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2016 年夏、巷では日本解禁となっ
たポケモン GOに熱中する人々、リ
オデジャネイロオリンピックの開催
や、甲子園球場では高校野球も行われ
ました。また毎日のように高温注意報
が発表されて、まさに暑い（熱い）日々
となりました。
【五十知命】　五十にして天命を知る
申し上げるまでもありませんが『50

歳で天から与えられた使命がわかっ
た』あるいは『50歳で自らの天賦・天
命を理解し受け入れられた』などと解
釈される言葉です。確かに 50 歳まで
には生きていく中での大概のことを経
験するものかと思います。
私も 50 歳を目前にして人生初のこ

とをいくつか経験しました。
その一つは父の逝去でした。その節

には法人会関係の皆様には大変なご厚
情を賜りこころより御礼申し上げま
す。葬儀の準備や法要の支度なども貴
重な経験でした。
その頃、妻に病気が見つかり闘病と

なります。その間に娘の受験や子供た
ちの卒業・入学などがありました。妻
の治療も落着いた頃、私は申告期限の
迫る相続のまとめ作業を進めていまし
た。その最中の 7 月末頃、体調がす
ぐれず点滴や投薬で治療しておりまし
たが 8月 2日に下血からの緊急手術。
救急車での搬送や手術・入院も初めて
の体験です。
原因は憩室炎でした。憩室は腸など

で発生する袋のようなもので基本的に
は無害です。加齢に伴い発生が増え、
憩室持ちの 1,000 人に一人ほどが重
症となるようです。私は腹膜炎や腸閉
塞も起こらずに 2週間の入院ですみ
ましたので幸いにも重症中の軽症だっ
たのかもしれません。

ところで私の青年部会への入会は、
父（野口節・第 7代会長）が、当時の
木本青年部会長（現・社会貢献委員長）
との間でいつの間にか決めていたよう
です。
そんな父の話を少しさせていただき

ます。父は昭和 10 年 2月、北海道雨
竜郡沼田町で生まれました。戸籍の出
生地に昭和炭鉱住宅内と記されていま
したから炭鉱の為の街と思われます。
石炭が主なエネルギー資源であった
頃、沼田町には 3つの炭鉱があり、昭
和炭鉱はそのうち最も山奥に位置して
います。留萌鉄道（廃線）の蒸気機関
車が恵比島から昭和の 17.6㎞を走っ
ていました。当時の車両は現存する日
本最古の小型 SL として沼田町に展示
されています。恵比島駅は、NHKの
朝ドラ「すずらん」（1999 年放映）の
ロケで明日萌（あしもい）駅となりま
した。昭和炭鉱は今では日本の廃墟の
一つとして紹介されております。
西新井法人会は異業種の集まりです

が、業種にとらわれずに各組織が作ら
れます。その中で青年部会の会員数は僅
か59名（2016年10月現在）です。青
年部会はよき友人との出会い、様々な
経験を享受し合える絶好の場と信じて
おりますので、皆様には青年部会への
ご入会・ご紹介をお願い申し上げます。
結びに、読了下されましたことへの

感謝を申し上げ筆を置きます。
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一般社団法人西新井法人

会の皆様方には常日頃より

法人会活動に際し格別なる

ご理解とご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

今年の夏は例年にない暑

い日が続きました。異常気

象ともいえる8月に今まで

直撃を受けていない東北地

方に台風10号が上陸し、東日本大震災を受けた地方に

も大変な被害がありました。今年はリオデジャネイロ

のオリンピック、パラリンピックでの日本選手団の活

躍で今までにない最高のメダル数を獲得し、2020年東

京オリンピック、パラリンピックに大きな期待を持つ

ことができました。

さて、当法人会では会の根幹をなす会員増強運動が

10月1日から11月30日まで実施されております。中小

企業を取り巻く環境が厳しい中、組織委員を中心に各支

部役員での会員増強運動を実施しております。

本年度の目標は、昨年同様の加入率79.0％です。前

年度は0.9％及ばず78.1％という結果でしたが、本年

度も同じ79.0％とし全役員の方々には大変な努力をお

願いすることになりました。

9月16日現在、管内の法人数は、会員5,305社、未会

員1,726社、合計7,031社で、転出、休業、解散、退会

など今の社会情勢を反映して減少しており、75.5％の

加入率で目標達成79.0％にするには252社の加入が必要

となります。

6年連続目標に掲げている79.0％に必ず達成できます

ように本部役員はもとより支部役員の方々には大変な苦

労をおかけすることになります。これらの状況を理解し

ていただきまして誠に恐縮ではございますが、ご協力い

ただきたいと思います。79.0％に向けてすでに各支部

部会で9月から増強運動に着手されているとのことで、

大変心強く感じております。

また、法人会では法人会カードを法人会の大きな魅力

の一つとして日々内容の充実化を図っております。是非、

会員増強に活用していただければと思っております。

会員5,000社以上の大規模法人会では16年連続会員

加入率全国1位を保っていることは当会の諸先輩役員の

方々の努力の賜であり本年度もその実績を維持し、更

に気を引き締めて、大きな一歩を進めて参りたいと存

じます。

結びになりますが、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させていただき

ます。

第40次会員増強運動が

10月1日より始まりまし

た。各支部それぞれの特

徴を生かした戦略で取り

組まれている事と思いま

す。以前とは違い近年の

新設法人は把握すること

が難しく様々な人脈を

使っても到達出来ない場

合もあります。「会員増強

運動がなければ……」我が第2ブロックの役員さんから

聞かされる言葉で確かにと思います。しかしこの2ヶ月

間は割り切って、是非前向きにとらえていただければと

思います。

異業種の多くの方々との交流は貴重であり法人会の最

大のメリットと考えております。一歩進んで積極的に行

動していけば未知の世界が拡がるかも知れません。私も

一会員として組織拡大に協力したいと思います。毎年恒

例の増強運動ですが、一部の役員さんに過度の負担がか

かっている状況が続いております。役員さんが共通認

識を持ち相互の連絡を図り補い合って取り組まれるこ

とを望みます。支部によっては地域的な状態が異なり

ますので、各支部が取り組み易い方法を考案して目標

達成に進んで欲しいと願います。第2ブロックは毎回終

盤追い込み型ですが今年はスタートダッシュ型を目指

したいと思います。

第 2 組織委員長
星野 賢治

増強月間を迎える

第40次会員増強運動開始

会　長
鈴島 健
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ご多忙を極める皆様方、本日はご参加下さいまして有

難うございます。

第 1ブロックは 7月発行号で、第 2ブロックは 9月

発行号でご紹介させて頂きましたように、この特集は鈴

島会長からのご提案を受けて、皆様方とその活動を全会

員に向け発信、ご理解頂くことが主旨でありますので、

何卒活発なご意見をお願い申し上げます。

� （広報委員会　委員長　小川 節子）

質問内容
①　　第3ブロック長の総評

②　　各支部の特色or全体像は？

③　　会員増強についての対策は？

④　　皆様の近況や目標は？

高際第３ブロック長
①　支部長より楽かと思ったら、とん

でもない。なにより4支部の成績

を考えると大きな責任を感じま

す。まず成績の目標は8ブロック中、上位3〜 4

番目に入りたいですね。そのためには何より支部

長さん方に頑張って頂きたい。副支部長さん方に

も動いて頂いて、同じ苦労をするなら成果を出し

てもらいたいですね。

④　巻頭コラムの順番を頂いた時は2日間位眠れな

かった。原稿を書くのは難しい。（2016年1月発

行号2頁紙面掲載）今は梅島会や栗原友の会の会

長をしています。ここでも挨拶を交わすことを進

めています。その他にも色々な会に入っています。

皆さんと出会ってコミュニケーションを取りボケ

防止を考えています。十分に働いてきたので、会

社は安心して任せています。

西新井第一支部／ 河野支部長
②　6年前に就任しました。会員数

168社の中、役員7名に副支部長2

名増員しました。年4回役員会を

します。支部長を受けた時に10数名いた役員の

改選をしなかったので、役員の高齢化や会社企業

の世代交代もあり、今ではやむなく少数精鋭で頑

張っています。

③　支部長になりたての頃は増強活動にも積極的に取

り組み、会社訪問インターホンを押したが「今度

はお前か」など2〜 3社に言われたりした時は精

神的にへこみました。この頃ではインターホン越

しに話してくれる会社も少なくなりました。

④　自分は趣味として、小学生・中学生を中心に和太

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

第3ブロック支部紹介 平成28年9月21日（水）
法人会館2階ホール

特集
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鼓の指導をしております。町会、学校、老人ホー

ムのイベント・盆踊り等色々な所から声を掛けて

いただき演奏をしています。

西新井第二支部／ 足立支部長
②　第1ブロック第2ブロックの特集

を読んだが「みんな活動が楽しい」

と言っている、悩みがないのだろうか？　どうし

たら楽しいと思える活動が出来るんですかね？ 7

〜 8年前に支部長任されて、最初は頑張って研修

会も会議もチョクチョクやりました。段々参加者

が少なくなって、今では11名の役員さんだけは

来てくれていますけどね。支部長は増強の責任が

あるので大変だ。

③　未加入10社位ずつ分けて、毎年違う会社を勧誘

するようにしています。未加入カードは電話番号

や業種の記載が無いのが年々増えている。企業主

と会うことさえ難しい。社会現象ですか？新しい会

員さんには講演会や各種イベントに声掛けて一緒

に参加するようにする。仲の良い者同士の参加は

容易いけどね、入会したての人を誘う気遣いが退

会を防ぐことにもなる。増強してもその分退会さ

れては、悪循環を断ち切ることだよね。ゴルフコ

ンペも参加者減ってやめました。

④　地元生まれ地元育ちで築いた信頼を町会長や住区

センターの委員長の役を通して地域の活動を広め

ています。町会として災害対策はあるが、法人会

としてはどうしてるのかな？長いこと俳句（作る、

読む）を楽しんでいます。

栗原栄町支部／ 齋藤支部長
②　支部内のエリアを地図にして説

明、昔からの商店が多く会社が少

ない。未加入カードを基に訪問をしています。年

3〜 4回役員会をしてます。

③　2〜3年前から増強への取り組みは強めているが、

支部長としては仕事との両立でジレンマを抱く、

不徳の致す結果となっている。もう少し動く時間

があれば成果を上げることも出来ると思う。エリ

アを超えて同業者に加入を進めてみてはどうか？

④　自称富山県大使。黒部市出身で帰るとすぐ郷里の

北陸新聞や北日本新聞を読むのを楽しみにしてい

る。最近では60歳以上を対象にした「ジバングク

ラブ」発行の周遊券で、東京から北陸4日間

22,000円を利用して格安な旅を楽しんでいる。皆

さんにも広めて、北陸の旅を楽しんで欲しいです。

島根栗原支部／ 吉田支部長
②　現ブロック長の高際さんから命ぜ

られた支部長です。当初の会員は

170社から今は150社です。私を入れ

て役員は15名、前支部長のままです。今ではその役

員も高齢と体力面で活動に支障があります。新役員の

入れ替えが急務になってます。仕方なく女性に役員を

受けてもらいました（研修委員に妻を入れました）。第

2ブロックで紹介された、西伊興支部川端支部長

の活動方針に似ていて、同じように町会内の活動

を積極的にしています。加入活動中に「何をして

くれるんですか」と聞かれたら、広報誌を読んで

もらうようにしています。研修会参加者が少ない

ので、ここ2年は第3ブロック合同で開催してい

ます。

③　会費について聞かれることがある。1口100円で

10口以上なら1口1,000円では都合悪いのか？こ

の書き方の理由を教えて欲しい。未加入カードで

訪ねて行っても80％以上が商売をしている気配

がない、会えない、電話もない、カードに不信感

を持ってしまう。

④　今は地域部長を受けています。尺八、日舞は20年

続けて名取を修得し、クラシック音楽なども楽し

んでいます。檀家の総代をさせられ、毎月2回門

信徒とお寺の間に入ってお世話役をしています。

※皆様共通の問題点※
◯イ新設会社には訪問があることを事前に連絡しておいて

ほしい。

◯ロカード内の情報もマンション名や号棟など明確にして

ほしい。活動しやすいようなバックアップが必要です。

◯ハ会報は活動報告だけでなく、身近な地域の事や趣味の

投稿も受け付けてほしい。

� （インタビュアー　　小川 節子）
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平成28年度　「税を考える週間（11月11日〜17日）」行事予定

平成28年分　年末調整等説明会の開催のお知らせ

主催団体名�
日付 10 月 16日 11月 10日以前 11月 11日 11月 18日以降

税 理 士 会

西新井納税六団体共催
◦税金こども○×クイズ
〔12：30− 13：40〕
【アリオ西新井】

◦無料申告相談
〔10：30− 14：30〕
【アリオ西新井】

◦第十四中吹奏楽部演奏
①コンサート（境内）
〔14：10− 15：10〕
②パレード（参道）
〔15：15− 15：35〕
【西新井大師】

西新井納税六団体共催
納税表彰祝賀会
〔17：30−18：30〕
【法人会館】

納 連
◦ 10／ 4
署長�講演会（5団体共催）
【法人会館】

◦ 11／ 29
中学生の税の作文表彰式
【法人会館】
◦日付：未定
中学生の税の作文展示
【場所：未定】

青 申 会

◦ 10／ 4
署長�講演会（5団体共催）
【法人会館】
◦ 10／ 6〜 31
税務研修（支部別）
【各支部住区センター等】

法 人 会

◦ 10／ 4
署長�講演会（5団体共催）
【法人会館】
◦ 10／ 8・9
足立区民まつり
税のPR活動と税金クイズ実施
【荒川河川敷「虹の広場」】

◦ 11／ 25
吉田たかよし氏講演会「頭を
よくする脳医学！」
【法人会館】
◦ 11／ 30
「税に関する絵はがきコンクー
ル」表彰式
【区庁舎ホール】
◦日付：未定
「税に関する絵はがき」展示
【場所：未定】

間 税 会

◦ 10／ 4
署長�講演会（5団体共催）
【法人会館】
◦ 10／ 8・9
足立区民まつり
税のPR活動と税金のクイズ実施
【荒川河川敷「虹の広場」】
10／ 28〜 11／ 30
歩道橋横断幕掲出
【西新井歩道橋】
◦ 11／ 9
「税の標語」コンクール表彰式
【エル・ソフィア】

◦日付：未定
「税の標語」展示
【場所：未定】

酒 販 組 合
◦ 10／ 4
署長�講演会（5団体共催）
【法人会館】

税 務 署 ◦ 10／ 29
足立区消費生活展参加

納税表彰式
【法人会館】

開催日 開催時間 説明会会場 対象地域（注）

11月 17日（木）

用紙配布� 9 時 30分〜 10時 00分
説明会� 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� 13 時 00分〜 13時 30分
説明会� 13 時 30分〜 16時 00分

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 18日（金）

用紙配布� 9 時 30分〜 10時 00分
説明会� 10 時 00分〜 12時 30分

加賀・江北・皿沼・鹿浜・新田・椿・堀之内・
谷在家

用紙配布� 13 時 00分〜 13時 30分
説明会� 13 時 30分〜 16時 00分

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

（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。
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今年も 5団体合同の開催となりました。会場は 300

数名の参加を頂きました。

司会進行の都築組織担当副会長より参加者へのお礼の

挨拶に続いて、鈴島会長より 10月 1日より始まりまし

た会員増強運動、目標 79.0％達成に向け絶大なる協力

をお願いしたい旨お話されました。7月に着任されまし

た阿部卓郎西新井税務署長の講演は自称青森親善大使と

して、青森のあれこれ（特に津軽を中心に）と題して午

後 4時 40 分より始まり、青森県の地図を参考に弘前市

西新井税務署長講演会の感想 平成28年10月4日（火）
西新井法人会館

や他の市の位置を確認説明してから始まり、津軽と南部

の風習の違い、弘前の祭り、津軽弁と標準語との対比、

青森の特産物、食文化とを丁寧に説明され、あっという

間に 1時間の講演が終わりました。東京生まれ、東京

育ちの私には故郷がうらやましく思われました。

午後 6時より第 2部の懇親会が行われ阿部署長を囲

んでの記念撮影と楽しい時間を過ごすことができまし

た。改めて阿部署長に感謝申し上げたいと思います。

� （第１組織委員長　小金井 勝利）

講演中の阿部署長

講演後に阿部署長を囲む
鈴島会長と法人会組織委員の面々

阿部署長お手製の地図を用いて
詳しい説明を拝聴しました

会員増強について話す
鈴島会長（法人会）

閉会の挨拶をする
矢ノ倉会長（青色申告会）

司会を担当した
都築組織担当副会長（法人会）
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10 月 3 日（月）午後 6時より、加賀・鹿浜、谷在家・

皿沼、鹿浜、堀之内・椿・江北の 4 支部合同で研修会

ならびに第 4ブロック 4支部合同出陣式を鹿浜いきい

き館で行いました。各支部より役員をはじめとする総

勢三十数名が集まり、来賓として、上原学西新井税務

署副署長、吉村浩次郎法人課税第 1統括官、福永亮法

人審理上席が出席されました。また、法人会より都築

徹藏副会長が参加し、協力会社からは、大同生命保険㈱、

㈱アイワコピー、リステージ㈱、メットライフ生命㈱

がご出席くださいました。

橋本雅克加賀・鹿浜支部長が司会となり、まず井上

治男堀之内・椿・江北支部長の開会のことばがありま

した。主催者を代表して青木正勝第 4ブロック長が挨

拶しました。青木ブロック長は「本年は昨年以上をめざ

して各支部とも一致団結してがんばってほしい」旨を語

られ、続いて都築副会長も「一度回っただけでは成果は

低い。二度、三度と新会員募集に足を運んでほしい」と

力強く語られました。

来賓として上原副署長は「西新井法人会は全国一の加

入率なので、ぜひこれを続けてほしい」と激励されまし

た。吉村法人課税第 1統括官も「本年度もぜひがんばっ

てほしい」と述べられました。

その後は福永上席による「ダイレクト納付を利用した

源泉税の納付」についての講義がありました。資料を用

いてのわかりやすい説明となりました。

4 支部長よりの決意表明のあと、懇親会へと移行し

ました。野辺愼一鹿浜支部長の乾杯の挨拶があり、続

いて各協力会社から、増強への協力、自社の商品紹介

などがありました。

懇親会での 4支部長は、それぞれの地域での活動の

方法などを活発に意見交換しました。一同揃って記念

写真を撮り、互いに増強の意志を認識し合いました。

最後に松岡隆司谷在家・皿沼支部長の中締めおよび

閉会の言葉となりました。

� （鹿浜支部長　野辺 愼一）

第 4 ブロック合同出陣式及び研修会風景

激励される上原副署長

第4ブロック　4支部合同

　　4支部合同で研修会と出陣式
平成28年10月3日（月）

鹿浜いきいき館
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江北支部・扇支部合同にて、9 月 29 日午後 6 時 30

分「西新井法人会館」にて、「第 40 次会員増強出陣式」

を開催しました。

初めに、江北支部、扇支部、それぞれ、支部ごとに

会員増強打合せ会を開催し、目標達成を確認しました。

その後、合同の懇親会を開催、意思の結集を図りました。

川名一重扇支部長より「会員増強の取組は 10 月 1 日

より始まります。新会員加入目標は 9社です。皆様方

のご協力を心からお願い申し上げます」。

また、齊藤実ブロック長より「新会員加入目標は両

支部で 18 社です。江北支部、扇支部は非常にまとまっ

ています。支部長を中心に連絡を密にして、会員増強

の成果に結びつけて行きたい」とそれぞれ力強く挨拶

がありました。

そして、お忙しい中出席いただきました、上原学副

署長より「江北支部、扇支部に於いての会員増強、大

変に重要なものです、法人会カードは加盟店 100 社あ

ります。大いに利用いただきたい、法人会にこんなメ

リットがあると、お知らせし会員増強に結びつけてい

ただきたい」。

吉村浩次郎法人課税第１統括官より「新設法人の会

員加入増強の難しさも多いと思いますが、目標達成に

向けて頑張っていただきたい」。

福永亮法人審理上席よりは「会員が減少してしまう

と活動に支障が出る、増強は是非必要なので一社でも

多く加入いただき、目標達成を願っています」とそれ

ぞれご挨拶をいただききました。

続く、合同懇親会は、小倉英夫副会長の「頑張りましょ

う」との発声にて乾杯。「会員増強目標達成」を「声高

らかに誓い」全員でスタートさせました。

活発で和やかな懇親会も、後藤信昭副会長の「必ず

目標を達成超過して行きたい」との挨拶と三本締めに

て締めくくりました。

� （扇支部　広報委員　榊 榮二）

我がブロックの出陣式の様子

写真右から上原副署長、吉村法人課税第１統括官、福永法人審理上席

第5ブロック　江北支部・扇支部

　協力して「会員増強」力強くスタート
平成28年9月29日（木）

西新井法人会館
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舎人支部の日帰り研修は、東京都心から一番近い蒸

気機関車（SL）として知られる『SLパレオエクスプレス』

で秩父の自然に触れ、秩父観光の人気のスポット長瀞

へ。あいにくの増水で、川下りは出来ませんでしたが、

ロープウェイで宝登山に登りひと時の涼しさに心が和

らぎました。

それから昼食をいただき、きのこ狩りを楽しみ、帰り

のバスのビンゴゲームでは、役員の皆様並びに会員の皆

様からのご厚意により商品を頂き、大変盛り上がり、定

刻通りに舎人に着きました。

役員の皆様、色々と有難うございました。

（舎人支部　支部長　岩野 亮一）

第 6ブロック 4支部（関原、本木、興野、西新井本町）

合同で会員増強出陣式を 10 月 3 日（月）に支部役員総

勢 31 名意気盛んに参集し出陣の旗を挙げました。

� （第 6ブロック長　茂木 繁）

第 6ブロック 4支部合同出陣式

10月3日（月）茂木ブロック長率いる第6ブロックは、

総勢 31 名の役員が参集して、狐塚会議室に於いて 4支

部合同の会員増強の出陣式を行いまし

た。

私たちは茂木ブロック長を中心とし

て、興野、本木、関原、西新井本町支

部のそれぞれの支部長が毎月定例で会

合を開いており、その時期折々の情報

を交換致しておりますが、今回の出陣

式では特別に会員増強のスペシャリス

トである西新井法人会元副会長の秋山

様、そして同瀬田（仁）様にご参席を賜り、その方法と

対策を具体的に講演していただきました。

茂木ブロック長は挨拶の中で、同じ頑張るなら銅メ

ダルよりも金メダルをめざして行きましょうと抱負を

述べられました。支部長それぞれも役員の前に、皆さ

んの力をお借りして出陣での勝利をもぎ取りましょう

と誓いを新たにしました。

� （4 支部代表　関原支部　支部長　欠塚 勝郎）

舎人支部 　　　　秩父の自然へ 平成28年9月3日（土）
埼玉県秩父市

第6ブロック　4支部合同

　　　　会員増強にお力を!!
平成28年10月3日（月）

狐塚会議室
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9月3日、36名の会員様を乗せバスは一路川場温泉へ。

心配された天候も、日頃の皆様の行いが効を成し、雨

に降られることも熱い太陽に悩まされることもなく行程

通り進みました。最初のこんにゃくパークでは昼食前を

考慮し皆控えめの試食でした。料理のレパートリーの多

さ、味、ダイエット効果と生産者の研究意欲を見る事が

出来ました。しかしお土産の買い付けは控え目にとはい

9月3日（土）、入谷を午後2時30分に横矢支部長のもと、

総勢42名で出発。首都高速・外環・常磐道を経由し最

初の目的地筑波宇宙センターに１時間程で到着。初めに

出迎えてくれるのがスペースシャトルに備え付けられる

巨大なロケットで、打ち上げ施設があれば実際に飛び立

かなかったようです。そして早々

川場温泉悠湯里庵、片吹合掌造り

の館内はモダンレトロです。地産

野菜料理の小鉢・肉の陶板焼きに手

打ちそば、かやくご飯に汁物デザート

etcと食べきれないほどの料理に舌鼓

です。その後は風情ある露天風呂で体

も心もリラックス。皆様のお顔は

ほんのり桜色に。

回復された体力で後半は、たわ

わに実った取立てのりんごを十分味わった後、はさみを

片手に野菜畑でトマト・きゅうり・なすと袋に入りきれ

ないほどの収穫に皆満面の笑み。トランクは家族への一

番のお土産。野菜だけでなくリンゴやらこんにゃくやら

群馬の特産品はバスで移動となりました。

そしてバスは無事帰途に着きました。皆様お疲れ様で

した。� （谷在家・皿沼支部　広報委員　室井 公恵）

つことができるそうです。「50m

すごい迫力です」。

次にJAXAの行っている宇宙

開発について展示されているス

ペースドームです。100万分の

1スケールの美しい地球や、こ

れまでの人工衛星などが飾られ

ています。「とても興奮します」。

見学も１時間余りで次の目的地

筑波ハムでの買い物。そして夕

食の山水亭へ到着。広大な日本

庭園を眺めながら和会席を、座敷の個室でゆっくり味わ

いました。「美味しかった満足です」。帰路の高速道路は

渋滞もなく予定通り午後８時に出発地入谷に到着し解散

となりました。

（入谷支部　広報委員　福田 義和）

入谷支部 　�スペースドームと� �
　　　　つくば山水亭の夕食

平成28年9月3日（土）
茨城県つくば市

谷在家・皿沼支部 　お腹は満足、体はリラックス 平成28年9月3日（土）
群馬県川場村
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平成 28 年 10 月 2 日（日）、総勢 33 名での高尾山日

帰り旅行に参加させていただきました。当日はお天気

にも恵まれ、ふもとの清滝駅に到着するとハイカーや

観光客で大賑わいです。清滝駅からは、最も急なとこ

ろでは 31 度もある「日本一の急勾配」を誇るケーブル

カーに乗って高尾山の中腹まで片道約 6分間の旅です。

急勾配地点を通過する瞬間

は気が付くと転げ落ちそう

になる自分の体を必死で支

えていました。ケーブルカー

を下車した後は徒歩にてし

ばし緑豊かな大自然を楽し

みました。

お楽しみの夕食は、奥高

尾の隠れ家のような趣の「う

かい鳥山」でのいろり鶏炭火

焼です。いろりでじっくり

と焼いた野菜やお肉料理を堪能、香ばしい匂いにお酒

もすすんでしまいました。帰路は多少の渋滞にあった

ものの無事に地元関原に到着、支部のみなさんとの楽

しいひと時を過ごさせていただきました。ありがとう

ございました。

� （関原支部　高橋 利一）

まだ残暑厳しい中　午後2時55分に出発。バスは、研修

のビデオを見ながら「エプソン品川アクアパーク」へと、向

かいました。4時前には到着しました。「エプソン　アクアパー

ク品川」は2015年夏にオープンした新しい都市型エンター

テインメント施設。ドルフィンパフォーマンスが人気の「ザ・

スタジアム」は、昼・夜で異なるプログラムを実施。私たち

も1階フロアの小さい魚やクラゲで癒されながら2階フロアへ

移動して、いよいよ4時からの「ドルフィンパフォーマンス」

です。季節や昼夜で変わる光・水・音のダイナミックな演出で、

イルカのジャンプ、回転、高いボールをタッチするなど、参

加の皆さんも写真やビデオを撮ったり、歓声の拍手、イルカ

に水を掛けられたりなど童心に返って、楽しんでいました。

本当に素晴らしかったです。会員の方の中には、「孫にもぜ

ひ見せてあげたい」と嬉しそうにパンフレットを握りしめてい

ました。そろそろお腹もすいてきたころ5時半オープンの品川

プリンスホテル・レストラン「ハプナ」へと場所を変え懇親会

の始まりです「ハプナ」は、ハワイ語で「水の沸き出る命の泉」

という意味だそうです。新しいスタイルのブッフェレストラン

「LUXE�DINING�HAPUNA（リュクス　ダイニング　ハプ

ナ）」として『食のエンターテインメント・リゾート』をコンセ

プトに、健康を意識した体に優しい料理を楽しんでいただく

大人の美食空間で、リゾート感漂う落ち着いた店内は、ちょっ

ぴり海外へ行った気分が味わえます。乾杯のシャンパンのあ

とは、各テーブルごとに盛り上がっていました。そして、あっ

という間に時間が過ぎて、お腹も一杯になり、最後の締めに

レストランでの一本締め！（笑）。バスに揺られ無事出発地に

到着！たまには、こんなコースもお勧めです。この度も役員の

皆様有難うございます。そしてお疲れ様でした。

（江北支部　広報委員　神林 京子）

関原支部 　山を楽しみ、食を楽しむ 平成28年10月2日（日）
高尾山

江北支部・扇支部合同 　イルカで和む交流会 平成28年9月2日（金）
アクアパーク品川
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平成28年9月11日総勢28名の会員で小雨の朝の中、

茨城県にある岩瀬農場へメロン狩りへと出発！農場に

着いた頃には雨も止んで、係の方の説明後、袋とハサ

ミをもって目的のメロンへとビニールハウスの中に。

少しでも大きいメロンを見つけようとハウスの中の暑

いのも忘れて一生懸命。一番大きいのではないかと思

うメロンを見つけて思わずニンマリ…。ところが皆さ

んの取ってきたメロン

は箱に収まらないくら

い大きいのでびっく

り。その後楽しみの試

食メロン1/4は意外と

大きく、その上すごく

甘い満足満足のメロン

狩りでした。

お昼は幹事さん一押

しの自慢のカニ釜飯

だったのにお腹が一杯で少し残してしまったのが残

念！！時間調整で急に決まったおまけのぶどう狩りで食

後のデザート、帰路のバスの中ではビンゴゲーム、たく

さん空いてリーチ、リーチだらけなのになかなかビンゴ

にならず、とうとう一番最後でしたが、大好きなワイン

をいただけて良かった！にぎやかな楽しい日帰り研修会

でした。� （興野支部　高山 さとみ）

9月3日（土）新田支部の親睦を目的に日帰り研修旅行

へ茨城に行ってきました。朝8時出発時点ではあいにく

の雨でしたが、高速道路に乗った頃からは雨も上がり先

ずは一安心。車中安藤支部長の挨拶後、糖尿病予防のビ

デオを見た後1回目のビンゴ大会を行い最初の目的地と

言うより、今回のメインであるメロン狩りへ。実は2年

前も同じメロン狩りに来たのですが、天候に恵まれず試

食のみに終わってしまい

ました。今回は何とかリ

ベンジする事が出来まし

た。その後、昼食会場で

ある大洗ホテルへ。宴会

での美味しい料理に満足

し、お風呂に入られる方、

カラオケを楽しまれる方

楽しい一時でした。そし

て那珂湊で海産物の買い

物を楽しみ帰路へ。車中2回目のビンゴ大会で盛り上が

り、途中渋滞に合うことなく予定より早めに新田に到着

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）

興野支部 　メロンもワインも欲ばりました 平成28年9月11日（日）
茨城県桜川市

新田支部 　2年前のリベンジ達成 平成28年9月3日（土）
茨城県大洗町
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去る、平成28年9月4日（日）、宮城、小台両支部合同で

日帰り研修旅行が行われました。曇天の空模様の中、午前

8時、城北信用金庫宮城支店前を出発。参加者22名を乗

せたヤサカ観光のバスは、一路最初の目的地である伊豆フ

ルーツパークへ向かいました。ここは3年前、法人会の一

泊研修旅行でも立ち寄ったところで、今回は、メロン狩り

の仕方を教わり、各自お土産用のメロンを、自分たちの手

で収穫するという貴重な体験をすることが出来ました。

次の中伊豆畑毛温泉大仙家では、昼食で美味しい懐

石料理を堪能したり、柔らかな日差しに包まれた露天

風呂に入浴したりと、日々の疲れを忘れさせてくれる

程の贅沢な時間を過ごし、名残惜しいと思いながら、

午後1時半ごろ、最後の目的地である沼津インター近く

のおさかな市場に移動しました。市場では、会社や家

族が喜んでくれる顔を想像しながらお土産選びに専念

し、「あっ」という間に帰りの時間に。心配された天気

も全く問題なく、午後5時前に宮城支店に無事到着しま

した。帰宅してからも、今日の幸せな気分が続き、や

はり旅行はいいですね。

（宮城支部　広報委員　坂田 和夫）

メロン狩りにも全員参加

宮城支部・小台支部合同 　雨予報が晴天に 平成28年9月4日（日）
静岡県伊豆の国市



15NISHIARAI HOJINKAI Vol.239

税制講演会が、西新井法人会2階ホールで、4時より

開催されました。司会の市川税制委員長から開会のこと

ば、そして小倉副会長の挨拶と続き、今年7月より江戸

川南署より異動されてきました武藤章資産課税統括官に

講演をしていただきました。まず始めにご自身の名前の

由来を紹介されました。

歴史に詳しい方は、ご存知でしょうが日本の昭和時代

の陸軍軍人で最終階級　陸軍中将、極東国際軍事裁判で

唯一中将として絞首刑判決を受けた人物から付けたそう

です。そして、研修会がはじまりました。

今年は、相続税と贈与税について、国税庁のホームペー

ジの中の（相続税の申告要否判定コーナー）をスクリー

ンで映し見ながら設例を入力して、わかりやすく説明し

ていただきました。

設例では、　　被相続人　　伯　五輪　　　配偶者　

伯　理緒　そして子供たちは航平、愛、佳純とオリンピッ

クを思い出させるような構成で笑いも出る今までにない

形の進行です。この判定コーナーは平成27年6月より

ホームページに載りましたが、私は、今回初めて知りま

した。相続財産の金額などを入力することにより、相続

税の申告のおおよその要否を判定してくれます。また、

贈与税の申告書作成コーナーなど所得税以外にも申告作

成するコーナーがありますので、今一度、国税庁ホーム

ページにアクセスして確認してみるのもよいでしょう。

今まで相続は、富裕層の方たちのことと思われました

が、これからは一般の方々にもありうることなので、最

寄りの税務署に電話で相談も出来ますし、法人会研修会

と共に活用してみてはいかがでしょうか。

（税制委員会　副委員長　神林 京子）

被相続人
航 平

愛

佳 純
配偶者

伯　五輪

伯　理緒

講師を担当した武藤統括官 挨拶する小倉副会長 司会担当の市川委員長

演題「相続税と贈与税について」
講師　武藤　章　西新井税務署資産課税統括官

税 制 講 演 会 平成28年9月14日（水）
西新井法人会館

平成28年9月14日（水）
西新井法人会館

演題「相続税と贈与税について」
講師　武藤　章　西新井税務署資産課税統括官
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サービス事業委員会
会員増強並びに

収益事業推進会議
平成28年 8月 8日（月）

西新井法人会館

今年度の収益事業推進会議［会員増強並びに収益事業推

進会議］が行われました。

司会進行も務められました金子サービス事業委員長による開

会の辞、また土屋サービス事業担当副会長からも挨拶をいただ

きまして推進会議が始まりました。

まず初めに担当会社推進委員、とうきょう共済、㈱アイワコ

ピー・㈱大塚商会、リステージ㈱、メットライフ生命保険各社

の紹介も兼ねつつ今年度も素晴らしい企画を発表していただ

きました。質疑応答の時間の際には各ブロックの皆様にも奮うっ

てご参加いただきました。皆様からの忌憚のない意見や、的確

な質問のおかげで今年度の会議も有意義なものとなりました。

最後に閉会の挨拶として都築組織担当副会長より収益事業の

サービス事業委員会では、平成 23 年度より会員向

けサービス事業として新たに複写導入サービスを行っ

ております。㈱アイワコピーは㈱大塚商会と共同で、

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。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）

積極的な推進と昨年を上回る会員の増強に励んでいただきた

い、と言うお言葉をいただきまして、今年度の推進会議も大盛

況の中、幕を閉じました。18時より同ホールにて私の司会で懇

親会が催されました。乾杯は担当会社を代表いたしましてメッ

トライフ生命保険㈱山本様よりいただき、大いに盛り上を見せ

ました。中締めとしまして金子サービス事業委員長から素晴ら

しいご挨拶を賜り、気持ちも新たにまた一から邁進していく所

存であります。参加していただきました各ブロックの皆様、役

員の皆様心より感謝申し上げます。サービス事業委員会は役

員一丸となりまして努力していきます。今後とも会員の皆様の

お力が必要でございま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　副委員長　小林 満）

●会員向けサービス事業のご案内●

松岡 隆司 田中 健一

矢野 嘉伸 穐本 史郎

廣川 雅信 西玉 靖

宮脇 寛和 小林 聖悟

宮田 健 坂田 陽光

池田 孝広 上野 勇一郎

●株式会社 アイワコピー● ●リステージ株式会社●
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一般社団法人 西新井法人会 サービス事業委員会

収益事業協力会社募集のご案内

当委員会は、西新井法人会会員企業のメリットを第一として会員を対象に、経費節減
の推進を目的としている委員会です。

現在、火災保険や自動車保険・複写機やその他のOA機器導入・生命保険等の事業を、
収益事業協力会社として数社に御協力いただいております。

この度、新たに法人会会員企業の皆様の中から収益事業協力会社を募集するはこびと
なりました。

法人会会員企業の皆様の中で、収益事業協力会社として挙手をいただければ幸いと考
えております。詳細は法人会事務局までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先　西新井法人会事務局
東京都足立区栗原3-10-16
受付時間：月曜日〜金曜日（土日祝日を除く）
午前9時〜午後5時15分迄

TEL：03-3852-2511
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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

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〜

平成29年（2017）年カレンダー 未使用タオル
エコキャップ

※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〕

法人会
〔取りまとめ〕

足立区
社会福祉施設
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今年も恒例！秋の日帰り研修会の時期となりました。
今年は9月に台風が立て続けに猛威を振るい、前日ま

で雨模様。当日の天候が心配されましたが、皆さんの日
ごろの行いが良いおかげで当日は青空が広がり、陽射し
も降り注ぐ気持ちの良い日となりました。
平成28年9月9日（金）、無事出発したバスの中ではまず

小倉副会長と清水部会長にご挨拶をいただき、小林幹事の
司会の元、今回は総勢23名で千葉方面へと向かいました。
間もなくして車内研修である税金クイズが行われました
が、毎年趣向を変えて出題されるクイズは面白く簡単そう
に見えて難しい、頭を悩ませる時間を過ごしました。歴史
や世界に目を向けると意外と知らないことも多く、小泉幹
事の進行で愉快に研修することができ、また税について新
たに学ぶことができたのではないかと思います。
程なくして、かつうら海中公園に到着し、螺旋階段をお

りて海中の魚を見学できるという不思議な公園に立ち寄
り、その後小湊温泉「吉夢」へ。笑顔で記念撮影の後、昼
食をいただき、それぞれに温泉や散策を楽しみました。私

はホテルの隣から出ている鯛の浦遊覧船に乗船したのです
が、思っていたより波が高く、まるでジェットコースター！
それにも驚きでしたが、餌をあげると海の中を魚がすごい
スピードで回遊する姿を楽しく見ることができました。
それから道の港、亀田酒造と立ち寄り、見学をしてバ

スへ戻ってくる皆さんの手には両手にお土産の袋が・・・。
今回は往復ともに海ほたるPAでの休憩でしたが、帰り
には海に沈む夕日を望むことができ、清々しい海風と景
色に秋を感じることができました。
帰路では思わぬ大事故による大渋滞に遭遇し、予定よ

りは遅れましたが無事に帰ってくることができました。
小竹副部会長の締めの挨拶にもありましたが、いつどこ
で何が起こるかわからない、いつも良いことばかりでは
ないということを心に留め、それでもこうして研修会に
参加できたことに感謝をしつつ、また来年度へ向けて一
同より頑張って参りますので更なる多くの方のご参加を
心よりお待ちしております。

（源泉部会　幹事　仁平 久美子）

源泉部会

平成28年9月9日（金）
千葉県小湊温泉日帰り研修会
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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41期目（会員数67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。

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

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

平成 28 年度の研修会予定〔実施済含む〕

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？〜

源泉部会研修会の風景
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8月19日（金）青年部会恒例であります「家族交流会」

を西新井法人会館にて開催致しました。本年も多くの方

（総勢93名）にご参加して頂くことができました。

野口青年部会長による開会の挨拶の後、青年部会担当

の塚田副会長による乾杯のご挨拶により和やかな雰囲気

で開会となりました。

今年も交流会ではお子さん達に楽しい思い出となるよ

うゲームコーナーではヨーヨー釣り、射的、ボーリング

等を開催し、たくさんのお菓子とシロップかけ放題のか

き氷を用意致しました。「税金クイズ」では多くのお子

さんに参加してもらい、○か×かで迷い楽しみながら

税金に対する知識を深められた事と思います。

また、素敵な衣装に包まれた女性部会の皆さんによる

しなやかで優雅なフラダンス♪毎年、素晴らしい披露と

アンコールにも答えて頂き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、母娘のカッシー＆円音、ピエロに扮したマッ

チーによるマジックが行われ、大人も子供もマジックに

釘づけ、さらにはかわいいバルーンアートを目の前で

作ってもらい子供たちも大喜びでした。そしてひょっと

したら大人のほうが熱くなる?!ビンゴ大会で、会場は大

いに盛り上がりました。

宴もたけなわの中、渡邉青年部会顧問による締めのご

挨拶にて名残惜しまれつつ閉会となりました。　

今後も皆様からいただいたご意見、ご感想をお受け

し、更なる会員相互の懇親となるような活動を心掛け

て参りますので、来年もたくさん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、青年部会員、

多くの方々より過分なるご協力とご協賛を頂戴いたしま

して感謝しております。ありがとうございました。

（青年部会　幹事　江川 英明）

青年部会

挨拶する
野口青年部会長

挨拶する
塚田副会長

司会を担当した
後藤青年副部会長

設営準備等を担当した実行委員
左から大塚幹事、江川幹事、高際幹事、後藤副部会長

平成28年8月19日（金）
西新井法人会館家 族 交 流 会
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台風11号の影響で朝からの大雨のた

め、2日後に延期となりましたが、当日

は、セミの声と共に秋の虫の音も聞こえ

てくる日でしたが、とても暑く、その中

皆さん頑張って作品の制作に取り組みま

した。今回は皆さんの希望もあり、大作

という事でプリザーブドと、今流行の

アーティフィシャルとのミックスした作

品です。アーティフィシャルならではの

大きな作品で、床の間でも、洋室や玄関

に飾っても立派に見える作品に皆さん大

変満足な様子でした。

（講師　浮須 典子先生）

台風により変更日の講習会に伺えず、

後日、土屋さんに教えていただき、神林

さんと一緒に楽しく制作しました。

（女性部会　幹事　浅井 寛子）

女性部会

プリザーブドフラワー

（
）

とは、美しい姿で長時間

保存することが出来るよ

うに専用の溶液を用いて

加工された花のことです。

平成28年8月24日（水）
西新井法人会館プリザードフラワー講習会
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今年も8月6日（土）にゆうあいの郷・特別養護老人ホー

ムと扇町との共催にて行われました納涼祭にお声が掛か

り参加させていただきました。夕方、ゆうあいの郷に近

づくにつれ、お祭り太鼓等が聞こえ、何とも言えない「ウ

キウキ」感で顔が緩みました。当日は猛暑にもかかわら

ずたくさんの参加者であふれていてやぐらの周りでは笑

顔いっぱいのゆかた姿のみなさんが踊られていまして、

これも町会の方々ホームの職員の方々のご尽力の賜と感

じております。私共も社会貢献としてフラダンス・歌等

で参加させていただきました。ホームの方々や小さなお

子様も私達と並んでリズムに乗って一緒に踊って下さ

り、本当にわきあいあいの素晴しい時間を共に過ごさせ

ていただきました。

来年もまた是非この輪に入れさせていただければ幸

いです。　　　　　（女性部会　相談役　大石 美枝子）

女性部会

手拍子に合わせ「葦（あし）立ちあだち」合唱

〒 143-0016 東京都大田区大森北 1-18-18

平成28年8月6日（土）
ゆうあいの郷

社会貢献　ゆうあいの郷へ
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【経歴】
1964 年 7月 3日　京都府生まれ
灘中学、灘高校、東京大学卒業、東京大学大学院を修了。
生命科学の研究に従事しながら国家公務員（1 種）経済職試験に２年連続し
て合格し話題になる。
ＮＨＫアナウンサーとして活躍後、北里大学に学士入学し医師免許を取得。
加藤紘一元自民党幹事長の公設第一秘書として科学技術政策の立案にも取り
組む。
その後、東京大学大学院・医学博士課程修了。
現在、医師として受験生の脳機能や体調管理を専門に扱う心療内科、本郷赤
門前クリニック院長を務める一方、学習カウンセリング協会理事長として、
受験生の脳機能やメンタル面の状態に適した勉強方法の普及活動に従事して
いる。
新宿ストレスクリニック顧問
人間情報学会理事ヘルスケア部会長

【著書】
「『受験うつ』からわが子を守る本」（洋泉社）
「宇宙生物学で読み解く『人体』の不思議」（講談社現代新書）
「分かりやすい話し方の技術」（講談社ブルーバックス）他多数

日時：平成28年11月25日（金）
会場：西新井法人会館2階ホール

※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。
※ご注意　駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

午後 5 時 00 分～ 6 時 30 分 開場4時30分
開演5時00分

Tel  03-3852-2511
主催：  一般社団法人西新井法人会研修委員会

Profile

入場無料

講演会税を考える週間税を考える週間

16/08/26   14:39

吉
田 

た
か
よ
し

吉
田 

た
か
よ
し

大師前駅

西新井法人会館
ホ　ー　ル
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警察だより警察だより

消防署だより消防署だより
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の
繰越期間等の延長について

東 京 税 理 士 会

東京税理士会　西新井支部
税理士●豊田　茂充

欠損金に関する制度について平成28年度税制改正に
おいて見直しが行われました。今回は特に繰越期間等に
要点を置いて解説したいと思います。

【改正前】
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生

ずる欠損金額について欠損金額の繰越期間を9年から10
年に延長することとされています。

これに伴い、帳簿書類の保存期間の延長、欠損金額に
係る更正の請求期間の延長、欠損金額に係る更正の期間
制限の延長もあわせて改正が行われております（9年
→10年）

【改正後】
平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生

ずる欠損金額について欠損金額の繰越期間を9年から10
年に延長することとされました。
要約しますと、欠損金額の繰越期間の延長が1年先延

ばしされることになります。

特に帳簿書類の保存期間については、平成30年4月1
日以後に開始する事業年度において生じた欠損金につい
て繰越控除を行う場合、会社法上の帳簿書類の保存期限
と同一の「10年」となります。

《イメージ図》
（3月決算法人の例）
【改正前】

【改正後】

29/3

29/3

30/3

30/3

9 年 間 繰 越

9 年 間 繰 越

10 年 間 繰 越

31/3

31/3

32/3

32/3

33/3

33/3

34/3

34/3

35/3

35/3

36/3

36/3

37/3

37/3

38/3

38/3

39/3

39/3

40/3

40/3

41/3

41/3

欠損
金額

欠損
金額

欠損
金額

欠損
金額

欠損
金額

10 年 間 繰 越

9 年 間 繰 越

（国税庁パンフレットより）
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読書の思い出川面に紅葉が？
表 紙 の こ と ば 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 239 号� 平成 28 年11月4日
発 行� 一般社団法人 西新井法人会
� 足立区栗原三丁目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
� 東京都足立区梅島二丁目32－9
� TEL�03（3852）1211

Vol.239

暑さも和らぎ秋を感じる日が多くなりました。秋といえば
食欲、スポーツ、読書といわれております。今回は読書繋が
りで 1つお話をさせて頂きます。
1998 年、皇后陛下の美智子さまがインドで開催された「国

際児童図書評議会」でビデオによる『子供時代の読書の思い
出』の基調講演をなされました。その中で本について、「時
に子供に安定の根を与え、時にどこにでも飛んでいける翼を
与えてくれるもの。そして、この根と翼があるからこそ、人
は、自分と周囲の間に、あるいは自分自身との間に橋をかけ
ることができる」とおっしゃっておられました。
さらに詳しいことは宮内庁のHP、この講演の書籍も出版

されていますのでご覧ください。
�

� （伊興第二支部　広報委員　荒井 秀樹）

山々を装う紅葉に自然の豊かな美しさを楽しむことが出来ます。
今年の異常気象により、春の熊本震災から 9月までの間

に、北海道も豪雨災害に遭うなど重い季節をくぐり抜けてきま
した。
昨日までの暑さに喘いだ日々は何処に、10月に入るや「錦

秋」の便りが山里から駆け下りてきました。ライトアップを
重ね観光誘致にと人々を惹き寄せております。
夕日に映るその彩りは隅田川の川面にもありました。

イルミネーションが木々のごとく紅葉のごとく写し出され、
遥か上空よりスカイツリーも都会の赤や緑のアングルに大い
なる華を添えております。川面に映えるその色は、あたかも
山々の紅葉かと思えるほどの賑やかさです。霜月の宵に幻想
の紅葉でお楽しみ下さい。
� （広報委員会　委員長　小川  節子）

株式会社大丸様　長い間ありがとうございました。『西新井法人会報』への広告掲載が今号をもって終了となります。

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

日付 内容 場所
2日㈬ 第168回定例理事会 法 人 会 館

10日㈭ 女性部会「租税教室一日研修」
〜八王子法人会女性部会との交流会〜 都 内

15日㈫ ブロック長会 法 人 会 館
15日㈫ 源泉部会「年末調整説明会」 法 人 会 館

25日㈮
税を考える週間講演会

（講師）吉田たかよし氏
（演題）頭をよくする脳医学！

法 人 会 館

28日㈪ 広報委員会 法 人 会 館

30日㈬ 絵はがきコンクール表彰式 足立区役所
庁舎ホール

11月
日付 内容 場所

16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 13日㈫ 14：00 〜 16：00 法人会館
2月  2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  8日㈫ 14：00 〜 16：00 法人会館

1月12日㈭ 14：00 〜 16：00 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 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
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