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巻頭コラム

逵　親舟 書

第1組織委員長

小金井 勝利

　今から 38 年前当社［京北開発
（株）］に 4月 1日に入社し、義兄や
上司に冗談だよね。といわれたのが
つい先日のように思われます。
　光陰矢の如し。
　当社は不動産業を営み昨年創業 50
年を迎えました。お得意様、お客様
地域に支えられて営業しております。
　法人会につきましては、父（故人
俊輔）が二代目の西新井法人会入谷
支部長として毎月当社にて役員会を
開催していました。今の入谷支部の
基礎を築いて頂いたと感謝しており
ます。
　入社してすぐの法人会の本部旅行
に父の代理として入谷支部より 4名
が参加しました。記憶が定かではあ
りませんが、伊東方面の旅行でした。
バスの車中は各支部より数名ずつの
参加で行きも帰りもただバスに乗っ
ているだけでした。
　入谷支部単独で本部旅行ができる
とは夢にも思いませんでした。
　31 歳の時に入谷支部長であった

（株）駒込熱処理工業の高橋吉生さん
に誘われ副支部長に就任しました。
厚生委員となり支部行事として奥多
摩でニジマス釣りをしたのが懐かし
いです。
　その後入谷支部単独の庶務幹事とい
う役を頂き（支部の事務局です）（株）
マイカーゴの山村正雄さん、（有）ニ
コー文具の福田治源さん、（株）モタ
イの罇正典さん、（有）エコードレス
の渡辺義光さん、（株）第一スタジオ
の上平瀬正満さん、（有）竹村紙器の
竹村勝己さんと歴代のそうそうたる
支部長に仕え、毎月の支部役員会の
案内、会場の予約、本部への報告と
多忙でした。
　入谷支部長となり、支部役員の皆
様の絶大なる御協力により 10 年の長
きにわたり入谷支部運営ができたこ
とに感謝申し上げたいと思います。
　この度竹村第 1ブロック長の勇退
により、後任に任命されましたが自
分のできる範囲で頑張って参りたい
と思います。

法人会への思い
推 進 運 動

消費税期限内納付
法人会

４年前の入谷支部役員会の模様
左から竹村前第１ブロック長（旧）、小金井第１ブロック長（現）、夏目副支部長
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　一般社団法人西新井法人会会員の皆様、平素より何かとお忙しい中を
法人会活動にご理解とご尽力をいただき厚く御礼を申し上げます。
　毎年恒例の会員増強活動を 10 月 1 日より 11 月 30 日までの予定で企
画しております。中小企業を取り巻く環境が厳しい中での活動ではあり
ますが昨年の加入率を上回るように役員一同一丸となり邁進してまいり
たいと思います。本年度の目標は昨年同様の加入率 79％ですが昨年の
加入率は 2％及ばず 77％でした。年々加入率が下がっておりますが西新
井法人会は 5,000 社以上の大規模法人会団体の中で 15 年連続一位の加
入率です。これを維持そして増やしていくにはもっと魅力のある法人会
にしていかなければなりません。講演会、研修会などもありますが全国
の法人会の中で初めて法人会カードを採用しました。さらに法人会カー
ドの効力をレベルアップして法人会の大きな魅力のひとつとして活用し
ていきたいと思っております。法人会カードに限らずアイデアがあれば
随時募集もしております。会員増強運動の目標達成の為に会員の皆様に
はより一層のご支援ご協力を改めて御願い申し上げます。

（会長　鈴島 健）

会長
鈴島　健

会員増強運動の開始にあたって

　法人会の役員になり会員増強月間が有る事をしりました、皆さんこれ
さえなければといわれます、しかし会員あっての法人会です。日頃から
近所の新設法人に声を掛けて法人会への入会の誘いをする事が大事では
ないかと思います。私の担当する第 8ブロックは加入率では法人会のト
ップで推移いたしておりますが最近ではマンションの新設法人が多く苦
戦を致しております。しかし先輩諸氏の伝統を守るべく奮闘する日々で
す。最近は信用金庫の皆さんのご協力を戴き入会の会社も増加していま
す。目標は 80％以上を目指して活動を続けています。法人会のメリッ
トはとよく言われますが私は会に参加する事が最大のメリットだと思い
ます。社長の仕事は人脈をつくる事です。同業や異業種の方と知合い親
しく話が出来ることは経営者として大いに有意義です。今年も目標達成
の為に熱い思いと信念を以て頑張りましょう。

（第 8組織委員長　川上 雅俊）

第8組織委員長
川上　雅俊

仲間を増やそう

第39次 会員増強運動
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※ 10/25 の街頭広報の各時間はキャンペーン時間

（注）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。

主催団体名 10月25日 11月10日以前 11月13日 11月18日以降
六
団
体

共 同
◦街頭広報
（アリオ西新井～西新井大師）
9：40‐14：30

◦納税表彰祝賀会
（法人会館）
17：30‐18：30

税理士会
◦無料相談
（アリオ西新井2階）
10：30‐14：30

◦10/24‐10/25
足立区消費生活展参加無料相談
（エル・ソフィア）

納 連

◦税金クイズ
（アリオ西新井1階）
13：00‐14：30

◦9/18
中学生の税の作文審査会
◦9/1‐9/30
秋の支部別勉強会
◦10/2
署長講演会［5団体共催］（法人会館）

◦11/20
中学生の税の作文表彰式（法人会館）
◦中学生の税の作文展示
（11/24‐11/30）（アリオ西新井2階）
◦12/15
中学校長との座談会（法人会館）

青 申 会

◦税金クイズ
（アリオ西新井1階）
13：00‐14：30

◦10/2
署長講演会［5団体共催］（法人会館）
◦10/4‐10/6
女性部・視察研修会
（熊本東青色申告会ほか）
◦10/7‐10/30
秋の地区別勉強会

法 人 会

◦西新井大師コンサート
（西新井大師）
9：40‐11：00

◦10/2
署長講演会［5団体共催］（法人会館）
◦10/10‐10/11
あだち区民まつり参加
（荒川河川敷）

◦税に関する絵はがき展示
（11/24‐11/30）（アリオ西新井2階）
◦11/18
絵はがきコンクール表彰式（足立区役所）
◦11/25
講演会（池田清彦氏）（法人会館）

間 税 会

◦西新井大師コンサート
（西新井大師）
9：40‐11：00

◦10/1‐10/30
秋の支部別勉強会
◦10/2
署長講演会［5団体共催］（法人会館）
◦10/10‐10/11
あだち区民まつり参加（荒川河川敷）
◦10/26
秋の標語表彰式（エル・ソフィア）
◦10/29‐11/30
横断幕提出（西新井歩道橋）

◦税の標語展示
（11/24‐11/30）
（アリオ西新井2階）

酒販組合
◦きき酒会
（西新井大師参道広場）
10：30‐12：30

◦10/2
署長講演会［5団体共催］
（法人会館）

税 務 署
◦街頭広報
（アリオ西新井～西新井大師）
9：40‐14：30

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

◦納税表彰式
（法人会館）
16：00‐17：00

開催日 開催時間 説明会会場 対象地域（注）

11月18日（水）

用 紙 配 布
説 明 会

  9時30分～10時00分
10時00分～12時30分

西新井法人会館ホール 梅島・梅田・興野・栗原・島根・関原

用 紙 配 布
説 明 会

13時00分～13時30分
13時30分～16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（木）

用 紙 配 布
説 明 会

  9時30分～10時00分
10時00分～12時30分

同上 加賀・江北・皿沼・鹿浜・新田・椿・堀之内・谷在家

用 紙 配 布
説 明 会

13時00分～13時30分
13時30分～16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

平成27年分  年末調整等説明会の開催のお知らせ

平成27年度「税を考える週間（11月11日～17日）」行事予定
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演題：「トッカンの仕事と訴訟」と「広島」を少し
  講師：西新井税務署長　齋藤博義 殿

　今年は 5団体合同での開催です。
　会場は多くの聴講者で埋まり、司会進行の都築組織
担当副会長よりお礼のお言葉が皆様方に、また鈴島会
長挨拶におかれましても、10 月 1 日から始まりまし
た会員増強活動、目標 79％達成に向けて多大なご尽
力とご協力をお願いしますとあり激励も頂きました。
　さて齋藤署長手作りの資料解説図表がパネルに貼ら
れ、いよいよ講演です。
　演題は「トッカンの仕事と訴訟」。最初に国税の組
織についてパネルで示され、「トッカン」は、国税局の
調査・査察・徴収の各部と、税務署に置かれた特別国
税調査（査察・徴収）官であるとの話がありました。
　特別国税徴収官は徴収の仕事をする職員のことで、
TVドラマで女優の井上真央さんが滞納者の事務所な
どに立ち入って「捜索」する、あの「トッカン」です。
　訴訟は税務署の処分に異議申し立ての決定を受け、
審判所での審査請求、その裁決から 6ヶ月以内に、裁
判所での訴訟ができる。判決までには長く時間がかか
りそうです。

　そして国税の滞納残高は、ピーク時の平成 10 年に
は 2兆 8千億円でしたが、現在は 1.1 兆円に減ってき
ているそうです。一方で消費税の滞納残高のウエイト
は高まっているとのことでした。
　次に広島とその周辺のことについて話が移りました。
　庄原では単身赴任の身軽さもあって休日のたびに観
光地を訪ねたそうです。
　12 世紀中頃、平清盛が今の形にした宮島の厳島神
社は、平成 8年に世界文化遺産に登録されたこと、
「神様が住みたもう場所」として仏様を置けずお墓が
ないこと。
　出雲大社の祭神は「大国主命」で、60 年に一度の
遷宮が単身赴任の時に行われたが修復された現在の本
殿は江戸時代（1744 年）に建てられたものであるこ
と、等々。
　歴史から地域産業、地域文化に至るまで幅広くお話
をいただきました。
　アッという間の 1時間。有難うございました。
� （広報委員会　委員長　小川 節子）

講演中の齋藤署長 挨拶する鈴島会長
（西新井法人会）

司会を担当した都築副会長
（組織担当）

説明図も齋藤署長自ら作成されました

署長講演会
日時：平成27年10月2日（金）
会場：西新井法人会館

ブロック 支部役員合同研修会
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　支部役員研修会が組織委員会の主催で、9月 7日
（月）午後 5時 30 分より、西新井法人会館 2階ホール
で開催された。
　川上第 8組織委員長の司会で進行。齊藤第 5組織委
員長の開会の辞のあと、組織担当の都築副会長のあい
さつ。13 名の新任のブロック長支部長の誕生もあり、
その役割をもう一度理解した上で、活性化につとめて
いきたい。また 10 月 1 日より 11 月 30 日まで会員増
強運動では、支部役員同士がお互いに交流を図り、加
入率、79％の目標に向って、がんばっていきたいと期
待を寄せた。続いて、吉村法人課税第一統括官は、日
頃の税務行政への多大なご協力に対し、感謝し、増強
運動へがんばってほしいと激励。
　早野徴収第一部門統括官は消費税の税率が上がった
後、消費税の滞納割合が大きくなっている現状を報
告。社会保障の財源となっている消費税なので、期限
内納付にご協力をと呼びかけた。また、「マイナンバ
ー制度について」と題し、福永審理上席が研修。平成
27 年 10 月より通知。28 年 1 月より利用開始となるマ
イナンバー制度。税と社会保障などに使われる。事業
者が注意すべき 4つのポイントについて、説明。①取
得②利用、提供③保管・廃棄④安全管理措置などにつ
いて、わかりやすく説明。個人情報の漏えい対策とし
てより厳重に、より慎重に取り扱いの注意が必要とし
て、具体的な遵守事項をあげ、マイナンバー制度に対
する注意事項を説明し講演を終えた。
　続いて、本題の「支部役員の任務と増強運動」につ
いて、堀口前会長が講演。「役員の任務」（理解と協力
のために）との資料をもとに、法人会の組織運営、組
織と職務、役員の任務、特にブロック長と支部長・副
支部長の任務と支部運営について、明確に任務を理解
し互いに連繋をとりながら、支部の円滑な運営を図っ

てほしいと要望。また、未加入法人に対して、常に入
会勧奨を心がけていきたい。そして、法人会とは、
「よき経営者の集まり」であり、地域・社会に貢献し
ながら、多くの会員相互の交流を通して、人間として
の成長を図ってきたとの自らの体験をとおし、法人会
活動への参加の意義は大きいと指摘。規約をもう一度
よく読んで役員の役割を見直していただいて、「知っ
て行なわざるは、未だ知らざるなり」ということもあ
り、少しでも実行に移していただきたいと要望し、講
演を締めくくった。その後、「模範支部の取り組み紹
介」として第 4ブロック、谷在家・皿沼支部長の松岡
支部長が自らの支部の活動状況を資料にもとづいて活
動報告。
　毎月の支部役員会で、協議事項を協議し、会員動
向・各委員会報告など情報を会員で共有し、「和気
藹々を地でいく支部」をモットーにコミュニケーショ
ンを密にして支部活動を進めていると事細かく報告発
表していただいた。参加者から大変に参考になったと
喜びの声が多く上がった。青木第 4組織委員長の閉会
の辞で支部役員研修会を終えた。
　第 2部の懇親会では、茂木第 6組織委員長の司会で
進行。川上第 8組織委員長の開会のことばで始まり、
星野第 2組織委員長の乾杯の発声で歓談に入り、ブロ
ック・支部を越えて、交流し、有意義な役員研修・懇
親会となった。小金井第 1組織委員長の中締めで、閉
会となった。

（第 5組織委員長　齊藤 実）

ブロック  支部役員合同研修会
日時：平成27年9月7日（月）
会場：西新井法人会館

講演中の堀口前会長講演中の福永法人審理上席官
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加賀・鹿浜、谷在家・皿沼、鹿浜、堀之内・椿・江北の4支部
第4ブロック合同出陣式

日時：平成27年10月1日（木）
会場：鹿浜いきいき館会議室第4ブロック

　10 月 1 日（木）午後 6時より鹿浜いきいき館会議
室において第 4ブロック（ブロック長　青木正勝氏）
では、加賀・鹿浜支部（支部長　橋本雅克氏）、谷在
家・皿沼支部（支部長　松岡隆司氏）、鹿浜支部（支
部長　野辺愼一氏）、堀之内・椿・江北支部（支部長
　井上治男氏）の 4支部合同の研修会ならびに会員増
強出陣式を開催しました。4支部の会員はじめ協力会
社の参加も得、約 40 名の出席となりました。
　第 1部の研修会では、西新井税務署から吉村浩次郎
法人課税第一統括官、福永亮法人審理上席官にご出席
をいただきました。
　司会は橋本支部長。まず、青木ブロック長が「第 4
ブロック長として、皆様とともに会員増強に全力をあ
げたい」と力強くごあいさつされました。続いて、西
新井法人会の都築徹藏副会長が増強について詳しく説
明され、「脱会する会員にもう一声かけて思い止まら
せ、さらに新設会社も入れて日本一の会員入会率を保
持しよう」とハッパをかけました。
　吉村統括官も「西新井に赴任して皆様の熱意に感動
した。これからの増強もぜひがんばっていただきた

い」旨のあいさつがありました。
　また、福永上席官はマイナンバー導入についての研
修会の講師として登壇されました。
　この 10 月よりマイナンバーが一人ひとりに送られ
てくること、そのメリット、また事業者は従業員のマ
イナンバーを取り扱う際の注意事項など事細かに説明
されました。
　第 2部は合同出陣式。井上支部長が開会のあいさつ
をされ、野辺支部長が会員増強「がんばろう」と乾杯
しました。そのあと、協力会社の紹介があり、大同生
命、メットライフ生命、リステージ、アイワコピー、
とうきょう共済などが指名され一言ずつごあいさつさ
れました。
　お酒も入り、4支部会員同士は、わが支部ではこの
ような増強方法をしているが、他支部はどうかなどと
話もはずみました。宴たけなわのところで松岡支部長
が中締め。「各支部が目標率を達成し来年は笑って会
えるようがんばろう」といった内容のあいさつをされ
閉会となりました。

（鹿浜支部　支部長　野辺 愼一）

ブロック・支部・部会／研修会
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　第 7ブロック（梅島、梅田第一、梅田第二）では平
成 27 年 10 月 3 日（土）、3支部合同で役員合同税務
研修及び会員交流会を行った。
　午後 8時にショッピングプラザ　カリブ前に全員集
合し、常磐道にて国営ひたち海浜公園に向かった。車
中にて「地球温暖化問題」についてDVD放映がなさ
れ研修を行った。国営ひたち海浜公園では、10 月中
旬ごろまで、赤く染まるコキアの群生する丘を、山の
頂上を目指した。

　次に那珂湊で海産物の買い物を行った。大洗パーク
ホテルで豪華な松花堂弁当で食事を行い、しばらくの
間、会員間での懇親を深めた。次に鉾田市に向かいメ
ロン畑の温室でメロンを自分で刈り取りお土産とし
た。メロン畑の販売店で大きなメロンの半玉を試食し
た。とてもジューシーで皆様には好評を博した。

（梅田第一支部　永田 一雄）

赤いコキアも緑のメロンも素敵 日時：平成27年10月3日（土）
会場：国営ひたち海浜公園第7ブロック

国営ひたち海浜公園にて記念撮影

国営ひたち海浜公園　コキアが群生する丘

大きなメロン 1個土産付

安江委員長もニッコリ

ブロック・支部・部会／研修会
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　舎人支部の今回の日帰り研修旅行は、東京の台所と
言われる築地市場。
　秋雨が続く中、久しぶりの好天に恵まれ、一行 35
人で築地に向かいました。
　外を眺めていたら、朝日新聞社。あっという間に築
地到着。
　さっそく、3班に分かれて案内人の方に説明を受け
ました。卵焼き、練り物、海苔とお土産を頂き、その

後、すしざんまいにてお寿司を頂き、満腹の中、深川
資料館へ。そこで元横綱大鵬の実物大の姿に、「わぁ
ー大きい」と感激し、最後の訪問地、浅草仲見世へ到
着、中には初めて浅草を訪れた人もおり、久しぶりの
散策を満喫しました。
　その後、定刻通り舎人到着となりました。みなさ
ん、お疲れ様でした。

（舎人支部　広報委員　大澤 守彦）

　平成 27 年 9 月 5 日（土）、総勢 42 名で午後 2時に
入谷を出発。
　横矢支部長の挨拶、添乗員の方より本日の行程の説
明があり、首都高、関越道を経由し最初の目的地の川
越大師喜多院まで 1時間余りで到着。初めに集合写真
を撮り 30 分程の見学です。

　境内はとても広く、多くの重要文化財があり客殿に
は、徳川家光誕生の間、春日局化粧の間など、豪華な
造りの広間や、庭園も素晴らしく秋の紅葉の時期は、
ことのほか美しいそうです。…秋にもう一度来たいで
すね…。
　次に、15 分で一番街商店街に到着しました。レト
ロな街並み重厚な瓦葺きの建物、老舗のお店やおしゃ
れなお店などいっぱいあり、見ているだけでも十分楽
しめることが出来、多くの参加者の方がここでお土産
を購入していました。…お芋かな？美味しそう…。
　そして次は、みんなが楽しみにしていた「さつま芋
会席料理」です。料理のほとんどにさつま芋が入って
いるとのこと、女性の方は勿論、男性陣も満足の様子
でした。
　午後８時 30 分、入谷に無事に到着、解散となりま
した。

（入谷支部　広報委員　福田 義和）

川越大師喜多院にて集合写真を撮りました

食べて歩いて… 日時：平成27年9月5日（土）
会場：築地・深川・浅草舎人支部

小江戸川越を満喫 日時：平成27年9月5日（土）
会場：埼玉県川越市入谷支部
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　第 39 次会員増強運動が 10 月 1 日より開始いたしま
した。今回は当ブロックの 2支部についてご紹介した
いと思います。
　10 月 7 日（水）、午後 6時より福寿院講堂にて伊興
第一支部の会員増強運動出陣式が行われました。出席
者 12 名。信川支部長より各人へ未加入法人名簿、申
込書が手渡され、1時間議論し、本年度の取り組み方
について意見交換いたしました。加入目標 10 社で大
変厳しい状況ですが、初心に戻って横の連絡を密にし
て、とにかく目標達成すべく一致協力していくことを
確認し、懇親会へ。初の女性支部長誕生のパワーを感
じる、近年にない程の充実した出陣式だったと思いま
す。
　10 月 15 日（木）、午後 6時より、さらしな会議室

にて古千谷伊興支部の会員増強運動出陣式が行われま
した。私個人として他支部の役員会に出席することが
初めてなので、とても興味津々でした。まず各委員長
からの委員会報告があり、その後、奥泉支部長より会
員増強運動の取り組みについて詳細な説明がありまし
た。未加入法人 71 社を地域ごとに 4班に分け、各班
にリーダーを設け、リーダーの基で各班が個別に未加
入法人を最低でも 2回は訪問するとのこと。そして各
リーダーは支部長と連絡を密にして、目標の 15 社に
向けて頑張ろうとの心強い発言がありました。
　機会があれば今回紹介できなかった 2支部について
のお話もしてみたいと思います。第 2ブロック（4支
部）は、とても結束力のある良いブロックです。

（第 2組織委員長　星野 賢治）

　5月 27 日に当支部役員であります（株）ユニコム�
代表取締役�神保真一さんが彰子さんとご結婚されま
した。神保さんは青年部会より西新井法人会でご活躍
されており大変嬉しいご報告でありました。
　当支部では 9月 11 日にささやかながら披露宴を開
催いたしました。
　お祝いの席には仲介人であります吉成安男さんを含
めまして、お忙しい中 14 人の方々がご参加されまし
た。吉成さんは、以前当支部でご活躍されていた方で
す。吉成さんのお言葉ではこの様な席が催されたのは
法人会での長いご活動の中でも初めてのことだとおっ
しゃられていました。これも神保さんのこれまでのご
活躍とお人柄、そして支部の皆さんの日ごろの活動が
あってのことだと思います。
　この様なお祝いの席では日常生活で忘れがちになっ
てしまう、人と人との繋がりの大事さ、今の自分や会
社があるのは、支えてくれていた人たちのおかげであ

るのだということをこれまで以上に感じました。
　最後に、神保ご夫妻、西新井法人会の会員の皆様の
末永いお幸せとご活躍を心よりお祈りいたして支部の
近況報告とさせていただきます。

（伊興第二支部　広報委員　荒井 秀樹）

会員増強運動始まる古千谷伊興支部・伊興第一支部

心よりお祈りして　伊興第二支部

ブロック・支部・部会／研修会
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　10 月 16 日（金）午後 6時 30 分より定例の役員会
を開催しました。10 月 1 日からスタートした会員増
強運動の出陣式は 10 月 1 日（木）第 4ブロック、加
賀・鹿浜、谷在家・皿沼、鹿浜、堀之内・椿・江北の
4支部合同で行いましたので、会員増強に関しては今
回の役員会は目標達成への再確認となりました。
　井上支部長からは「会員増強がスタートしました。
支部目標達成に向け、役員一体となって頑張る」と挨
拶がありました。青木第 4ブロック長からは「増強運
動がスタートしました。第 4ブロックで目標達成した
い」とお話をいただきました。
　都築副会長の挨拶では「支部役員へ日頃の支部活動

のお礼と会員増強に対して非常に厳しい環境だが役員全
体で目標達成してほしい」と激励の言葉がありました。
　小泉前副会長からは「役員のみなさんの体調管理と
支部活動への協力のお礼」の話がありました。
　つぎに 9月 19 日（土）～10 月 16 日（金）に開催さ
れた各委員会報告がありました。
　最後に日帰り研修旅行で 11 月 8 日（日）に山梨県
のワイナリー、リニア見学コースへ行きますが、その
参加の確認をしました。
　辻内厚生副委員長の乾杯で懇親会も和やかに過ぎ、
大原社会貢献委員の中締を行い、会は終了しました。

（堀之内 ･椿 ･江北支部　支部長　井上 治男）

　朝から快晴の 9月 5日、谷在家・皿沼支部による、
本日は日帰り税務研修旅行です。
　千葉館山　潮見温泉の旅に 32 名が集いました。
　8時出発、首都高速を通り、東京アクアライン海ほ
たるへと向かいます。
　本日は、都築副会長、青木第 4ブロック長にも御参
加頂き、車中松岡支部長より御挨拶を頂きました。
　都築副会長には、10 月から始まる増強運動の御話
しを頂き、「数は力なり」との力強い御言葉を頂きま
したので、10 月からの増強運動、是非皆様でがんば
って参りましょう。
　途中事故渋滞があり、心配しましたが、海ほたるへ
到着です。展望台に上がると、本日快晴の為、遠くま

で景色が見渡せて、とても気持ちよく海風が吹き抜け
ていきます。空が高く感じ、秋の気配を感じる事がで
きました。
　次の目的地までの間に、ビデオ研修会を行い、渋滞
もなく無事に潮見温泉に到着です。笑顔の中、記念撮
影を行い、昼食と入浴をここで戴きました。美味しい
お料理が、食べても、食べても後から出てきて、食べ
て、飲んで、お話してと、大いに盛り上がりお風呂に
入る時間が少し足りない様にお見受けする程で、あっ
という間の 3時間でした。
　海風に吹かれながら、午後からは、富津道楽園に
て、野菜の詰め放題を行いました。皆さんはりきって
参加頂き、袋からはみでた野菜のオブジェをお持ち帰
りとなりました。その後、富津館山道を抜け、小泉酒
造により、少しお顔が赤いかたを、多くお見かけ致し
ましたが、車中益々カラオケで盛り上がり、ビンゴゲ
ームをしながら、無事谷在家・皿沼に到着致しました。
　今回も皆様とも親交を図る事が出来、とても有意義
な研修旅行でした。来年も多くの会員の皆様の御参加
をお待ち申し上げております。

（谷在家・皿沼支部　広報委員　久保 和代）

食べてうれし眺めて楽し 日時：平成27年9月5日（土）
会場：千葉県館山市谷在家・皿沼支部

わが支部の活動 日時：平成27年10月16日（金）
場所：マーガレット会議室堀之内・椿・江北支部
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ブロック・支部・部会／研修会

　恒例となりました屋形船！　今年で連続 4年目とな
りました。まずは、各支部で集合して出発。バスの中

では、ビデオでの税務研修をいたしました。渋滞にも
あわず予定より早く着きそうなので時間調整のためレ
インボーブリッジに回ってちょっとドライブをしながら
晴海乗船所に到着。合計 69名が船に乗り込みました。
　今年はブロック長、各支部長も変わり新たに盛り上
げていこうと、意気込みが感じられました。参加の会
員の方たちも、新しい顔ぶれが増えまして一層賑やか
な交流会になりました。お酒にお料理、そしてカラオ
ケ大会！　途中のお台場の夜景も楽しみながら、あっ
という間の 2時間半が終了しました。役員の方々、お
手伝いをしてくれました方々お疲れさまでした。

（江北支部　広報委員　神林 京子）

　三年に一度の地域の大祭も無事 9月半ばに終わり、
各町会のみこしは各々勇壮で宵宮も沢山の提灯を付け
町内をめぐり、町民一体となって楽しみました。秋の
行事を 1つ 1つ消化して、いよいよ西新井法人会、新
会員加入の増強に欠塚支部長のもと動き出しておりま
す。
　法人会活動についてご理解いただけるよう一年間の
スケジュールをお話しして、新しい「仲間づくり」を
めざしていき、もちろん「法人会カード」も大きな魅

力を持っています。一泊研修、数回行われる講演会、
税務署の署長、副署長の滅多に聞けない話、貴重で
す。
　役員会で加入率の数字は支部長が話され、プレッシ
ャーはありますが、国勢調査で地域の事が以前より明
らかになった今年の私、可能性の感じられる事業所を
訪問して一社でも関原支部への加入をいただき、次代
へつながるように、がんばっていきます。
　インターフォン越しでの応対であった数年間、加入
不可との答えの会社にも再びアタックしていこうと思
います。
　少しずつ紅葉の始まった木々をながめつつ自転車に
乗り地域をめぐって、これからの活動の力となってい
ただける方の発掘にちょっとした情報も大事に訪問し
ていく事に致します。

（関原支部　広報部員　浅井 寛子）

新役員さん共々志気昂く 日時：平成27年9月4日（金）
会場：都内屋形船江北支部・扇支部

関原支部のいま……関原支部

信頼で結ばれる仲間たちとともに
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　興野支部では恒例となりました、日帰り研修を群馬
県伊香保温泉に企画しました。好天に恵まれて途中ぶ
どう狩りを楽しんだり、カリカリ梅の工場見学をし
て、ホテルにて会員相互の親睦を目的とした豪華な食
事宴会を致しました。誠に皆様一同楽しい笑顔で会話

が進んでいました。
　入浴後ワイン工場に寄る予定を変更して帰路に着き
ましたが、一日の短さが感じられ会員の結束が得られ
ました。
　また来年も小さな支部なので更なる団結を祈願致し
ます。

（興野支部　支部長　内田 喜一）

乾杯で団結！ 日時：平成27年8月30日（日）
会場：群馬県伊香保温泉興野支部

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　9月 13 日新田支部の親睦を目的に栃木県鬼怒川温
泉に行ってきました。
　関東、東北豪雨の直後の日曜日と言う事もあり催行
が危ぶまれましたが、当日は天候にも恵まれ朝 8時参
加者 42 名で出発しました。
　バスの中で安藤支部長の挨拶後、DVDによる税務
研修会を行い、その後はビンゴ大会で盛り上がってい

るうちに日光へ入りました。
　日光ゆば製造工場の直営販売所で買い物の後、鬼怒
川温泉へ。
　当初予定されていたロープウェイは中止になりまし
たが、その分時間に余裕を持って、今回のメインであ
る、あさやホテルに到着しました。
　宴会での美味しい料理に満足し、温泉に入られる
方、カラオケを楽しまれる方楽しい一時でした。
　帰路は、はごろも園でのぶどう狩り、道の駅での買
い物を楽しみ栃木県を後にしました。
　帰りの車内で 2回目のビンゴ大会を楽しみ、最後に
川上第 8ブロック長の挨拶を頂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
くなったことを実感した一日でした。

（新田支部　広報委員　川又 浩）

親睦の和も強く 日時：平成27年9月13日（日）
会場：栃木県鬼怒川温泉新田支部
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ブロック・支部・部会／研修会

　去る 9月 6日（日）、宮城支部、小台支部両支部合
同による日帰り研修旅行が開催されました。鈴木副会
長、川上第 8ブロック長にも参加して頂き、総勢 32
名で午前 8時、城北信用金庫宮城支店を出発、一路最
初の目的地である恵林寺にバスにて向かいました。車
中、環境問題のビデオを見ながら、10 時半ごろ到着。
恵林寺は武田信玄公の菩提寺であり、寺院の中は戦国
時代を覗わせる凛とした趣がありました。40 分位見
学の後、昼食場所であるホテルふじに移動。こちらで
は地場食材を使ったお膳を堪能しつつ、ホテルの温泉

にも浸かる事ができました。その後、最後のイベント
先である浅間園に出かけ、ぶどう狩りを楽しみまし
た。あいにくの天気でしたが、巨峰の甘さに雨がぜん
ぜん気に為りませんでした。家族へのお土産も買うこ
とができ、帰りは多少渋滞に巻き込まれましたが、午
後 7時ごろ無事に帰ってきました。最後にこの研修旅
行を仕切っていただいた小台の北條支部長、本当に有
難うございました。感謝です。

（宮城支部　広報委員　坂田 和夫）

雨ニモ負ケズ、巨峰も甘く 日時：平成27年9月6日（日）
会場：山梨県石和温泉宮城支部・小台支部
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　今年は、委員長と担当副会長が変わりまして、司会
を市川委員長そして、小倉副会長の挨拶で始まりまし
た。今年度は、「マイナンバー制度と税について」と
題し、西新井税務署　福永亮法人審理上席官に講師を
していただきました。新しい制度が始まるということ
で、ホールがたくさんの参加の方で、いっぱいになり
ました。まず、今後の内容についてポイントは、下記
のように説明をしていただきました。

《申請・交付スケジュール》

平成27年 10月～　マイナンバーの付番
平�成 27年 10月～12月　マイナンバーの通知ととも
に「個人番号カード申請書」を全国民に郵送
平�成 28年 1月～�（交付申請をした場合）各市町村か
ら、交付準備ができた旨の通知書を送付。市町村窓
口へ来庁頂き本人確認の上、交付。

　マイナンバーは、社会保障、税、災害対策分野の中
で法律に定められた行政手続きに使います。一度聞い
ただけでは、全部は、把握できませんが、もっと詳し
く知りたい方は、内閣官房のホームページで検索でき
ます。または、マイナンバーのコールセンター「0570-
20-0178」全国共通ナビダイヤル平日 9：30～17：30
（土日祝・年末年始を除く）をご利用ください。
　マイナンバーは、一生使うものなので大切にしてく
ださい。短い時間の中 40 ページの中の資料をポイン
トで、説明していただきました。
　これからも、マイナンバーについては、法人会のな
かでも取り上げられていきますので、ぜひ、足を運ん
でみては、如何でしょうか。

（税制委員会　副委員長　神林 京子）

税制講演会 日時：平成27年9月16日（水）
会場：西新井法人会館

講演中の
福永法人審理上席官

挨拶する小倉副会長
（税制担当）

司会を担当した
市川委員長

演題「マイナンバー制度と税について」
講師　西新井税務署 法人審理上席官　福永 亮 殿

　



● 会 員 向 け サ ー ビ ス 事 業 の ご 案 内 ●
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　当委員会は、会員メリット向上を第一にサービス事
業「簡易保険団体取扱い」「自動車共済保険」「複写機
導入」「生命保険団体取扱い」「会館レンタルホール」
「法人会企業紹介カードサイト」等会員メリットを最

重視且つ効果的な事業展開中です。又会員の皆様にお
得感を持ちご利用頂きたく法人会組織力を持って全力
で取り組みます。更に会員の皆様と接するサービス事
業推進会社各位には、日頃より積極的に大きな役割を
担って頂いて有り難うございます。
　只今展開中『法人会企業紹介カード』ご活用と促進
は、会員の皆様より「サービス提供加盟店」にご参加
を頂きたくお力添えを宜しくお願い致します。

　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新たに複合機導入サービスを行っ
ております。（株）アイワコピーは（株）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
（株）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。新たな
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　金子 俊二）

サービス事業委員会�委員長

金子 俊二

サービス事業委員会

会員増強並びに
収益事業推進会議

日時：平成27年8月10日（月）
会場：西新井法人会館

田中 健一

穐本 史郎

西玉 靖

小林 聖悟

坂田 陽光

守屋 圭祐

●リステージ株式会社●

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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松岡 隆司

矢野 嘉信

廣川 雅信

宮脇 寛和

宮田 健

池田 孝広

●株式会社 アイワコピー●



社会貢献委員会
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。

▼未使用タオル

▲平成28年（2016）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

会員企業
〔回　収〕

足立区
社会福祉施設

法人会
〔取りまとめ〕

社会貢献委員会
委員長

木本 髙一朗
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 2月27日（土）開催予定平成
28年
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 2月27日（土）開催予定平成
28年
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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㈹
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　みなさんは、個人でゴルフ会員権はお持ちでしょう
か？　バブルの頃はゴルフ会員権が高額で取引されて
いましたが、今やその価格も暴落してしまったかと思
います。
　そのゴルフ会員権を購入時よりも安く売却し譲渡損
が発生した場合、他の所得（給与所得や事業所得）と
合算する損益通算により「所得税、住民税の還付」が
受けられます。
　通常、株式や不動産を譲渡して評価損（損失）が出
た場合は、株式なら株式、不動産なら不動産の譲渡益
としてしか通算ができませんが、ゴルフ会員権の場合
は他の所得（給与所得・不動産所得・事業所得・山林
所得・総合課税譲渡所得）との損益通算が可能です
（損失金額が所得金額を上回った場合には翌年以降へ
その損失を繰越することはできません）。
　ただし、以下の場合は損益通算ができませんのでご
注意ください！
①【預託金の返還による損失】
　⇒ 預託金の返還は、貸付債権の回収行為のため、ゴ

ルフ会員権を譲渡したことにはならず、他の所得
と損益通算できません。

②【預託金切捨てによる損失】
　⇒ 民事再生法、会社更生法等の再建型処理におい

て、預託金の一部が切り捨てられ、優先的施設利
用権が保証される場合は、家事上の損失となり資
産の譲渡には該当しません。

③【ゴルフクラブの破産宣告後の会員権の譲渡】
　⇒ ゴルフ会員権は、破産宣告と同時に金銭債権であ

る配当請求権に転換することとなりますので、破
産宣告後、ゴルフ会員権を譲渡して損失が生じた
場合は、譲渡による損失には該当しませんので、
他の所得と損益通算はできません。

④【ゴルフ場施設の競売後の会員権の譲渡】
　⇒ 競売が行われれば、ゴルフ場経営会社はゴルフ場

施設を会員に提供できないことから、会員とゴル
フ場経営会社との契約は解除されたとみなされ会
員は預託金返還請求権のみを有することとなりま
す。このため、競売後のゴルフ会員権の譲渡は金
銭債権の譲渡となり、譲渡による損失の金額は、
損益通算とはなりません。

　なお、平成 22 年現在ではゴルフ会員権は他の所得
との損益通算が認められていますが、今後政府の方針
により、ゴルフ会員権の損益通算が認められなくなる
可能性がありますので、ご注意ください。

ゴ ル フ 会 員 権 を め ぐ る 税 務
 東京税理士会 西新井支部
 税理士●清水 俊宏

東 京 税 理 士 会

　9月 11 日（金）今年も恒例の源泉部会「日帰り研
修会」がありました。前日まで続いていた雨が心配さ
れましたが、当日は良い天気になり、初参加の人も含
め 25 名で山梨県甲府方面へ向かいました。
　バスが出発して間もなく車内研修として、税金クイ
ズがありました。色々な税金を知る事ができてとても
勉強になりました。次に“笹一酒造（株）”にて酒造
工場の見学のあと、日本酒や梅酒、ワインの試飲があ
りました。その後、甲府湯村温泉にある（天皇陛下も
宿泊するという）“常磐ホテル”では大変おいしい食
事をいただき、ゆっくり温泉につかり、ホテル内や庭

園を散策しました。
　午後からは、信玄餅で有名な“桔梗屋本社”で工場
見学です。一つずつ手作業で個包装している所を見て
驚きました。最後に“つけものセンター昇谷”に寄
り、キムチに入っているたくさんの香辛料を見学して
きました。
　今回の「日帰り研修会」、愉快なガイドさんと源泉
部会のみなさんと一緒に和やかで楽しい時間を過ごし
ました。一日があっという間に過ぎてしまい、お土産
の袋もいつの間にか、たくさん増えていました。

（源泉部会　幹事　仲田 志津子）

日帰り研修会

源泉部会

日時：平成27年9月11日（金）
会場：山梨県甲府市
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源 泉 部 会 入 会 の ご 案 内

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４０期目（会員数６９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

～ 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？ ～

データ名

画像データ

源泉部会研修会の風景

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けますよう、お待ち申し上げております。

２枠広告

ワールド自興㈱ 様

平成２７年度の研修会予定〔実施済含む〕

６月 源泉徴収のポイントⅠ
１０月 源泉徴収のポイントⅡ

１月 税務研修会

９月 日帰り税務研修会
１１月 年末調整のしかた
２月 源泉徴収のポイントⅢ

■
■

一般社団法人西新井法人会の会員であること入会資格
年会費 １２,０００円

■入会メリット
（１）

な資料を配付しております
研修会は年間予定表に従って開催し、毎回有意義

（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

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

天地 ５０ｍｍ
×

左右 １７５ｍｍ

「平成２７年度_源泉部会研修会

0３０.jpg」

源 泉 部 会 入 会 の ご 案 内

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４０期目（会員数６９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

～ 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？ ～

データ名

画像データ

源泉部会研修会の風景

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けますよう、お待ち申し上げております。

２枠広告

ワールド自興㈱ 様

平成２７年度の研修会予定〔実施済含む〕

６月 源泉徴収のポイントⅠ
１０月 源泉徴収のポイントⅡ

１月 税務研修会

９月 日帰り税務研修会
１１月 年末調整のしかた
２月 源泉徴収のポイントⅢ

■
■

一般社団法人西新井法人会の会員であること入会資格
年会費 １２,０００円

■入会メリット
（１）

な資料を配付しております
研修会は年間予定表に従って開催し、毎回有意義

（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

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

天地 ５０ｍｍ
×

左右 １７５ｍｍ

「平成２７年度_源泉部会研修会

0３０.jpg」
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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
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貴社におかれましても、ぜひ当源泉部会にご加入いただけますよう、お待ち申し上げております。

２枠広告
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６月 源泉徴収のポイントⅠ
１０月 源泉徴収のポイントⅡ

１月 税務研修会

９月 日帰り税務研修会
１１月 年末調整のしかた
２月 源泉徴収のポイントⅢ

■
■

一般社団法人西新井法人会の会員であること入会資格
年会費 １２,０００円

■入会メリット
（１）

な資料を配付しております
研修会は年間予定表に従って開催し、毎回有意義

（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

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

天地 ５０ｍｍ
×
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　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 40 期目（会員数 68 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
ただけますよう、お待ち申し上げております。

源泉部会研修会の風景
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挨拶する
塚田副会長

挨拶する
野口青年部会長

挨拶する
清水女性部会長

司会を担当した
後藤青年副部会長

一　　般
社団法人 西新井法人会 一　　般

社団法人 西新井法人会

　8月 3日、青年部会恒例「家族交流会」を開催致し
ました。本年も昨年同様、天候に左右されない西新井
法人会館での開催となりました。また、毎年多くのご
参加を頂きまして青年部会一同、心より感謝しており
ます。青年部会野口部会長の開会の挨拶の後、青年部
会担当の塚田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。
　「税金クイズ」では多くのお子さんに参加をしても
らい、楽しみながら税金に対する知識が深められた事
と思います。また、恒例の女性部会の皆さんによるフ
ラダンスを披露して頂きました。アンコール曲には、
足立区で主に音楽活動されている浜田伊織さんをお招
きし、ギターの生演奏のもと、大変盛り上がり会場に
いた方やお子さんも舞台に上がり一緒にフラダンスを

踊っていました。
　その後、浜田さんの演奏による歌に始まり、土屋さ
んや浅井さんに歌って頂きました。そして、大人も子
供も楽しみにしていましたビンゴ大会。皆さん、お目
当ての景品は当たったでしょうか？　楽しい時間も押し
迫り、前部会長の渡邉顧問の締めのご挨拶を頂き、閉
会となりました。この家族交流会で皆様から頂いたご
意見や反省点を次回の課題とし、更なる会員相互の懇
親となる様な企画を考えて参りますので、来年も多く
のご参加をお待ちしております！
　最後になりますが、ＯＢ諸兄、女性部会員や青年部
会員の多くの方々より過分なるご協力・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　後藤 昭仁）

家 族 交 流 会

日時：平成27年8月3日（月）
会場：西新井法人会館青年部会
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一　　般
社団法人 西新井法人会 一　　般

社団法人 西新井法人会
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　6月 10 日に渡邉前部会長と秋山前担当副会長の感
謝の集いを青年部会で開催いたしました。早朝から、
太平洋クラブ＆アソシエイツ美野里コースで、ゴルフ
コンペを行いました。
　梅雨前ということで清々しい中、天気にも恵まれ、
総勢 14 名でゴルフを楽しみ、優勝は片野さん、準優
勝は内田さんでした。
　おめでとうございました！
　その後、ゴルフに参加されなかった方も合流し、�
清水屋さんにて親睦会を開きました。
　渡邉前部会長、秋山前副会長との活動の中で、辛か
ったこと、楽しかったことなど貴重な体験談をお聴き
し大いに盛り上がり、大変有意義な時間を過ごすこと
ができました。
　これまでの様々なご功労に敬意を表し、感謝を申し
上げると共に今後のご活躍とご健勝をご祈念申し上げ

ます。私も青年部会の一員として新たな自覚と責任を
認識し、精一杯精進させていただきます。今後共、青
年部会に対しご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上
げます。長い間、本当にお疲れ様でした。

（青年部会　厚生担当副部会長　後藤 昭仁）

感謝の集い 〜卒業記念〜
日時：平成27年6月10日（水）

青年部会
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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

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

（03）5767-1714（直通）
〒143-0016 東京都大田区大森北1-18-18

　今年も「ゆうあいの郷扇」特別養護老人ホームと
「扇町会（北町会）」の共催による納涼祭に参加させて
頂きました。連日異状なほどの猛暑が続いておりまし
た。夕方から施設ホーム横の広場では、やぐらと提灯
が飾られ威勢のいい太鼓が響き盆踊りと屋台で大勢の
人達の活気が伝わり暑さも忘れる程元気な気持になり
ました。近隣の方々元気な子供達、ホーム利用者の皆
様もゆかた姿に車椅子で職員にささえられ集まって、

笑顔で迎えられました。梶顧問のご挨拶の後フラダン
スを楽しく精一杯踊りました。やぐらの上で大石美枝
子さんの素敵な歌声で「夕焼ダンダン」を私達フラチ
ームも会場の皆様共々に二曲を合唱しました。会場も
盛り上がり、来年もよろしくとお声がかかり、私達も
これからも社会貢献で皆様の笑顔にふれあえる様、元
気に精進して行きたいと思っております。

（女性部会　印南 和子）

社会貢献活動
日時：平成27年8月1日

女性部会
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プリザーブドフラワー講習会に参加して
　8月 4日、女性部会主催第 4回目として、法人会
館会議室で 20 名の参加で行なわれました。外は朝
から猛暑でしたが、室内は涼しく、テーブルの上
には、材料一式、エプロン、赤とクリーム色のバ
ラ各 3個、リーフ等が用意されて、参加した私達
はまるでお客様のようです。
　いつも、さわやかな浮須先生、アシスタントの
榎本先生のご指導により、それぞれ、ステキな作
品が出来上がりました。
　プリザーブドフラワーの歴史は、イタリアから
フランスへと渡ってきたそうです。長い期間楽し
める為、プレゼントにも大変喜ばれています。皆
を幸せにしてくれる魔法の花のようです。
　両先生に大変お世話になりまして、心から感謝
申し上げます。清水部会長、法人会の土屋さん他
多くの方々のお陰で、楽しい時間が過ごせました。
最後に、作品を手にして、写真撮影をして頂きま
した。
　本当に有り難うございました。

（女性部会　斉藤 雅子）

　講習会当日は、5日連続の猛暑・熱帯夜という暑い
最中に行われました。
　皆さん会場にいらっしゃるのが大変な日でした。玄
関に飾る事のできるような大きな作品をというご希望
がありましたので、今迄よりは、少し大きな、そして
難しい作業のある作品に挑戦していただきました。
時々水分の補給をしながらの作業でしたが、皆さんと
っても楽しそうでした。また出来上がった時の笑顔が
素敵でした。

（講師　浮須 典子）

プリザーブドフラワー講習会
日時：平成27年8月4日（火）
会場：西新井法人会館

女性部会

浮須先生のお手本
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◇   西新井税務署からのお知らせ   ◇  
  

 「国税庁マイナンバー制度のアンケートを行っております。」などと

マイナンバー制度を語り、個人情報を不正に聞き出そうとする事例

が起きています。  
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◇   西新井税務署からのお知らせ   ◇  
  

 「国税庁マイナンバー制度のアンケートを行っております。」などと

マイナンバー制度を語り、個人情報を不正に聞き出そうとする事例

が起きています。  

 

平成２７年１０月から

マイナンバーが国民のみなさまのもとに！

導入準備は進んでいますか？

マイナンバー導入チェックリスト

ご不明な点は マイナンバーのコールセンター
0570－20－0178 へ

※ ナビダイヤルは通話料がかかります。 ※ 平日9時30分～17時30分 (土日祝日・年末年始を除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、 ０５０－３８１６－９４０５におかけください。

☆ マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の
方々から マイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。

従業員数の少ない事業者では、以下のチェックリストを参考にしてください。 □

＜従業員の皆さんへの確認事項＞

□ マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう（給料や社会保険料
を扱っている人など）。

□ 裏面を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うか
など、基本的なことを知ってもらいましょう。

□ マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と
身元の確認が必要です。

①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが
書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

□ マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管す
るようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。

＜マイナンバーの管理・保管＞

□ 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁
断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入って
いるマイナンバーも削除しましょう。

□ パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最
新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。

※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

＜担当者の明確化と番号の取得＞

□ マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健
康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」）を伝えましょう。

（平成27年5月作成）

✓

表面（案） 裏面（案）

「個人番号カード」 「通知カード」
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－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。	 

　田村幸和氏は、去る平成27年9月10日にご逝去されました。
　田村幸和氏は、平成21年5月に宮城支部副支部長に就任し、 2
期4年に亘って社会貢献委員を担当し、 25年度からはサービス
事業委員を務め、本年度からは宮城支部長に就任し、支部運営
に精力を傾注されておりました。
　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。

〈訃 報〉
一般社団法人西新井法人会
理事（支部長）

田村 幸和 氏
ご逝去　享年 56 歳
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西新井消防 検索 

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

 

古本 創大さん 新宿区在学（平成２７年度東京消防庁防火標語） 

 

 

平成２７年１１月９日（月）から平成２７年１１月１５日（日）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１   調理中は、こんろから離れないようにしましょう。 

２   寝たばこは、絶対にやめましょう。 

３   ストーブの周りに、物を置かないようにしましょう。 

４   家の周りを整理整頓しましょう。 

５   ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かないようにしましょう。 

６   コンセントの掃除を心掛けましょう。 

７   住宅用火災警報器を全ての居室・台所・階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。 

８   寝具類やエプロン・カーテンなどは、防炎品にしましょう。 

９   万が一に備え、消火器を設置し、使い方を覚えましょう。 

１０  ご近所同士で声をかけあい、火の用心に心掛けましょう。 

平成２７年秋の火災予防運動 

火災から尊い命を守りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警
察
だ
よ
り
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だ
よ
り



 東京税理士会　西新井支部

 税理士 ● 西田 由香

マイナンバー制度について

東 京 税 理 士 会

　マイナンバー制度（正しい名称は特定個人情報）が
平成 27 年 10 月 5 日より施行されます。
　個人の番号だから法人は関係ないと思われていまし
たら、お気を付け下さい。法人においてもとても重要
な制度となります。
マイナンバーって何？
　では、マイナンバーとは何でしょうか。
　マイナンバーは住民票を有する全ての方 1人に 1つ
の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効
率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報が
同一人の情報であることを確認するために活用される
ものです。
どんなことに使うの？
　企業においてマイナンバーはどのような場面で使わ
れるでしょうか。下記に主のものを記載しました。
１．��従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票に
記載して税務署や市区町村へ提出します。

２．��企業外部の方に原稿料や顧問料を支払う場合、又
は企業の家賃や地代を支払う場合には法定調書等
に記載し税務署へ提出します。

３．��従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行う
ために記載し、行政機関等に提出します。（平成
29 年 1 月以降）

企業における収集と安全管理対策
　マイナンバーの通知がはじまりましたら、企業は従
業員からマイナンバーを預かり、不正に利用されない
ように保管・利用・破棄に至るまで、厳格な管理が義
務づけられ、適切な安全措置管理を組織として対応す
る必要があります。では、具体的にどのように進めた
らよいのでしょうか。
①�マイナンバーを扱う担当者を決めます。
②�マイナンバーを従業員から収集する際は、利用目的
を伝え、番号の確認と身元の確認をします。
③�マイナンバーが記載された書類は鍵がかかる棚や引
き出しに保管します。
④�ウィルス対策ソフトを最新版にするなどセキュリ
ティ対策を行います。
⑤�退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なく
なったら、確実に廃棄します。
⑥��従業員にマイナンバー制度の周知のための研修や勉
強会を行います。

最後に
　すべての民間企業・団体がマイナンバーを取り扱う
必要があります。
　「知らなかった」ということのないよう、今からで
もご準備いただければと思います。
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11 月 12 月

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

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・風景写真を

表 紙 の こ と ば Vol.233

山の麓の道祖神
　地方に出るとよく見かける風景です。
　山を仰ぎ川に映す、木々の葉、今盛りの紅葉。その
足下に道祖神様。この村の辺りの、また旅人の安全を
見守ってくれているのでしょうか？
　何も考えず色づくその中にソーッとわが身を置いて
みる。
　サワサワ何やらの音が、草か葉のそよぎなのか、は
たまた路傍の神々の声なのか。日常のその音とは確か
に違う。
　山からの香りがメロディーになって下りてくるので
しょうか？
　市村静枝先生の表紙に見惚れていないでチョット出
かけてみたくなりました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

編　集　後　記
秋の日のつるべ落とし

　とても暑かった夏の記憶も薄れ始めた今日この頃で
すが、先日の夕方に、暑さ寒さではない秋を感じる経
験をしました。職場に戻る道すがら、「いつもこの時間
ならば外は明るかったはず！」と気付いたのです。な
かなか明るいうちに職場を出て帰宅することがないも
のですから、私の場合は正にその時に気付いたわけで
す。忙しがっていると身の回りの変化に気付く余裕も
なくなりますが、年に一回くらい「秋の日のつるべ落
とし」を感じる余裕は残しておきたいものです。
　「秋の日はつるべ落とし」とは良く言ったもので、早
くなった日の入りに気付いた時の驚きが、太陽の沈む
速度が上がったように感じたという文学的表現、こう
いう日本の財産を大切にしたいと思います。
　秋の夜長（本当は冬至の頃の方が長い）に読書など
を大いに楽しみたいですね。

（栗原 ･栄町支部�広報委員　岸田 亜矢子）

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

第 233 号� 平成 27 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（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

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 17 日㈭ 14：00〜16：00 法人会館

2 月 2 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㈮ 14：00〜16：00 法人会館

1 月 13 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。

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 内容 場所
5 日㈭ 第 165回定例理事会 法人会館
11日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
11日㈬ 源泉部会 ｢年末調整説明会｣ 法人会館
24日㈫ 広報委員会 法人会館

25日㈬
税を考える週間講演会
（講師）�池田清彦氏
（演題）�がんばらない生き方

法人会館

日付 内容 場所
4 日㈮ 源泉部会役員会 法人会館

『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を
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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━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
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