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講演会開催される�
（講師：中野税務署長　寺端　正様）�

只今、あなたの会社を無料でホームページに掲載しております。
会員募集中！（3月までにご入会頂きますと特典が多数あります）（詳細は事務局まで）
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

役 員 合 同 会 議 を 開 催
～中野税務署長に寺端　正氏が着任～

８月24日、サンプラザにおいて、
「役員合同会議」が開催されました。
中野税務署より、寺端署長をは
じめ鴫原副署長・中村法人課税第1
統括官・西村審理上席・平部審理
官にご出席をして頂きました。
飯田会長の挨拶のあと、寺端中
野税務署長は、自己紹介をされ、

日頃の税務行政に対し感謝するとともに、役員の皆様
に対しては、法人会活動にご尽力を頂いていることに
労いのお言葉を話されました。そして、ご事業のます
ますの発展をと結ばれました。
次に、上期の中間報告並びに下期の活動予定につい
て、各副会長より話され、今年度の事業を計画通り進
めることで合意されました。
江藤式典準備委員長からは、明年の「創立55周年・

社団化30周年」を記念して、「記
念誌・会員名簿」を作成します。
つきましては、皆様から広告の申
込をお受けしたい。９月１日号の
会報と同時に「広告掲載のお願い
文」が送られますので多くの方の
申込をお願いしたい旨、話されま
した。
10月には、印刷・製本業者が決まり、「記念誌・会員
名簿」は、明年５月17日の記念式典の模様も掲載され、
７月１日には、皆様のお手元に配布されます。
又、宮坂組織委員長からは、会員が目減りしている
現況にあり、会員名簿の発行も大きなメリットである
事を力説しながら、会員増強に取組んで頂き度い旨、
話されました。

平成16年度『会員増強合同会議・進発式』
９月３日、サンプラザにおいて、

「会員増強合同会議」が開催されま
した。
中野税務署より、鴫原副署長・
中村法人課税第１統括官・西村審
理上席にご出席をして頂きました。
飯田会長は、我が中野は、東京
でもあまり良くない加入率であり
ます。会費も明確になり、法人会

のメリットを強く訴えながら会員増強に取組んで頂き
度い旨、話されました。
又、宮坂委員長が議長となり、審議の結果、具体的
には、支部20社を目標に会員増強のスタートをしたい。
青年部会・女性部会の皆様も同じ目標で会員増強に取
組むことが決まりました。特に、この１年の間に、中

野に新たに新設された法人と転入された法人を中心に
訪問し、12月までに、１度は訪問し、その状況を勧奨
カードに記入の上、事務局に提出することが決まりま
した。
ご来賓の鴫原副署長は、自己紹介をされながら、法
人会の基本である良き経営者であって頂き度いし、ま
だ法人会にお入り頂いてない方には、強気でアタックし
て頂き度い。法人会のますますのご発展をお祈り致しま
すと結ばれました。
この合同会議を受け、支
部役員会では、会員増強
についての詳細な打合せ
をして、目標を達成しよ
うと、意気軒昂なスター
トを致しました。

寺端署長飯田会長

宮坂組織委員長

増強に向け、真剣な討議が…

9月16日、サンプラザにおいて、「会員合同交流会」
が開催されました。
先ず始めに、飯田会長より挨拶があり、続いて、
鈴木厚生委員長より、「経営者大型保障制度・上期の
目標達成」の発表がありました。引き続き受賞式が
行われましたが、今年度は、今まで以上の高い目標
ということで、該当支部は、ひとつの支部だけでし

たが、年間を通しての目標達成に向けて新たな出発
を致しました。
溝口顧問の乾杯で懇親会が……。
受託会社である大同生命保険�の担当者も参加され、
会場は、和気藹々と……。
新宿の高層ビルを背景に、幾つもの交流の輪が次々
広がっており、交流会は盛会裡に終了しました。

第3回　会員合同交流会を開催！！

鈴木厚生委員長 上期達成・受賞式 溝口顧問の音頭で乾杯 会場は、和気藹々と……
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

９月22日、有楽町の東京国際フォーラムCホー
ルにおいて、全法連主催「税制改正要望全国大会」
が開催されました。
昨年も同会場で開催されましたが、今年度は、

全法連創立50周年の佳節を迎えることから、例年
にない盛り上がりでした。大会の第一部では、
「日本経済と税制改革の課題」と題して、大阪大
学大学院教授の本間正明氏が講演を行いました。
次に、国税庁依頼ということで、消費税に関し
て話されました。
第二部、要望大会は、角間副会長の挨拶、安西
会長の挨拶のあと、議長選出があり、長野税制委
員長より趣旨説明が…。
全法連青連協正副会長より決議及び要望事項の
朗読があり、全ての要望事項が全一致で決議され、
佐藤副会長の閉会の辞で終了しました。

当中野法人会からは、瀬沼税制委員長始め７名
が参加致しました。
この要望事項は、関係各省庁・政府税制調査会
などへ要望し陳情する事になります。

平成17年度税制改正要望全国大会�平成17年度税制改正要望全国大会�

1. 議員・公務員定数の大胆な削減と
給与・歳費の抑制を！

2. 中小企業の重要性を認識し
元気が出る税制の確立を！

3. 中小企業の基盤強化を図るため
留保金課税の廃止を！

4. 所得税の抜本的な見直しを行い
広く薄く国民全体で負担を！

5. 地域の活性化や雇用確保に資するため
事業承継税制の確立を！

6. 消費税率を引き上げる前に
行財政改革の徹底と歳出の見直しを！

7. 行財政の改革を徹底し
地方も行政の合理化・効率化を！

8. 社会保障制度の将来像を明確にし
将来不安の解消を！

安西全法連会長

�新年賀詞交歓会開催のご案内�
日　時：平成17年１月13日�　４時半受付

場　所：サンプラザ

第１部　午後５時　賀詞交歓会　　第２部　５時50分　交流会

会　費：８，０００円　　　　　　余　興：幸運くじ（商品多数）

掲示板（中野法人会 行事予定表）
月 日 曜 行　　　　　　事 時　　間 備　　　　　　考

秋の特別講演会
演題：『先端医療の現状とこれからの生活』「当って砕けろ ベ
講師：東京都立府中病院部長・東京臍帯血バンク部長　幸道 秀樹氏
全国青年の集い（鳥取大会）
新設法人説明会
決算法人説明会
理事会
新年賀詞交歓会（第１部）
新年賀詞交歓会（第２部）

2：00～3：30

2：30～5：50
1：30～3：30
1：30～3：30
3：30～
5：00～
5：50～

金

金
金
木
木

12

19
26
16
13

11

12
１

西武信金・本店８F

鳥取県民文化会館
署・別館
署・別館
サンプラザ
サンプラザ
サンプラザ

税制委員長・変わる！
�丸井の中村
準氏が税制委
員長になりま
したので宜し
くお願い致し
ます。 中村税制委員長
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◯各税務署では、路線価図等（路線価図・評価倍率表）が設置されており、どなたでも閲覧できます。
◯中野税務署は、東京国税局管内の路線価図等のみの設置となっております。
また、�大蔵財務協会によるコピーサービス（有料）は行っておりません。

なお、東京国税局（千代田区大手町１－３－３大手町合同庁舎３号館）１階の路線価図閲覧
コーナー、国税庁ホームページでも全国の路線価図等を閲覧できます。

◯混雑時には、お持ちいただく場合があります。詳細は、資産課税部門にお尋ねください。
�（3387）8111 内線461～462

今年も年末調整等説明会を、下記の日程により開催いたします。
年末調整事務の注意点等について、税務署及び区役所の担当者より説明いたしますので、ぜひご出席ください。

（ご注意）�対象地域の会場に出席できない方は、他の会場に出席されても差し支えありません。
�駐輪場（野方区民ホール）・駐車場の設備がありませんので、自転車・車での来場はご遠慮ください。

（お問い合わせ）中野税務署　法人課税第２部門　�（3387）8111 内線321～323

説 明 会 日 程

路線価図等の閲覧について�路線価図等の閲覧について�

平成16年分　年末調整等説明会のお知らせ�平成16年分　年末調整等説明会のお知らせ�

開 催 月 日

11月16日（火）

11月17日（水）

11月18日（木）

午後　１:30

～３:30 もみじ山文化センター

（なかのZERO）

小ホール

中野2－9－7

JR中野駅

南口下車

上高田・中野・東中野・松が丘

（５～８支部）

中央・本町・南台・弥生町

（９～12支部）

新井・上鷺宮・鷺宮・白鷺

若宮　　　　　　（１・４支部）

江古田・江原町・沼袋・野方

丸山・大和町　　（２・３支部）

野方5－3－1

西武新宿線野方駅

南口下車

野方区民ホール

（地下2階）

午後　１:30

～３:30

午前　10:00

～12:00

午後　１:30

～３:30

時　　間 会　　　　　　場 所　　在　　地 対　　象　　地　　域

　　　　　国税庁ホームページアドレス　http://www.nta.go.jp�
タックスアンサーホームページアドレス　http://www.taxanser.nta.go.jp

こ の 社 会 あ な た の 税 が 生 き て い る ！！ 

本年、「税を知る週間」は、「税を考える週間」に 

変わります。国の基本となる税の仕組みや目的を 

考える週間です。 
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◎自動車税の納付はお済みですか？
東京都主税局では、指定された納付期限まで

に納付をいただけない方には、すでに納付され
ている方との公平性を確保するため、勤務先や
金融機関等に対して財産調査し、給料・預貯金
等の差押えを執行することになります。
早急に納付をお願いします。

◎三宅島帰島支援のための義援金募集
三宅島島民の方々の避難生活が4年もの長期

にわたる中で、島内の住宅は荒れ果て、家財道
具も殆ど使用できない状況になっています。こ
のような中で、三宅村は平成17年2月を目途に
帰島する方針を決定しましたが、帰島後も当面は
収入も安定せず、これまでの避難生活以上に厳し
い生活を余儀なくされることが予想されます。
島民の方々の帰島の準備及び生活再建を支援

するために、改めて都民の皆さんのご支援・ご
寄付をよろしくお願いいたします。

【義援金振込先】

※�東京善意銀行に関するお問い合わせは、
電話　03－3235－1161

注）なお、郵便局及びみずほ銀行本支店における
「窓口取扱い」には、振込手数料はかかりま
せん。

【問い合わせ先】
福祉保健局国民健康保険課
（電話　03－5320－4164）

◎不動産公売のお知らせ
東京都と区市は合同で、不動産を入札の方法

で売却（公売）します。

＊７月の公売では、都内や東京近郊のマンショ
ン、長野県の別荘地などの物件がありました。
お問い合わせは、
主税局徴収部徴収指導室　徴収指導係

（03－5338－3024）まで

中野都税事務所　電話 3386－1111

都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 
東京都中野都税事務所

　ムサシヤ果物店（第三支部副支部長　加藤弘海氏のお兄様の店）、それは野方駅前“北原通り商店街”に入る
と左側三軒目にある。店先に並べられている、リンゴ、みかん、もも、かき、梨、すべてが一つ一つキャップに
包まれていることに目を引かれる。山積みされている果物は一つもなく、みんな整然と並んでいる。西武線が
開通したのは昭和２年、この店は昭和７年の開業というから、今年で創業72年目になる。 
　開業当時から、“目利きの果物店”ということで、新鮮な質の良い果物を扱うお店として地元では定評の店で
あったという。 
　美しい奥様とお客様に気配りをかかさない御主人、それに御子息さん御夫婦、他２人と計６人でいつも急が
しそうに店の中を行き来している。店は御子息さんにまかせてあるので、三代続いていることになる。 
　かつては、日銀総裁の速水さん、タレントのオサルさん、山本学の奥様らが、良くお店にいらして下さったと
のこと。御主人のお人柄と、店頭の新鮮な果物がこれらのお客様との関係を作り上げたことは言うまでもない。
お話を伺っているわずか10分足らずの間にも大勢のお客様が店頭に訪れていた。　　　　　　　　（記　本間誠二）�

ホットなお店紹介�

〒165－0027  東京都中野区野方6－32－4 
　　　　　　　 電話　03-3339-2904

受付機関名�
口　座　名�

義 援 金 振 込 口 座 �

口座番号�

郵
便
振
込�

銀
行
振
込�

東京都島しょ災害義援金口座�

日本赤十字社東京都支部�

東京都共同募金会�

�

東京都島しょ災害義援金口座�

�

� 東 京 善 意 銀 行 �

東京都�

日本赤十字社東京都支部�

東京都共同募金会�

東京都�

�

※�東京善意銀行�

00150-1-100220�

00130-5-7883�

00120-9-100250�

�

�2334133�

�

�549248

みずほ銀行・東京都庁出張所�

みずほ銀行・飯田橋駅前支店�

公 売 物 件�

及び�

入 札 手 続�

東京都主税局ホームページ�
（URLは、http://www.tax.metro.tokyo.jp/）�
または、�
各都税事務所・参加している区・市役所に�
ある「不動産公売案内」をご覧ください。�

平成16年11月9日（火）�

都税事務所、参加区・市役所（合同）�

都庁第一本庁舎4階北側　第一入札室�

公売予定日�

実 施 機 関�

会　　　場�
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

９月16日、サンプラザにおいて、�中野法人会

（飯田又右衞門会長）中野優申会（石井卓彌会長）

の共催で「講演会」が開催されました。

講師に、中野税務署長寺端正様を招聘し、『漆の

実のみのる国～歴史に学ぶ経営～』と題して講演

をしていただきました。

寺端署長は、両会に対して御礼の言葉を述べら

れた後、小説家藤沢周平先生の作品である「漆の

実のみのる国」の主人公上杉鷹山を題材にし、多

くの方から学ばれた税務での経験を併せ、歴史上

の名君と近年の素晴らしい経営者とを対比されな

がら、昨今の厳しい社会情勢の中でも企業経営の

参考になることがらについて、わかりやすく講演

されました。

（次に、大要を掲載させていただきます。）
演題「漆の実のみのる国」とは、「たそがれ清兵

衞」の作者として有名な藤沢周平先生がお書きに

なった「江戸時代中期、破滅寸前だった東北の小

藩（米沢藩）を再建すべく改革に挑んだ名君（上

杉鷹山）の悩める姿を描いた小説」の名前です。

この作品の舞台となりますのは、上杉謙信につ

ながる上杉家を藩主とする出羽の国・米沢藩であ

ります。当時の米沢藩は、隆盛を誇った会津統治

時代の多くの武士を抱え、借財も多く、更には、

度重なる天災によって藩の財政は破綻寸前でした。

そのような中、弱冠17歳の若さで藩主となった上

杉治憲（はるのり）、後に名君と呼ばれる「上杉鷹

山」が登場します。

作品の中の上杉鷹山は、時の英雄的な名君では

なく、むしろ逆に、窮乏化していく藩の中にあっ

て、�本当に自分の改革は成功するだろうか、�

自分が行っている改革は、本当に効果があるだろ

うかといつも不安を抱え、時には、自分は「名君

気取り」しているだけではないかと、自我自嘲す

る場面もあり、悩める組織のトップの印象です。

若くして藩主となった治憲は、昔ながらの古い

考えを持つ家臣の反対を受けながらも、一部の味

方する側近の協力を得て、次々に藩政改革を断行

して行く訳です。

この小説の中で書かれている藩政改革は、上杉

鷹山の私利私欲ではなく、家臣・領民のための豊

かさを求めております。そのことを基本として、

�倹約をすすめ、自らがその政策の中に身を置く

こと、�新規事業の奨励、�下級家臣の登用、�

政策を行うための能力のある者の重用、�他人の

意見に耳を傾けること、�しっかりとした将来の

見通しを立て、常にチェックするなどの施策、そ

して、これらの施策を組織として実行するための、

組織をまとめる難しさなど、現代でも通用する手

法ではないかと考えます。

それらの手法を、形を変えながらも現代におい

て実践され、当時の私にとって、新鮮で印象深か

った方々を紹介します。

先ず、自社の置かれている状況を的確に市場分

析をした上で、将来の見通しを立てられ、新規開

発を行っていた機械メーカーの方、次に、企業の

設立当初から経営方針を立て、20年以上先の長期

計画をグラフや表にまとめられ、その上で経営実

績と常々比較し、経営方針の評価や問題点をチェ

ック、その反省の上に立って、次のステップへ進

む方針を立てられていた繊維メーカーの方、そし

て、従業員全員に収益状況・決算状況をオープン

にして、常に従業員と共に会社の現状を検討する

ことで、意思統一を図り、目標に向かって一丸と

なっていた資材販売会社の方、更には、経営者自

ら率先して働き、企業経営の姿勢を示し、また、

男女格差を設けず、アイディアや能力のある若年

者を積極的に登用していた食品小売業の方、今更

ながら、これらの会社を思い出す度に、時代の移

り変わりがあろうとも、企業経営においては、経

営者の姿勢が非常に重要で、それが従業員に伝わ

った時に、大きな組織力となって現れると感じて

います。

最後に、寺端署長は、両会の会員に対し、事業

の発展及び隆盛を祈念され、講演を終了されまし

た。

� 講 演 会 �
「 漆 の 実 の み の る 国 」

～歴史に学ぶ経営～
講師：中野税務署　寺端　正様

熱心に聞き入る皆様

講師の寺端署長
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～年金基礎知識年金受給条件と請求時期について～
９月９日、中野法人会館において、�東京社会保
険協会評議員の武藤玲氏の担当で、内容的には、今
回初めての研修になりますが「年金の基礎知識」と
いうことで行われました。
研修内容の主旨のみを掲載させて頂きます。
老齢厚生年金の支給について、60歳代前半の老齢
厚生年金と60歳代後半以降の老齢厚生年金について
話され、65歳を境にして２種類に分けることができ
る。ひとつは、老齢厚生年金、もうひとつは、老齢
基礎年金です。
又、社員が加入している年金には、国民年金・厚
生年金・及び基金に加入しているところは、厚生年

金基金があります。厚生年金基
金は、各加入基金のシステムで
実施されます。
又、請求については、誕生日
の前日が年齢達成日になり、60
歳で年金を請求できる方は、60
歳到達日以降に裁定請求に必要
な書類（戸籍謄本・住民票等）
を揃えて下さい。
請求先は、国民年金（第１号被保険者）のみの加
入の方は、住所地の市区町村へ。その他の年金は、
社会保険事務所になります。注意しなければならな
い点ですが、雇用保険（失業保険）を受給すると年
金は、支給停止になるということです。国民年金に
ついても２つのタイプがあるので気をつけて下さい
……。研修を担当して頂いた武藤氏には、様々な例
を引きながら、大変に明解に講義をして頂き感謝申
し上げます。
今回、年金について研修を致しましたが、今後の
こととはいえ大変に勉強になりました。
今後、毎年９月の研修教材として、「年金につい
て」ということで開催して参ります。
＊「第265回研修会（年調）」を、11月11日、法人会
館にて開催致します。

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

◆源泉研究部会◆

『第263回研修会』

充実した研修に感謝…

講師の武藤氏

～自己紹介とひとこと～
青年部会では、８月６日に役員会を開催し、事業
計画の下期の具体的な活動について検討審議致しま
した。
又、９月10日、中野法人会館において、「署の幹部
の方を囲んで～～自己紹介とひとこと～～」と題し
て、税務署に対しての要望、業界の現状（動向）、税

に対して思うことなどをテーマ
に開催しました。
署からは、鴫原副署長、中村
第1統括官、西村審理上席にご
出席して頂き大変に内容の充実
した研修会になりました。
開会前には、ビデオを上映し
ました。９月３日の会員増強・
進発式を受け、青年部会として
も会員増強に向けてのスタートの会合になりました。
又、９月28日は、青連協主催の「第13回チャリテ
ィーゴルフ大会」が、武蔵松山カントリークラブで
開催されました。中野からは、横山部会長を始め12
名が参加されました。
＊10月２・３日の「第29回中野まつり」には、社会
貢献委員として多くの青年部会の役員の皆様が参
加されました。
＊12月９日に、「第133回研修会」を、５時から法人
会館で開催予定です。

◆青年部会◆

『第130回研修会』

内容の深い研修会が…

横山部会長
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～初代会長に大島部会長が就任～
�全国法人会総連合は、９月１日、新宿のセンチュリーハイアット東京で、女性
部会連絡協議会の発会式を開催しました。坂本同協議会副会長が、設立経過報告を
行った後、大島協議会会長が抱負を語られました。

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

◆女性部会◆

『全法連・女性部会連絡協議会発会式』

挨拶する大島部会長

9月15日、役員会を開催致しました。今年度の事業
計画に沿い、下期の活動について、真剣に討議され
ました。
前段では、中野税務署において、寺端署長、鴫原

副署長、中村第1統括官、西村審理上席にご出席頂き、
自己紹介を中心に、税に関しての質疑応答など、親
しく懇談させて頂きました。
＊全法連主催の「第68回秋の女性セミナー」が、９
月30日、講師に、浅井信雄氏（国際政治学者）、
井上康子氏（ファイナンシャル・プランナー）を
招聘し秋田市で開催されました。
＊10月2・3日の「中野まつり」に、社会貢献委員と
して参加しました。
＊「第96回研修会（見学会）」を11月12日に予定し
ております。見学場所は、日本銀行本店＆貨幣博
物館です。（詳細は事務局まで。）
（尚、第94回研修会（淡島ホテル）は、次回掲載
をさせて頂きます。）

（当番幹事　�コーノ　高野郁子）
８月27日、「第92回研修会（旅と音楽の集い・鑑賞
会）」が行われました。
今回は、よみうりホールで、しかも夜の開催時間
にも拘わらず26名が参加されました。
第１部は、アジアの旅と題して、これからがシー
ズン到来のアジアが紹介されました。又、年末特別
企画の「バンコクで迎えるお正月」の紹介には、身
を乗り出してスクリーンを見入っておりました。さ
て、いよいよお待ちかねの「雅楽師・東儀秀樹氏」
の登場です。今回は、中国の若いミュージシャン６

名と出演されました。
ニューエイジア・蒼き海
の道など演奏されましたが、
特に、６名の中国のミュー
ジシャンのソロ演奏が素晴
らしかったです。心の奥深
く浸透し、とても感動的な
一時でした。

『第92回研修会』
（当番幹事　�惠三　小川敬子）

エルミタージュ美術館展が、江戸東京博物館で催
されているのを機に、鑑賞会として企画されました。
参加者は、30名でした。
エルミタージュ美術館では、現在300万点以上の作
品を所蔵し、世界屈指の美術館となっております。
今回は、これらのコレクションの中から、127点が
展示されておりますが、エカテリーナ２世のカエル
の紋章入りの陶磁器セット、金杯、マリヤ・フョー
ドロヴナの椅子…。又、絵画では、ブーシェ作「キ
ューピッドー詩の萬意」などなど、大変に見応えの
ある正に至宝そのものでした。中でも、黄金の馬車
は、エカテリーナ２世の黄金の馬車としてあまりに
も有名です。
ロシア美術の黄金時代を築いたエカテリーナ２世
の華麗な18世紀
ロシアの歴史的
ロマンを鑑賞す
ることが出来、
夢のひと時を過
しました。とて
も素敵でした。

『第93回研修会』

寺端署長を囲んで

華麗な18世紀の美に触れて…ゲストの東儀秀樹氏
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会員増強及び下期の支部活動について
真剣な討議が行われました。
会員増強に関しては支部の目標20を何
としても達成しようとの息吹がみなぎっ
ておりました。

各支部
で役員会を開催！各支部
で役員会を開催！各支部
で役員会を開催！

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

【�デジコム　坂崎隆義】
８月下旬から９月下旬までの水曜日の夕方に開
催された「第３回パソコン教室」が無事に終了し
ました。今回は受講生の技量にばらつきがある「中

級教室」は中止し「入門教室」に限定しました。
それでも予想以上の申込みをいただき、参加をお
断りした会員の方も多く、申し訳ありませんでした。
今回も会場を提供していただいたエスピーブレ
インさんからは、最新の基本ソフトを搭載したノ
ートパソコンをお借りできました。まっさらの新
型パソコンは動作も快適で、皆さんの満足度も高
かったようです。
パソコンのスイッチを入れるところから始まり、
最終回では教室内の「生徒」同士で電子メールの
送受信までできました。
「パソコンに向かって３ケ月。今回の講習でア
レルギーがなくなったようです」（72歳・男性）と
いったアンケート結果も寄せられました。必要な
ことだけ覚えれば、パソコンは便利な道具です。
これを機会に親しんでいただければと思います。

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆3支部合同、第3回パソコン教室◆

皆様、真剣に…

★「９中央・９本町、10・11・12支部合同親睦ボウリング大会のお知らせ★
日　　時 11月26日（金曜日）
集合場所 午後６時15分集合（スタート６時30分）
場　　所 サンプラザボウリング場 Ｂ１

参加費用 ￥２，５００
（ゲーム代・�代・軽食代込み）

競技方法 １人２ゲーム（女性ハンデ有り）
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10月２日・３日、「第29回中野まつり」
が行われました。
今回のテーマは『区民が主役！ひろげよ
う　ふれあいの輪　ともにつくる人間の
町』です。 初日は突き抜けるような大晴
天下で、恒例のおはやし、獅子舞、かっぽ
れ、花笠踊りなどが…。当法人会も事業委
員会・青年部会・女性部会の役員さんが昨
年から社会貢献委員会ということで参加し
ました。翌３日は、生憎の雨。それでも役
員の皆様は、時間通り集合され、何とか午
前中でみなさんに配りましょうとの合い言
葉通り、スタートして２時間足らずで無事
終了しました。雨天の中での実施に、多少
の戸惑いもありましたが、役員の皆様始め
協賛の皆様のお力で無事終了致しました。

（記　広報委員）

駅前には、まつりの提灯が

青年部会の皆様、ご苦労様

クイズをやって、ラーメンを…

一度は乗ってみたい消防車

税の無料相談

事前の袋詰めが大変！

女性部会の皆様、ご苦労様です

子供の広場で、ヨーヨー釣り…

お父さん、ご苦労様…！ワーイ！風船もらったヨー！

会長、事業委員長も……

子供の広場で、夢いろいろ…！

気になる袋の中身は……
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～ よりよい生活環境の創出をめざして ～�

第3回  企業訪問� 株式会社  クリアス�

Clear Space & Clean Earth

～ よりよい生活環境の創出をめざして ～�
　21世紀は「環境の世紀」ともいわれ、社会経済の構造が大きく転換しています。�

次世代に向けて、地球規模の環境保全と資源循環型社会の構築は大きな課題です。�

当社は環境技術の向上と専門的技術者の育成に努め地域社会へ貢献していきます。�

次世代を担う「環境エキスパート」の可能性を追求し、
地域へ貢献していきます。 

都市環境整備部門 

安定したテクノロジーを需要に応じて提供していきます。 
環境科学装置部門 

専門的スキルを磨いて社会へ還元し、キャリアの向上
に努めます。 

人材派遣部門 

都市環境整備を中心に行っている企業ですが人材派遣
にも力を入れております。 
中野区周辺企業の人材のことならぜひ一度お気軽にご
相談ください。 
どのようなお仕事でも、どこよりも早く、安く、有能
な人材をご提案いたします。 

一般労働者派遣事業許可　般　13－3000098

�名　称　株式会社 クリアス 
�代表取締役　石附�雄 
�所在地　東京都中野区新井1－11－2  宮地ビル 
　　　　　TEL  03－3388－7500 
　　　　　FAX  03－3388－7507 
�設　立　平成7年4月 
�資本金　2，000万円 
�事業所　全国75ヵ所 
�従業員　技術職　190名 
　　　　　事務職　 15名 
　　　　　　　計　205名 
 
�名　称　株式会社エコファイン 
　　　　　TEL  03－5318－1500 
　　　　　FAX  03－5318－1501 
�設　立　平成12年9月 
�資本金　1，000万円 

■ ■ ■  会 社 概 要  ■ ■ ■  

（社）中野法人会会員�（社）中野法人会会員�

この会員証紙を切り取って確定申告書にお貼りください。�


