の尊敬や憧れが育っていったのでしょ
うね。
こういう昔の日本の文化を復興出来
ないのだろうか、と考えていますが、
これって年寄りの懐古趣味でしょうか。

近頃想うこと

研修委員長
亀井　宗淳
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一般社団法人西新井法人
会会員の皆様には平素より
何かと忙しい中を、法人会
活動を理解し、御尽力を賜
り誠に有難うございます。
心より御礼申し上げます。
10 月に入り各支部、各ブ
ロックで会員増強の為の支
部会の会合も盛んに行われ、
各支部長・副支部長が中心

となり、会員増強が進められていると思います。また、
10 月は社会貢献委員会・青年部会・女性部会共催の
足立区民まつり参加・法人会ゴルフ大会・西新井納税
六団体共催の署長講演等、全会員に呼び掛ける機会も
多くあり、支部の会員に対してお互いのコミュニケー
ションを取る上で大切な機会と考えられます。法人会
は健全な納税者団体として、納税道義の高揚、税知識
の普及に努め、申告納税制度の健全な発展に寄与する
事を大きな目的として来ました。今後は更に会員相
互の企業の繁栄と地域社会に貢献する法人会として、

益々会員相互の理解を深めて行く必要を強く感じてお
ります。法人会としては、e-Tax 利用促進と法人会カー
ドの普及を進めておりますが、今号に法人会カードに
ついて特に取上げて頂きました。法人会のホームペー
ジを利用して頂き、会員企業の業務内容等も容易に検
索出来る様に企業名をクリックすれば詳細なデータが
確認出来ます。サービス提供加盟店等も随時増強、ま
た地域のイベント等も取り扱いながら使いやすい興味
のある内容に作っていきたいと考えております。法人
会カードの普及に多くの皆様のご協力をお願いいたし
ます。
11 月は「税を考える週間」街頭広報は西新井大師
門前からアリオ西新井迄の間で西新井納税六団体の協
力により行われます。会員の皆様の積極的な参加に
期待しております。また法人会としては 11 月 28 日、
会館において講演会が開催されます。是非多くの新し
い会員も誘い合って参加して頂ける様お願いいたしま
す。今年度の会員増強の目標達成と会員カードの普及、
会員相互の益々の隆盛と西新井法人会の発展を心より
祈念し御挨拶と致します。

柿の実が赤くなる頃、法
人会役員の方々が蒼くなる
のがこの季節。学生時代、
試験の前に教師から「学問
に王道なし、努力するだけ」
と言われた記憶は、誰にも
あると思います。「王道」を
辞書で引くと、①帝王が仁
徳をもとにして国を治める
やり方、②「楽な道」「近道」

とある。
法人会活動で、毎年厳しい思いをするのが増強運動
です。しかし「全国 1 位を 14 年間、維持している法
人会」と胸を張れるのも、この努力の結晶です。楽な道、
近道はありません。
「政治で支持されるのは仁と徳」と言われるように、
誠意を尽くして説明して、理解を得る事、それ以外に

道はないと思います。
西新井法人会は、全国で初めての「法人会カード」
に取組み、会員の退会防止は勿論ですが、カードの効
力をもう一段レベルアップして魅力あるカードに考案
工夫し、更には希望者だけでなく全会員に配付は如何
でしょうか。また前年度の増強運動で最高の成績を収
めた、宮城支部（90.0％）より、勧誘に対しての成功
事例（日頃の取り組みや、チームワーク、その活動の
特長等）を会報にて掲載して頂き、それを真似るのも
一利かと思います。
今回も目標加入率は 79.0％です。4 回目の挑戦！
目標達成に総力を挙げて頑張りましょう。
� （第 4 組織委員長　都築 徹藏）

会　長　堀口 宗弘

都築 徹藏

今年度もよろしくお願いいたします！

“ 増強 ” に王道なし
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平成26年度「税を考える週間（11月11日〜17日）」行事予定
主催団体名 11月10日以前 11月13日 11月16日 11月18日以降

六
団
体

共 同
⃝納税表彰祝賀会（法人会館）
17：30-18：30

⃝消費税完納推進宣言式（税務署）
9：30-10：00
⃝街頭広報（アリオ西新井～西新井大師）
10：30-12：00

⃝11/23
租税教育関係イベント「税と災害
と私たちのくらし」救助犬参加

（ギャラクシティ）

税 理 士 会
⃝10/25-10/26
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2階）
10：30-14：30

納 連

⃝9/19
中学生の税の作文審査会
⃝10/1-10/31
秋の支部別勉強会
⃝10/3
署長講演会［5団体共催］（法人会館）

⃝中学生の税の作文展示
（11/16-11/21）
（アリオ西新井2階）

⃝中学生の税の作文展示
（11/23-年末）（ギャラクシティ）
⃝11/25
中学生の税の作文表彰式

（足立区役所）
⃝12/15
中学校長との座談会（法人会館）

青 申 会

⃝9/7-9/8
役員研修会（飛騨高山）
⃝10/1-10/31
秋の支部別勉強会
⃝10/3
署長講演会［5団体共催］（法人会館）
⃝10/21
女性部・視察研修会

（亀戸梅屋敷・柴又ほか）

⃝税金クイズ
（アリオ西新井2階）
14：00-15：00

法 人 会

⃝10/3
署長講演会［5団体共催］（法人会館）
⃝10/11-10/12
あだち区民まつり参加（荒川河川敷）
⃝11/5
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
（11/16-11/21）
（アリオ西新井2階）

⃝税に関する絵はがき展示
（11/23-年末）（ギャラクシティ）
⃝11/19
女性部会・一日研修会

（東京地方裁判所ほか）
⃝11/28
講演会（三橋貴明氏）（法人会館）

間 税 会

⃝10/1-10/31
秋の支部別勉強会
⃝10/3
署長講演会［5団体共催］（法人会館）
⃝10/11-10/12
あだち区民まつり参加（荒川河川敷）
⃝10/30
税の標語表彰式（エル・ソフィア）
⃝10/31～11/30
横断幕掲出（環七通り大師前歩道橋）

⃝税の標語展示
（11/16-11/21）
（アリオ西新井2階）
⃝税金クイズ

（アリオ西新井2階）
14：00-15：00

⃝税の標語展示
（11/23-年末）
（ギャラクシティ）

酒 販 組 合 ⃝10/3
署長講演会［5団体共催］（法人会館）

⃝きき酒会
（西新井大師参道広場）12：00-14：00

税 務 署
⃝10/25-10/26
足立区消費生活展参加

「e-Tax」コーナー等（エル・ソフィア）

⃝納税表彰式（法人会館）
16：00-17：30

※11/16の街頭広報の各時間はキャンペーン時間

平成 26 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18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 西新井法人会館ホール 梅島・梅田・興野・栗原・島根・関原

11月18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

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19日（水） 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19日（水） 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。
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署長講演会は例年法人
会と優申会の合同での開
催でしたが、今年は日程
の都合で西新井納税六団
体の共催で行われまし
た。講師の田中署長は国
税局で査察部の勤務が長
く、演題も「査察調査の
あらまし」でした。最初
の挨拶で真面目な納税者
が馬鹿を見ない納税社会

の為に査察があるとお話しになりました。また、マル
査の女の映画を引合いにして査察の実体を査察官の家
族が初めて判って理解された、またテレビ等で査察関
係が放映され、査察官への希望者が増加したとの事で
した。
最初に国税の組織について説明が有り、査察の概要
で査察調査とは悪質で大口の脱税者に対して行われ、
査察の目的は脱税の摘発であり一罰百戒を宗とする査
察調査の流れで情報の収集、内容の検討を行い必要に
応じて強制調査を実施し告発する迄が査察官の仕事で、
後は検察官が捜査を行い裁判所へ起訴して判決が言い

渡される。
平成 25 年度の査察の概要で査察着手件数は 185 件、
立件 118 件、脱税額は 145 億で、116 件中 115 件が
有罪で実刑は 9件でした。
田中署長のお話の中で印象に残ったのは副題に上げ
られた「脱税は社会公共の敵である」と言われた事です。
私も法人の一人として納税義務を果してまいりたいと
思います。
� （第 8組織委員長　川上 雅俊）

署長講演会
西新井納税六団体主催
平成 26 年度

10 月3日金
西新井法人会館

平成 26 年

実施

演題⃝「査察調査のあらまし〜脱税は社会公共の敵！〜」
講師⃝西新井税務署長　田中 洋二殿

講演中の田中署長 田中署長を囲んで＜堀口会長と組織委員会役員＞
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ブロック・支部・部会／研修会

舎 人 支 部 平成 26 年
9 月 20 日土

入 谷 支 部 平成 26 年
9 月 6 日土

法人会員、並びに一般のかたにも参加をいただき、
総勢 100 名での開催となりました。
舎人支部の研修会としては、初めてでしたので不安
もありましたが盛況に終わり役員一同、感謝の気持ち
で一杯です。西新井税務署からは、休日にも関わらず
田村法人課税第 1統括官並びに小堀法人審理上席官に
ご出席いただき、また小堀法人審理上席官には税務に
関する講話をいただきました。

9月 6日（土）、参加者 57名、バス2台で午後 2時入
谷を出発。
最初の目的地、埼玉県日高市の「サイボクハム」に1

時間程で到着。
この施設は、東京ドーム3個分の広大な敷地に温泉、
レストラン、ミートショップ、ハムソーセージ製造工場
などを併設しており、まずそのスケールにビックリしま
した。
そして、敷地内を散策しバスへ戻る会員の手にはクー

ラーボックスが！！
「おいしそうなお肉がいっぱい入っているのかな・・・」
次に、皆が楽しみにしている「うかい鳥山」での地鶏

の炭火焼です。
高尾山の麓、緑豊かな自然の中に風情のある合掌造り

の建物が私たちを迎えてくれました。
中に入ると数寄屋造りの座敷にメインの炭火のテーブ
ルがセットしてあり、小金井支部長の挨拶、竹村第1ブ
ロック長よりご挨拶を頂戴し、乾杯、そして食事へと移

100名一堂に会して研修会実施

豚のテーマパーク視察と地鶏の炭火焼

舎人神社社務所

埼玉県日高市

竹村ブロック長にも、ご挨拶をいただき第 1部の講
話は終了しました。
第 2 部は境川部屋付関ノ戸親方（元岩木山関）の相
撲に関するお話をしていただき、質疑応答など会場が
盛り上がりました。10 月から始まる会員増強月間に
向けて、今回の研修会を会員増強の励みにしたいと思
います。� （舎人支部　広報委員　大澤 守彦）

りました。
自分たちが目の前で焼き上げた地鶏などとても美味し

く、窓の外の趣のある風景と相まって心身ともに満足な
ひと時となり、帰路のバスでも皆、楽しく笑顔の絶えな
い有意義な研修会となりました。
� （入谷支部　広報委員　福田 義和）

会場には100名が聴講に訪れました 関ノ戸親方の貴重なお話を聞けました

皆さん地鶏の炭火焼に舌鼓を打ちました
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屋形船の上で６０名が一堂に会しました

総勢 38名
残暑厳しい東京を離れまた、心配していたお天気も
晴天となり元気に出発しました。
渋川の聖酒造では利き酒を堪能し、お酒造りに最適
な軟水の利き水に舌打ちしていたみなさんが印象的で
した。
四万温泉グランドホテルでは昼食後『4万の病気に効
く』四万温泉にゆったりとつかり至福のひと時を過ご
しました。

谷在家・皿沼支部 平成 26 年
9 月 6 日土

日帰り研修会

もう一つの目的、樋口りんご園でのりんご狩りでは
食後もなんのその少年・少女のように沢山のりんごを
堪能いたしました。また、移動時のカラオケ大会では
総務委員上田副支部長の名司会が場を和ませおおいに
盛り上がっていました。
会員の皆様とともに四万温泉の旅を満喫させていた
だきありがとうございました。
� （谷在家・皿沼支部　尾身 茂雄）

渋川りんご狩りと四万温泉

法人会カードについて
説明する青木支部長

昼食前に四万グランドホテルにて

都内

今年は天気がとても不安定の中、
日頃の行いが皆さん良いのでしょう
か！残暑の夕方より、各支部、集合場
所より時間どおり出発し、車中での、
ビデオによる研修をしながら、乗船場
に到着しました。今年も去年と同じ
あみ達の「ゴジラ」という船でした。
120 名まで、乗船できるので、60 名
はゆったりとくつろげました。最新機
種のカラオケ、大理石張りのトイレ、
65 インチの大画面のモニターと船と
は思えない設備でした。最新のカラオ
ケでは、またまた、盛り上がり、お台
場に停泊していると、佃煮を売る船も
来ました。風流ですね！そして、あっ
という間に時間は過ぎ、乗船場へと戻り、バスに乗っ
て、集合場所へ…。みなさん無事に到着。お疲れ様で
した。

�
�
� （江北支部　広報委員　神林 京子）

江北支部・扇支部 平成 26 年
9 月 5 日金

合同税務研修および会員交流会
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ブロック・支部・部会／研修会

関 原 支 部 平成 26 年
9 月 28 日㈰

興 野 支 部 平成 26 年
7 月 27 日日

西新井法人会興野支部の日帰り研修を、学校の夏休
みに合わせて行いました。9社で参加者 20 名と少数で
すが、バスの中、支部長の挨拶と研修を合わせて行い、
たてやまの貝焼きバイキングを楽しんできました。会
員数が少ない支部なのでまとまりの良いのが特徴で帰
りには、露天風呂に浸かり会員同士の絆づくりをして
まいりました。
法人会及び各会社の繁栄を祈念し、お土産として余っ
た缶ビールを配って解散しました。また来年もあいま
しょう。
� （興野支部　支部長　内田 喜一）

日帰り研修会

風呂とバイキングで絆つくり

都内

千葉県館山市

9 月 28日、残暑の秋晴午後 4
時迎えの車2台にて35名当地出
発。大型焼肉屋形船に乗船、テー
ブルスタイルのモダンな広々と
した船内にて前会長野口様、欠
塚支部長の「税と景気と会員増
強」の研修をいたしました。
乾杯に始まり移り行く船外の

風景を楽しみ宴会が進みました。
厳選された焼肉の数々を堪能し、
飲み、そびえ立つ高層ビル群の
夜景を眺め船上にて大パノラマ
を後に記念写真。
日々変わり行く東京を心ゆく
まで楽しみました。8時頃当地
に戻り家路に着きました。
� （関原支部　後藤 誠之介）

夜景を眺めつつ全員での記念撮影
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新 田 支 部 平成 26 年
9 月 7 日日

9 月 7 日（日）、新田支部の親睦を兼ねて茨城県の大
洗に行ってきました。当日は雨でしたが 42名の大勢の
方に参加頂き 8時前に出発しました。車内で安藤支部

去る平成26年 9月21日（日）小台、宮城両支部によ
る日帰り研修会が開催されました。朝7時に城北信用金
庫宮城支店を、鈴木副会長のお見送りを受けながら、出
席者30名を乗せたバスは一路晴天の中、目的地であるス
パリゾートハワイアンズに出発しました。

日帰り研修会

合同「日帰り研修会」

茨城県大洗町

スパリゾートハワイアンズ

長・川上第 8 ブロック長に挨拶を頂い
た後、DVD による税務研修を行い、そ
の後は岩瀬農園でのメロン狩り・車内で
のビンゴ大会・めんたいパークでの買い
物を楽しみ、親睦会の会場である大洗ホ
テルに到着。
まず記念撮影を行い、展望風呂に入浴・
宴会での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
時間半はあまりにも短く感じました。
ホテルを出発して那珂湊に寄り、買い
物を楽しんで茨城を後にした。家路に向
かう車内ではビンゴ大会で盛上り、最後
に横山会計より挨拶を頂き無事新田に到
着しました。
今回の日帰り研修会で新田支部の和が

一段と強くなったことを感じた一日でした。
� （新田支部　諏訪 法和）

車中、事業承継のビデオを熱心に見な
がら研修を行い、10時頃目的地に到着。
館内では、ギネスにも記載された大露天
風呂に入浴したり、美味しいバイキング
料理を堪能したり、人気のフラガールの
ショーを楽しんだりして日々の疲れを癒す
事が出来ました。
午後2時 40分ハワイアンズに別れを告

げて震災の傷跡がまだ所々残る小名浜港
のお魚市場ララミュウに立ち寄りました。
この日は丁度、第3日曜日と云う事で、特
売日に当たり目玉商品が数多く販売され、
大変多くの方で賑わいを呈していました。
帰りの車内では、楽しいクイズ大会で

盛り上がりながら午後 8時頃到着。皆、
家族へのお土産を手に散会となりました。
小台支部、宮城支部では、初めての日帰り研修会でし

たが、大変楽しいものとなり、両支部長、幹事の皆様、
本当にありがとうございました。
� （宮城支部　広報委員　坂田 和夫）

親睦会に臨み全員での集合写真

スパリゾートハワイアンズに到着して早速1枚

宮城支部・小台支部 平成 26 年
9 月 21日日
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福利厚生制度保険受託会社

大同生命保険株式会社　上野支社

AIU 損害保険株式会社　東京第一支店

会員増強推進運動  を応援します！

平素より経営者大型総合保障制度の推
進に格別のご理解を賜り厚く御礼申しあ
げます。
昭和 46年に発足した当制度はおかげさ
まで今年 43 周年を迎え、現在 600 社を
越える会員企業様にご利用いただいてお
ります。
第 38次会員増強運動にあたり、役員の
皆様と連携して 1社でも多く会員企業を
増やせるように努力してまいります。11
名の制度推進員が皆様を訪問させていた
だきますので、その際はよろしくご指導、
ご協力のほどお願い申しあげます。

【会員増強推進運動について】
ＡＩＵは、法人会の福利厚生制度推進と共に会員増
強推進運動を行います。弊社の取扱う福利厚生制度は
損害保険です。総称して『ビジネスガード』と呼び、
法人会会員企業しか加入できない損害保険商品です。
その為、法人会加入のメリットの一つとして、
①�各ブロック長様を始め支部役員皆様と協力の上、
未会員企業情報を共有させていただき
②�各推進員が未会員企業へ制度商品の案内と同時に
法人会加入を勧めてまいります。

【ＡＩＵ制度商品＝ビジネスガードについて】
上記に述べましたが損害保険（火災・地震、自動車、傷害、情報漏えい、工事賠償等々）の主要商品を受託しております。
突発的な災害で会員企業様が受ける各種損害からお守り出来ます。
①法人会専用の各種割引あり、企業のリスクに合わせたオーダーメイド商品です。
②会員企業のみ加入できる補償内容（地震・噴火・津波補償等々）になっております。
会員企業の皆様にも是非、お見積り依頼いただければ幸甚です。

支社長

佐
サ ト ウ

藤　孝
タカユキ

之

支店長

春
スノハラ

原 隆
タカユキ

幸

第一営業課長

御
ミ タ ラ イ

手洗　俊
ト シ オ

郎

片
カタヤマ

山 政
マサナオ

尚
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アフラック

会員増強推進運動  を応援します！

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

お問い合せ
本社 営業部
千葉まで

SCHOOL ALBUM

information@tocollo.co.jp

日頃は弊社推進員へ格別のご理解とご支援を賜り、
誠にありがとうございます。この度の会員増強推進運
動につきまして、より一層の推進運動を展開してまい
る所存です。
アフラック日本社は 2014 年 11 月に創業 40 周年を
迎えました。法人会会員企業の皆様からもこれまで約
39 万件のご加入をいただき、給付金・保険金等のお支
払額も 3,071 億円を超えております。（2014 年 6 月ア
フラック調べ）
これからも皆様のお役に立てるよう推進員と共に歩
んでまいりますので、お伺いした際には、是非ご引見
くださいますようお願い申し上げます。

アフラック（アメリカンファミリー生命）
首都圏総合支社

副支社長　松
マツ

原
バラ

 大
ダイ

輔
スケ
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ブロック・支部・部会／研修会

第3ブロック4支部合同出陣式
日時：平成 26 年 10 月 9 日㊍
会場：江戸一西新井館

第 3ブロック、4支部合同による会員増強出陣式が
10月 9日（木）に江戸一にて開催されました
当日は西新井税務署より、田村裕二法人課税第 1統
括官、小堀博司法人審理上席官、後藤信昭組織担当副
会長のご出席を賜り、田村様、小堀様より日頃の協力
に対してお礼のお言葉と「相続税」「消費税法の改正」
などたくさんのご説明を頂きました。
これこそ会員ならではのメリットです。

塚田彰ブロック長より「増強運動への理解と日々の
感謝」、「45 社目標に向かってがんばろー」と激励の言
葉を頂きました。

組織担当後藤信昭副会長からは「増強運動に法人会
カードを活用して、お互い助け合いがんばってお正月
には美味しい・・・でお祝いしましょう」と皆がガン
バれる言葉を頂きました。

それを受け、河野博義西新井第一支部長、足立賢一
西新井第二支部長代理、高際保夫島根栗原支部長、齋
藤正栗原栄町支部長 4 名の現状報告と、これからのあ
つい意気込みが発表されました。

最後に全員で「会員増強頑張ろう！エイ・エイ・オー」
で無事に午後 9時に閉会しました。
　また大同生命保険（株）、AIU損害保険（株）、リステー
ジ（株）、メリットライフ生命保険（株）の皆様も参加して
頂いてありがとうございます。
そして栗原栄町支部長の齋藤さん、いつもの司会進
行ありがとうございます。
そして事務局の南さん資料準備心よりお礼申し上げ
ます。
上記の・・・にはどんな言葉が入るでしょうか？
� （西新井第二支部　広報委員　中橋 奈保子）

西新井第一支部（5名）

西新井第二支部（11名）

島根栗原支部（4名）

栗原栄町支部（4名）

エイ・エイ・オー！！
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台風19号日本列島縦断の予報を大きく制止するかの

ように荒川土手は秋日和で、一時怪しさをもたらした

雲行きも準備が進むうちにすっきりとして風さえも爽

やかに感じました。

クイズ参加者への鉢花の用意も整い、開会の挨拶は

堀口会長、また鈴木副会長、秋山副会長、木本委員長

とお話を頂きました。「全員で楽しみましょう！」の思

いを胸にそれぞれの持ち場につきました。会場では社

会貢献委員の方々、青年部会の方々が長い列の誘導整

備とクイズ用紙の手渡しをしておりました。

西新井法人会が地域社会貢献の一環として「あだち

区民まつり」に参加して以来、来場の皆様方に楽しみ

とされる行事となりました。年々鉢花の魅力に引き込

まれ「税金クイズ」をしようと思われる方々が増えて

きているようにも見受けられます。

この2日間で西新井税務署より、田中署長、大谷副

署長、三澤副署長、田村法人課税第1統括官、小堀法

人審理上席官の皆様方にもお手伝いを頂きました。

また近藤区長の激励訪問を始めとして、日頃より交

流の深い各団体の代表の方々や当会に縁のある多くの

方々の訪問も頂き、賑わいある活動となりました。

正面からの日射しを受けるテント内、紫外線は解答

の採点席手元まで襲って来ます。日焼けしながらも「税

金クイズに答えて鉢花を貰おう！」と何度も呼びかけ

る堀口会長と田中署長の声は参加者の勢いを加速して

は流れていきました。

女性部会員は準備や採点、鉢花のプレゼンターばかり

ではありません。足立区町会連合会、他各団体婦人部に

よる恒例の「流し踊り」にも参加、法人会メンバーの応

援を受け、法人会カラーの青色半纏を着付け9名で踊り

の輪の中に入りました。（毎年度、踊り手募集しています）

いつもながら縁の下で大きな力を発揮する事務局と

共に楽しんだ社会貢献の2日間でした。

日時：平成 26 年 10 月 11 日土〜 12 日日　　会場：荒川河川敷・虹の広場

A-Festa 2014A-Festa 2014 社会貢献委員会・青年部会・女性部会

あだち区民まつりあだち区民まつり

▲今年度も当会の税金クイズには長蛇の列

法人会の輪
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＜国税＞�e-Tax（イータックス）とは、何の事でしょうか。
①　�オフィスや自宅のパソコンや携帯電話、スマートフォンを利用し
て国税に関する各手続きができるシステム

②　�パソコンや携帯電話、スマートフォンを利用してクーポン券など
お店の割引サービスを利用できるシステム

③　ICカードを利用して電車やバスに乗れるシステム

＜都税＞�日本で税が誕生したのは、いつの時代と言われ
ているでしょう？

①　�弥生時代
②　�江戸時代
③　昭和時代

＜国税＞�e-Tax（イータックス）の利用可能時間は平日
の何時から何時でしょうか？

①　�8時30分〜18時
②　�9時00分〜24時
③　8時30分〜24時

＜区税＞�50cc以下の原付バイクの軽自動車税は、平成
27年度からいくらになるでしょうか。

①　�1,000円
②　�3,000円
③　2,000円

＜都税＞�環境にやさしい自動車に対して、自動車税が軽
減されます。これを、「自動車税の○○○○化」と
いいます。○○○○に入る言葉はなんでしょう？

①　�ブラック
②　�グリーン
③　ホワイト

【答え】　第６問…②、第５問…③、第４問…①、第３問…②、第２問…③、第１問…①

＜区税＞�次のうち、足立区へ支払う税ではないものはど
れでしょうか。

①　�軽自動車税
②　�消費税
③　特別区たばこ税

第１問 第４問

第２問 第５問

第３問 第６問

今回は今、このページをご覧の皆様にもクイズに参加をして頂きましょう。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

1日目1日目

2日目2日目
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税制講演会
税制委員会主催

演題⃝「改正相続税法について」
講師⃝西新井税務署　資産課税統括官　安達 直行 殿

日時：平成 26 年 9 月 24 日水
会場：西新井法人会館

年に一度の税制講演会が開催されました。今年も去
年に引き続き「相続税」について西新井税務署�安達直
行資産課税統括官に講師をしていただきました。
天候があやしい中、たくさんの方々が参加して下さ
いました。
平成 27 年 1 月 1 日以降の相続税開始から適用され
る相続税改正法について基礎控除額がこれまでの 6 割

となるため、試算では 1.6 倍に申告者が増加し、特に
都市での増加が多くなるといわれていますので、今ま
で相続税の対象でなかった方もご自分の財産について
考えていただきたいと思いました。
また、税務署では事前に予約をして、相談ができる
ので活用していただきたいと思います。
� （税制委員会　副委員長　神林 京子）

講演中の安達統括官 開会の挨拶をする鈴島副会長 司会担当の木村委員長
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サービス事業委員会は、会員の皆様へ還元目的
に収益事業（サービス事業）を現在展開中です。
この度ブロック長・支部長各位にご支援を願い「会
員増強運動」にサービス事業推進会社の協力で、
会員皆様に訪問の機会を頂きサービス事業にご理

解をお願い致します。尚、法人会カードは会員皆
様に限り無償提供させて頂きます。手続き等はサー
ビス事業推進会社又は事務局にお尋ねください。
� （サービス事業委員会　委員長　金子　俊二）

日時：平成 26 年 9 月 8 日⺼
会場：西新井法人会館

サービス事業委員会

「会員増強並びに収益事業推進会議」

会員増強並びに収益事業推進会議

サ ー ビ ス 事 業 委 員 会
委 員 長 　 金 子  俊 二

廣川 雅信

矢野 嘉伸

宮田 健

� （サービス事業委員会　委員長　金子 俊二）
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毎年恒例の源泉部会「日帰り研修会」に参加してきま
した。昨年は他の行事と重なり欠席したのですが、今回
バスに乗って最初に感じたことがあります。それは女性
参加者が増えていたことです。なんと車内の約 4割を
占め、乗車するバスを間違えたのかと思うほどでした。
今までの「日帰り研修会」のイメージが、”�ほぼ中年
男性で帰路の車中はお酒で盛り上がる�”�でしたが、み
ごとに変貌をとげていました。イメージチェンジした？
源泉部会に皆さんもっと参加しましょう。
さて、肝心の研修会の中身ですが、車中での税金クイ

平成 26 年 9 月 11 日㊍
静岡県伊豆畑毛温泉

大仙家正面玄関にて記念撮影

源泉部会

日帰り研修会日帰り研修会

 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。

ズ（ちょっと難しかったかな？）に始まり、大仙窯で絵
付け体験（何を描けば良いのか？センスがないことを痛
感する）、昼食後は富士高砂酒造で酒造りの勉強（試飲
が気になり身につかず！）をし、最後に御殿場プレミア
ムアウトレットで買い物（時間が足りない～！）をして
帰路につきました。
出発時は曇天で途中激しく雨に降られましたが、不思
議と降車するときには雨がやみ参加者の日頃の行いの良
さを感じさせる一日と成りました。
� （源泉部会　幹事　小泉 公男）
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源泉部会入会のご案内
〜 企業運営に必要な実務・知識習得のため、一緒に勉強しませんか？ 〜

一般社団法人西新井法人会・源泉部会は昭和 50 年 6
月、36 社の会員でスタートしました。設立趣旨は源泉
所得税に関する法規や通達による取扱いの研修を行い、
会員各社が誤りのない源泉徴収事務を進めていただくこ
と、また同時に、研修者相互の連絡及び親睦を図り、優
良な源泉徴収義務者として税務行政に協力することを目
的としています。
本年は設立後 39期目（会員数 72社）となりますが、
設立の趣旨は一貫として変わらず、毎年中身の濃い研修
が行われ、会員相互の連絡及び親睦も年々充実してきて
おります。
研修会は、給与・報酬・料金・退職金などの源泉徴収
事務の基本から専門的な知識の習得、それらに関する税
法改正があった場合の説明を中心としていますが、必ず
しも源泉所得税関係に限定せず、会員の皆様のアンケー

ト等による要望にも積極的にお応えし、社会保険・住民
税・労働基準法・法人税等、その時々で関心の高いタイ
ムリーな事柄も取り上げております。また近年は、勉強
と親睦を兼ねた日帰りバス研修会も毎年度実施しており
ます。
当源泉部会は、西新井法人会の専門部会として、西新
井税務署のご協力を得ながら幅広く活動しており、研修
会には部会員企業内の社員でしたら、どなたでも参加で
きます。研修の場を通じて他業種の方々との交流も広が
ることから “異業種・他企業との交流の場 ”として、ま
た新任の “給与・税務事務担当者の教育の場 ”としても
継続的かつ経済的に（下記年会費のみのご負担で）ご活
用いただけるものと確信しております。
貴社におかれましても、ぜひ当源泉部会にご加入いた
だきますよう、心よりお待ち申し上げております。

 6 月 源泉徴収のポイントⅠ 9 月 日帰り税務研修会
 10 月 源泉徴収のポイントⅡ 11 月 年末調整のしかた
 1 月 税務研修会 2 月 源泉徴収のポイントⅢ
■入会資格一般社団法人西新井法人会の会員であること
■年会費 12,000 円
■入会メリット
（1） 研修会は年間予定表に従って開催し、毎回有意義

な資料を配付しております
（2） 年末調整説明会を、年1回、他の団体に先駆けて

開催しております
（3）毎年参考資料として優良図書を無料で配付します

平成 26 年度の研修会予定〔実施済含む〕

お問合せ先　TEL.03 － 3852 － 2511
 （一社）西新井法人会源泉部会担当まで

源泉部会研修会の風景
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8月20日（水）「青年部会恒例、家族親睦会」を開催致し

ました。本年も昨年同様、西新井法人会館にての開催とさせ

て頂きました。今年は異例の酷暑が続き、会館での開催は

過ごしやすく「良かったよ」と多くの声を頂きました。また、

毎年多くのご参加を頂きまして青年部一同、心より感謝して

おります。（総勢100名）青年部会渡邉部会長の開会の挨拶

の後、女性部会清水部会長にご挨拶を頂戴し、青年部会担

当の秋山副会長の乾杯のご挨拶により和やかに開会となりま

した。

毎年、親睦会のテーマは、なんといっても夏休みの思い出

づくり！昨年同様にお子さん達に楽しんで頂ける様、ゲーム

コーナーを多数用意致しました。ヨーヨー釣り、パチンコ的

当て、パターゲーム、吹き矢的当て、かき氷食べ放題。また

昨年の反省も踏まえ、食事の充実、景品の充実を図りました。

「税金クイズ」では多くのお子さんに参加してもらい、知

識が深められた事と思います。また、恒例の女性部会の方々

によるフラダンス！毎年、素晴らしい披露をありがとうござ

います！来年も楽しみにしております。

その後、女性部会小倉副部会長のリードにより、「扇太郎」

様、作詞作曲の「ビューティフル・ウィンドウ足立」を合唱

致しました。

企画盛りだくさんの本年度は、ここで「マジックアイドル」

の吉野みづほさんのマジックショーを投入！子供も大人も真

剣に楽しんで頂けた様子でした。その後、鈴島副会長の締

めのご挨拶を頂戴し、名残惜しまれる中、閉会となりました。

今後も、更なる会員相互の懇親となる様な企画を心がけ

て参りますので、来年も多くのご参加をお待ち申し上げてお

ります！

最後になりますが、OB諸兄、女性部会の皆様、たくさん

の方より過分なるご協賛を頂戴致しまして誠にありがとうご

ざいました。

� （青年部会　厚生担当副部会長　影山 幸一郎）

青年部会 

家族親睦会
日時：平成 26 年 8 月 20 日水

会場：西新井法人会館

挨拶する
秋山副会長

挨拶する
渡邉青年部会長

挨拶する
清水女性部会長

司会を担当した
影山青年副部会長
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去る9月17日（水）「青、女性部　毎年恒例第31回YL

ゴルフ大会」を開催致しました。昨年同様　場所は、「太

平洋アソシエイツ佐野ヒルクレストコース」総勢5組20

名の参加を頂きました。昨年が記念大会だった事もあり、

少し寂しい人数での開催となりました。

昨年の反省から今年は時間に余裕の集合、渡邉青年部

会部会長、鈴島女性部会副部会長、秋山担当副会長の言

葉の後、スタートしました。曇り空ですがさほど暑くも

なく、爽やかに楽しくラウンドする事が出来ました。ま

だデビューしたてという、今回初参加の大同生命の立松

さんも、その素質の片鱗を見せつけておりました！また

女性部会の皆様方は男性も舌を巻くお上手さ、ゴルフの

ご指南も頂戴致しまして、大変良き懇親となった事と感

じております。女性部会の皆様ありがとうございました。

さて今回の表彰式は、そのままコンペ会場で執り行わ

れました。今回の優勝者は青年部会の小林満さん。準優

勝に渡邉部会長と優勝常連コンビ。秋山副会長もスピー

チで、悔しさをお話しされており、「次回は負けないぞ」

と意気込んでおられました。さすが！まだまだお若い！

女性部会の皆様、次回のYL大会も楽しみにしておりま

すので、多くのご参加の程お待ち申し上げております。

また各企業様のご厚情に改めてお礼を申し上げます。誠

にありがとうございました。

� （青年部会　厚生担当副部会長　影山 幸一郎）

 青年部会・女性部会

Y.Lゴルフ大会開催第31回 Y.Lゴルフ大会開催
平成 26 年 9 月 17 日水
佐野ヒルクレストコース
平成 26 年 9 月 17 日水
佐野ヒルクレストコース

爽やかに楽しくできました

24 NISHIARAI HOJINKAI Vol.227



募  集
「西新井法人会報」の表紙を飾る

風景画・背景写真を
会員の皆様から募集しています。

（お問合せ）事務局TEL 3852-2511

平成 23年 11 月 28 日の臨時総会決議により、会費規程が従来の資本金制度から、以下のとおりに
変更となります。
平成 24 年 4月 1日以降に入会された会員は既に新会費適用となっておりますが、平成 24 年 3月

31 日以前に入会された会員は、以下のとおり新会費基準となりますのでご了承ください。

（臨時総会決議事項）
平成 24年 4月 1日以降入会する会員は、新会費を適用する。但し、既存（平成 24年３月 31日以前に
入会した）会員については、平成 27年 4月 1日より、この新会費基準を適用することとする。

記

会費改訂のお知らせ

旧 会 費
資本金（万円） 月額（円）

300未満 500

300（組合含） 800

300超～ 500以下 1,200

500超～ 1,000以下 1,800

1,000超～ 3,000未満 2,500

3,000以上 3,000

支店法人 1,500

その他（関連会社等） 500

新 会 費
1.�　会費は1口100円とし、資本金及び法
人形態等により月額10口以上30口以内
とする。

2.�　会員で以下の項目を満たす関連会社に
ついては、会費を月額5口とする。

　⑴�代表者が同一の者である法人で、その
従たる他の法人

　⑵�該当法人の株式を次の者が50％以上
所有しているその法人

　　①該当法人の主たる法人の代表者及び
　　　その代表者の一親等の親族
　　②その代表者の配偶者
　　③その主たる法人

（封書）を

〒142-0064 東京都品川区旗の台6-16-11
一般財団法人 全日本労働福祉協会
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未使用タオル・新年用カレンダー

～ 回収協力のお願い～

社会貢献委員会

社会貢献委員会では、毎年末12月に各支部ご協力のもと「未使用タオル及びカレンダー」
回収運動を実施し、回収後は取りまとめて社会福祉法人足立区社会福祉協議会を通じて区
内社会福祉施設へ寄贈しております。
本年も、11 月中旬から 12 月中旬まで支部の社会貢献委員が中心になり、回収を行う
予定です。
皆様の会社にあります「未使用タオル」や「新年用カレンダー」を是非この機会に提供

していただければ幸いに存じます。回収運動へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
尚、オールシーズン回収しているエコキャップについては、会員企業において回収箱を
設置して回収し、洗浄・乾燥等を行った上で提出していただいております。提出後は取り
まとめて足立区役所計画課資源化推進係へ寄贈しております。今後も会員皆様のご協力を
賜り、活発な社会貢献活動に邁進して参りたいと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。

社会貢献委員会
委員長

木本 髙一朗

▼未使用タオル

▲平成27（2015）年カレンダー

▲エコキャップはオール
　シーズン回収しています

法人会
〔取りまとめ〕

足立区
社会福祉施設

会員企業
〔回　収〕 法人会

〔取りまとめ〕

足立区
社会福祉施設

会員企業
〔回　収〕
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※未婚の方のみ参加可※※未婚の方のみ参加可※
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厚生委員会報告
第 37 回法人会一泊研修会 ･ 親睦会

｢観光会社」結果報告
『西新井法人会報・第 225 号』（平成 26年 7月 4日発行）において募集しました、「第 37回法人会一泊研修会・
親睦会」（平成27年3月開催予定）の観光会社につきまして、厚生委員会での選考過程を経て決定しましたので、
本誌にて発表させていただきます。

（法人名） ワールド自興㈱
（住　所） 足立区皿沼 1-13-3　（TEL） 03-3897-2809

多くの観光会社様から見積り参加をいただき誠にありがとうございました。
� （厚生委員会　委員長　安江 文博）

一般社団法人西新井法人会 
元副会長・相談役

吉永 繁 氏　
ご逝去　享年 81 歳

吉永繁氏は、去る平成 26年 9月 26 日にご逝去されました。
吉永繁氏は、昭和 52 年 5 月に伊興第二支部長に就任し、54
年には総務副委員長、56 年からは 3期に亘って常任理事（第 2
組織委員長）、62年からは 3期に亘って常任理事（総務委員長）
を務め、当会の組織基盤の強化にご尽力されました。また、平
成 5年には副会長（税制・厚生担当）を務められ、当会の運営
に貢献されました。
改めて、氏の生前の法人会へのご功績並びに各界へのご功績
に対しまして感謝申し上げますとともに謹んでご冥福をお祈り
申し上げます。

 

 
 

－都税についてのお知らせ－ 

 
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

平成 19 年１月１日以前からある住宅で、65 歳以上

の方等が居住する住宅について、平成 28 年 3 月 31

日までの間に、人の居住の用に供する部分（賃貸部

分を除く。）において、一定の要件を満たすバリア

フリー改修工事を行った場合 

＜減額の対象となる住宅＞ 

改修工事完了年の翌年度分に限り、居住

部分で、住宅１戸あたり 100 ㎡の床面積

相当分までの固定資産税額の３分の１が

減額されます（賃貸部分は、減額の対象

にはなりません。）。 

 

＜減額の年度と額＞ 

減額を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後３ヶ月以内に申告が必要です。詳しく

は、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。 

なお、23 区外でバリアフリー改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせ

ください。 
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—高齢者の死者が増加— 

平成２６年８月３１日現在、過去３年間の主

な出火原因別死者数を同時期でみたとこ

ろ、毎年、「たばこ」、「こんろ」、「ストーブ」に

よる火災が多く発生していますが、今年は

「こんろ」による死者は少なく、「コード」を原

因とする死者が、東京消防庁管内では４名

発生しています。 

また、「たばこ」、「こんろ」、「ストーブ」を原因

とした住宅火災の死者は、「高齢者」の方が

多く、ふとん等や衣服への着火が大半をし

めています。火の扱いに注意し、火災予防

に心がけましょう。 

 

２ こんろ 

「こんろ」による火災の大半は、火をつけたままその

場を離れてしまうことで発生しています。その場を離

れるときは、必ず火を消しましょう。こんろの周りに燃

えやすい物を置かないようにしましょう。 

１ たばこ 

出火原因別死者数が最も多いのが「たばこ」です。 

飲酒時に喫煙し寝込んでしまう等の「寝たばこ」によ

る死者が多く発生しています。寝たばこは、絶対にし

ないようにしましょう。また、灰皿に水を入れて使い

ましょう。 

 
西新井消防 検索 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html 

 

３ ストーブ 

ストーブにふとん等の可燃物が接触する火災が多く

発生しています。「ストーブ」による火災で亡くなる方

の多くは高齢者です。ストーブの近くに燃えやすい物

を置かないようにしましょう。 

警 察 だ よ り

消 防 署 だ よ り
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平成 26 年 4 月 1 日より消費税が 5％（国税 4％・地

方税 1％）から 8％（国税 6.3％・地方税 1.7％）へと

引き上げられました。

中小企業においては非常に大きな経済環境の変化と

なっており、この消費税率の変更に伴う消費税の取り

扱いを経過措置を中心に改めて確認していきたいと思

います。

まずは、工事等の請負契約について、工事等の請負は

その契約から引き渡しに至るまでの期間が長期間に及ぶ

ことが多いこともあり経過措置が設けられています。

その内容は、8％へ税率が切り替わる平成 26 年 4 月

1日（以下「施行日」）の半年前である平成 25 年 10 月

1 日（以下「指定日」）前に契約を締結した場合には、

その工事の完成引渡しが施行日以降であっても旧税率の

5％で課税するというものです。

この経過措置については、指定日前に請負契約締結し

ていることが必要であり指定日前に手付金等を収受して

いるかは経過措置の適用には関係なくまた、この請負工

事等の着工が施行日以後に行われたとしても経過措置の

対象となります。

このような場合において、工事等の請負契約を締結し

た後で追加工事などにより当初の金額の他に増加する部

分についてはその増加する金額の取り決めが指定日以後

に行われている場合には、経過措置を適用することがで

きず新税率での課税となります。

なお、反対に当初の工事の内容を一部削減することに

より工事金額が減少する場合においては、当初の契約そ

のものが取り消しとなった訳ではないので当初の契約が

指定日前であれば経過措置の適用が認められます。

次に資産の貸付契約については、指定日前に資産の貸

付に係る契約を締結した場合で施行日前から施行日以後

引き続きその資産の貸付けを行っているものについては

施行日後の貸付けについても旧税率で課税することとし

ています。従って指定日前に契約を締結した場合でもそ

の資産の貸付が施行日後であるなばらこの経過措置の適

用はありません。

最後に電気・ガス等については、月単位ではなく各事

業者の定めた期間により計算されます。そこで、施行日

前から継続して供給する料金で施行日からその月の末日

までに料金が確定するものについては、施行日以後の分

を含めて旧税率で適用されます。よって、4月中に検針

をした分については旧税率で課税されているということ

になります。

消費税の改正に伴う経過措置について

東京税理士会　西新井支部
税理士⃝山﨑 教由

東 　 京 　 税 　 理 　 士 　 会
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催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

日付 内容 場所
4日㈫ 第162回定例理事会 法 人 会 館

5日㈬ 絵はがきコンクール表彰式 足立区役所
庁舎ホール

7日㈮ 源泉部会役員会 法 人 会 館
源泉部会「年末調整説明会」 法 人 会 館

11日㈫ 財務委員会 法 人 会 館
12日㈬ 社会貢献委員会 法 人 会 館
19日㈬ 女性部会「視察研修会」 都 内
20日㈭ 組織委員会 法 人 会 館
21日㈮ 広報委員会 法 人 会 館

11月
日付 内容 場所

26日㈬ 青年部会・女性部会
設立35周年記念式典 法 人 会 館

28日㈮ 「税を考える週間」講演会
（講師）三橋貴明先生 法 人 会 館

日付 内容 場所
3日㈬ 源泉部会役員会 法 人 会 館

12月

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。
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　8日㈪ 14：00 ～ 16：00 法人会館
2月　6日㈮ 14：00 ～ 16：00 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。

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11日㈫ 14：00 ～ 16：00 法人会館
1月21日㈬ 14：00 ～ 16：00 法人会館
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広報委員会
カードのクローズアップはなぜ？ 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな自転車も！

「法人会カード」水戸光圀公の御印籠のごとき登場
です。お持ちの方も未だの会員様もそして、これから
の会員様にも「使い勝手の良い」「便利な」「お得な」カー
ドとして更なる高いステージを広げようと今、地下に
て大革新を展開中です。
時は会員増強月間に入りました。入会お勧め武器と
して「法人会カード」の利用を安心して積極的に紹介
していただきたいと思います。

ご存知の通り毎年春と秋の 2回 10 日間交通安全
週間があります。西新井交通安全協会新田支部では、
その前に必ず交通安全講習会を開催しています。そ
の資料の中に自転車での人身事故で 8,000 万円もの
賠償金の判決が出た実例の説明がありました。
自転車の無謀運転を多く見かけますが、自転車は
基本車道の左側を通行。路地での「止まれ」も自転
車でも一時停止です。スマホは勿論傘を持っての運
転も違反です。分かっていてもついやってしまわな
いよう気を付けたいものです。
� （新田支部　広報委員　安藤 勇三）

表 紙 の こ と ば Vol.227 編 集 後 記

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�0 3（ 3 8 8 9 ）4 6 0 8 ～ 9

第 227 号� 平成 26 年11月5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�03（3852）2511
� http://www.tohoren.or.jp/nishiarai/
編 集� 広報委員会
印 刷 所� 株式会社トーコロ
� 東京都足立区梅島2丁目32－9
� TEL�03（3852）1211

「西新井法人会報」の表紙を飾る─風景画・背景写真を 会員の皆様から

募集中!!「西新井法人会報」の表紙を飾る─風景画・背景写真を
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