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（２ページに写真説明）

（詳細は事務局まで）
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。
従来の会員証は既に廃止。
（申告書には、中野法人会報の最終ページ下の会員証を貼って下さい。
）

http://www.nakanohoujinkai.org
（1）
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板 （5〜6月行事予定表）
内

容

1：00〜 1：30 女性部会・第25回定時総会
1：45〜 2：15 女性部会・創立25周年記念式典
2：30〜 4：15 女性部会・ランチタイム＆記念の集い
11：00〜12：30 広報委員会

会

場

備

考

ウェストフィフティー
サード 3F（日本閣）
ウェストフィフティー
サード 3F（日本閣）
ウェストフィフティー
サード 3F（日本閣）

法

人

会

館

4：00〜 5：00 源泉研究部会・第277回研修会

署・別館会議室

5：00〜 5：30 源泉研究部会・第31回定時総会

署・別館会議室

4：00〜 5：00 青年部会・第142回研修会

署・別館会議室

5：00〜 5：30 青年部会・第26回定時総会

署・別館会議室

終了後：交流会
サンプラザ15F リーフ

3：00〜 3：15 正副会長・総務・事業・事前役員会

中野サンプラザ13F スカイ

一般受付：3：30〜

4：00〜 5：30 第31回通常総会

中野サンプラザ13F スカイ

ご来賓：4：20集合

5：40〜 7：10 祝賀パーティー

中野サンプラザ13F コスモ

1：30〜 3：30 決算法人説明会

署・別館会議室

1：30〜 3：30 新設法人説明会

署・別館会議室

3：00〜 3：45 東法連・通常総会
（贈呈式4：00〜）

明 治 記 念 館

1：30〜 4：00 書き方説明会

法

人

会

館

2：00〜 3：30 源泉研究部会・第278回研修会

法

人

会

館

1：30〜 3：30 第29回・初歩の簿記講習会

法

人

会

館

2：00〜

全法連・第１回女性フォーラム

札幌パークホテル

拡大常任理事会（予定）

中野サンプラザ

未

定

終了後：交流会
サンプラザ15F リーフ

参加対象：
正副会長・受彰者

終了後：役員会

第11回パソコン講習会は、同封のご案内をご覧下さい。
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（有）デジコム

坂 崎 隆 義 氏

（2）

―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388−6896 中野法人会事務局まで）――

平成18年５月１日

会長代行の挨拶のあと、宮島副会長（事業・特別
委員長）により、「法人会の歴史と事業概況」と
いう事で研修会を行いました。
第２部の懇親会では、新入会員の皆様から自己
紹介・企業紹介があり、大変に和やかな雰囲気の
中、盛会裡に終了しました。

恒例の『新入会員・特別交流会』が、２月23日
（木）サンプラザにて開催されました。
今回は、平成15年から平成18年２月までにご入
会して頂いた会員の皆様です。新入会員の方が24
名、各支部の役員の方が52名参加されました。
宮坂副会長（組織委員長）の開会の挨拶、鈴木

鈴木会長代行

宮坂副会長

宮島副会長

法人会…歴史あるすごい会なんですね…

参
参加
加さ
され
れた
た新
新入
入会
会員
員の
の皆
皆様
様

越
後
副
会
長

確定申告初日
（2月16日）
来年こそ、
皆様も早期提出を！
申告書を提出する鈴木会長代行、越後副会長、榎本総務委員長代行等…
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――
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法人会の研修等にはできるだけ参加し、他の会
員の方と交流を深め情報交換の場を持ちたいと思
います。
どうぞ宜しくお願いします。

（有）ベンチャーバイザー
藤岡 賢士
当社は循環型社会の構築を目指
し、バイオマス 炭化・発酵 コ
ンサルティングを行っております。この度、皆様
との出会いに大変感謝しております。
今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願
い致します。

（有）あどにす
福沢 三代子
１昨年、クリアス社長からお進
めいただき入会させていただき、
今回交流会に参加させていただきました。税務署
長様はじめ役員の皆々様のあたたかい歓迎をいた
だき、会員としての自覚をあらためて感じました。
私共は小さな企業ながら、夢は果てしなく大き
く健康な農作物を各家庭に供給する活動を生産者
と共に行っています。今はまだ小さな組織ですが、
法人会の目指す方向に沿って大きく社会貢献でき
るようはげんで行く所存です。ありがとうござい
ました。

（株）鋭光グラフィックアーツ
蒲 知恵子
社長の代理で新年賀詞交歓会に
つづき交流会にも参加させていた
だくことになりました。
心もとない気持ちで出席致しましたが大同生命
保険の方や支部の方々の温かい励ましと助言で企
業経営者の皆様とご挨拶をし名刺交換をすること
ができました。そして健全な納税者であることの
大切さを改めて考える時間でもありました。重要
な印刷物の製作にはぜひ弊社を思い出して下さい
ますように宜しくお願い申し上げます。

（有）オールウェーブ
野 宏
この度は中野法人会に加えて頂
き、有難うございました。交流会
では様々な方に声をかけて頂き、大変有意義な時
をすごす事が出来ました。税務行政の理解を深め
るのみならず交流会などにも積極的に参加したい
と思っております。

（有）カントリーローズ
菊地 澄恵
初めまして、江古田でカントリ
ー雑貨を扱う自宅ショップをオー
プンしまして法人会に入会しました。今回交流会
に出席させて頂き役員の方、先輩会員の方々にお
会いしてとても暖かい交流が出来、良い勉強にな
り有意義な経験をさせて頂きました。今後も積極
的に行事に参加させて頂きたいと思います。宜し
くお願い致します。又、ご自宅やプレゼントにお
使いの時は是非ご来店下さい。

（株）ジーエッチエヌ
グランドホテル中野
橋 松江
社長の代理とは言え、殆んど法
人会の組織内容も分からぬまま出席させて頂きま
したが、他の企業の方々との名刺交換や、和やか
な歓談に夢中になり、思わず時を忘れてしまいそ
うでした。これを機に、会員どうしの交流を更に
深め、お互いより多くの情報を交わし乍ら歩んで
いきたいと思っております。そして宿泊施設のみ
ならず『気さくな憩いの場』として、これからも
地域住民に親しんで頂ける様、努めてまいります
ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

（有）アイケーサービス
相原 一浩
この度中野法人会の一員になれ
ましたことを大変光栄に思います。
当社は、H15年６月に厨房設備・機械の販売・
メンテナンスを行う会社を設立しました。
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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）――

平成18年５月１日

程、よろしくお願いいたします。

（株）アイユーメモリー
内山 雅樹

（株）太平洋テック

この度、新入会員の特別交流会
に参加させていただき有難うござ
います。色々な企業の方と交流出来、有意義な時
を持て感謝申し上げます。当社の特徴は、海外
SOSサービスで海外から日本への搬送業務及び日
本から海外への搬送業務を大手損保会社とタイア
ップし数多くの実績を残しております。又主力の
葬儀に関しましても、お花をテーマにして故人の
好きだった花や思い出深い花々で飾られた祭壇を
納得の価格で提供できる様、その手伝いをする事
が私共の使命と考えております。地元の先輩会員
のご指導を仰ぎながらよりいっそう地域に貢献出
来る様な企業を目指し努力していく所存です。今
後共ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

関東クエストコーワ（有）
野 好造
私は会社を立ち上げてから１年
が過ぎようとしています。そんな中、今回始めて
中野法人会の「新入会員・特別交流会」に参加さ
せていただきました。法人会の存在や意義が十分
に伝わってきた有意義な会合でした。新入会員の
皆様の挨拶を伺って改めて自分も頑張らなければ
ならないとの思いを感じた次第です。今後は地域
に貢献できることを目指して頑張って行きたいと
考えています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

山中 康裕
当社は中国貿易の専門商社で
す。取扱い商品は日用品から産業
機械や大型プラント設備まで及んでいます。社員
は半分日本人、半分外国人で全員日本語、中国語
そして英語ができます。海外拠点は中国北京、上
海、天津、武漢と深●計五ヶ所と台北、シンガポ
ール、ロサンゼルス等にもスタッフを置いていま
す。とにかく中国のことならどうぞお気軽に当社
へお問合せ下さい。

ドコモショップ中野坂上店
鈴木 彩子
この度は中野法人会の一員に暖
かく迎えて頂きありがとうござい
ます。常日頃より法人会の様々な活動を通して、
地域経済の発展にご尽力されている方々と有意義
な時間を共有できましたこと大変感謝しておりま
す。今後ともご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い致
します
また携帯電話のことなら「ドコモショップ中野
坂上店」へお気軽にご相談下さいませ。

アロウジャパン（株）
武川 恭子
米国本社製医療用具の輸入販売
業を日本で展開して18年になりま
す。カテーテルという名前をどこかでお聞きにな
ったことはありませんか。
中野法人会はとても和やかな雰囲気の中、互い
に切磋琢磨しようという意気込みが感じられ、そ
の一員として暖かく迎え入れて頂きましたことを
感謝しております。今後も税務関係の催し物等、
積極的に参加し勉強させて頂きますので、御指導
のほど宜しくお願い申し上げます。

（株）21センチュリープランニング
ハロー文化学院
小島 清美
伝統ある中野法人会の会員とし
てお迎えいただきまして、誠に光栄に存じます。
少子高齢化の時代、住民人口の減少は地方ばか
りでなく、都会においても避けて通れない問題で
す。私どもは、地域コミュニティを再生すること
で、活力と魅力ある「中野」づくりに貢献したい
と考えております。
これからも先輩方の教えを頂きながら、一歩ず
つ歩んでまいりたいと存じます。ご指導ご鞭撻の
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平成１７年度新入会員
第1支部（上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮）
上鷺宮2−11−5
上鷺宮3−16−16
鷺宮1−6−2
鷺宮3−9−20
鷺宮5−2−2
鷺宮5−14−12
鷺宮5−24−23−102
白鷺2−17−12
若宮2−53−11
若宮3−42−12
若宮3−39−10
第2支部（江古田・江原町・丸山・沼袋）
江古田1−24−17−308
江古田2−7−7
江古田2−12−5
江古田2−18−7
江古田4−6−1
江原町1−24−6
江原町2−6−3−503
江原町2−24−14−201
江原町3−19−8 エーコービル
沼袋2−3−3
沼袋2−3−4 第7さかえビル403号
沼袋3−7−2
沼袋3−16−3

第3支部（大和町・野方）
大和町1−13−3
大和町1−27−3−308
大和町1−68−11−602
大和町3−39−6
野方1−40−5−503
野方2−59−1
野方3−14−10
野方4−1−12
野方4−10−2−105
野方4−21−1−2F
野方6−4−1
野方6−12−4

第5支部（松が丘・上高田）
松が丘1−22−11
上高田1−14−7
上高田1−32−1 紫光ハイツ101
上高田2−9−11
上高田3−20−11
上高田4−34−5 スクエア302

新井1−1−2
上高田2−40−11 小林ビル1階
新井1−11−11−303
川口市西青木2−9−15−102
新井2−36−9
沼袋3−4−19
新井5−1−9

第9本町支部（本町４丁目〜６丁目）
本町4−19−8
本町5−35−9
本町5−33−7
本町6−22−11−201
本町6−27−12−8F
本町6−27−13
本町6−35−14−6F
本町6−36−5

第6支部（中野４丁目〜６丁目）
中野4−7−1 野口ビル5F
中野5−3−28
中野5−15−14
中野5−46−10
東中野1−15−12 3ーバンライフ村松203
東中野1−24−8 エスポワール1F
東中野1−46−11 HIKOT BLD

第10支部
（中央１丁目〜２丁目、本町１丁目〜３丁目）
中央1−38−1 住友中野坂上ビル16F
中央2−17−1
本町1−13−18
本町1−32−2 ハーモニータワー5F
本町2−28−11 不二ハイツ805
杉並区堀ノ内2−1−26−201
本町3−20−17−1階
本町3−29−10−202
本町3−29−13−401
本町3−30−14 コアシティ中野坂上406

第7支部（東中野）
東中野1−50−1
東中野1−51−3 東中野第2コーポ303
東中野3−15−13
東中野4−4−2 守田ビル2F
東中野4−5−14
東中野4−27−25 三菱ビル
第8支部（中野１丁目〜３丁目）
中野1−15−1
中野1−32−16
中野1−41−3
中野2−14−8
中野2−23−1 ニューグリーンビル208
中野2−28−1 中野J・Mビル7F
中野3−27−19
中野3−34−3−713
中野3−34−16
中野3−37−4
中野3−50−13

第9中央支部（中央３丁目〜５丁目）
第4支部（新井）

中央5−37−1
中央5−38−13 エスエス10A402
中央5−39−13

新井5−11−4
新井5−22−1

中央3−1−20−303
中野5−67−6−402
渋谷区代々木1−34−3 第17菊地ビル2F
中央4−17−3
中央4−27−4
中央4−45−6 セントラルホームズ102
中央5−4−20
中央5−4−22

第11支部（弥生町）
弥生町1−12−6
弥生町1−22−1
弥生町2−3−4
弥生町2−5−16
弥生町2−7−5
練馬区大泉町4−22−25
弥生町2−19−9
弥生町4−6−13
弥生町4−13−11
弥生町4−14−4
弥生町4−25−1
弥生町5−22−2
第12支部（南台）
南台1−12−7
南台2−7−6
南台2−41−12
南台3−3−13
南台3−15−12
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税 務 署 だ よ り
平成18年度

国家公務員採用Á種（税務）試験のお知らせ

人事院・国税庁では、下記のとおり「平成18年度
国家公務員採用Á種（税務）試験」を行います。ご
興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせ
ください。
◇受 験 資 格 昭和61年４月２日から
平成元年４月１日生まれの者
◇試 験 種 目 第１次試験 教養試験、
適性試験、
作文試験

◇申込書交付期間
◇申込書受付期間
◇試
験
日

５月８日·〜６月27日¸
６月20日¸〜６月27日¸
第１次試験 ９月３日¶
第２次試験
10月12日º〜10月19日ºのうち
指定する日
◇最終合格者発表日 11月９日º
◇お問い合わせ先 中野税務署・総務課
（@ 03−3387−8111 内線204）

都 税 だ よ り
◎5月は、自動車税の納期です。
５月１日·、平成18年度の自動車税納税通知書を
送付します。
納期限は、5月31日¹です。忘れずにお納めくだ
さい。
東京都の自動車税はコンビニでも納付できます。
《利用可能なコンビニ》
サークルK サンクス セブン‐イレブン
ファミリーマート ミニストップ ローソン
（50音順）
さらに平成18年４月１日から、金融機関・郵便局
のペイジーマークの付いたＡＴＭやインターネット
バンキング等でも納付できるようになりました。
（この方法で納付した場合は、継続検査用（車検用）
の納税証明書を後日郵送します。
）
○問い合わせ先
主税局自動車税係
(03−5388−2954
東京都自動車税総合事務所 (03−5985−7811
※テレフォンサービスもご利用ください。
(03−5985−7815
(03−5950−7222
◎障害者手帳等をお持ちの方へ
自動車税の減免手続きはお済みでしょうか。
《手帳の種類》
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉
手帳、戦傷病者手帳
※減免が受けられる障害の程度については
自動車税総合事務所（03−5985−7814）へ
お問い合わせください。
《減免が受けられる自動車の所有（登録）及び使用
状況等》

)障害者の方が所有（登録）し、運転する場合
*障害者の方又は生計を同じくする方が所有（登
録）し、生計を同じくする方がその障害者の方
の通院・通学等のために運転する場合
※個人名義の自家用ナンバーに限ります。
《申請期限》
)すでに自動車を所有している場合
……納期限まで
*新たに自動車を取得した場合
……登録（取得）の日から１か月以内
※申請期限を過ぎると減免を受けられませんので、
ご注意ください。
《申請手続き》
下記の必要書類をご持参のうえ、自動車税総合事
務所又は最寄りの自動車税事務所・都税事務所（都
税支所）・支庁に申請してください。
)障害者の方が所有（登録）し、運転する場合
b減免申請書 b上記の手帳 b運転免許証
b印鑑
*障害者の方又は生計を同じくする方が所有（登
録）し、生計を同じくする方がその障害者の方
の通院・通学等のために運転する場合
b減免申請書 b上記の手帳 b運転者の運転
免許証 b印鑑 b住民票（生計を同じくする
方の同居が確認できるもの） b障害者の方の
ために使用されていることが分かる書類（通院
証明書、通学証明書等）
※詳細は自動車税総合事務所（03−5985−7814）
へお問い合わせください。
○問い合わせ先
中野都税事務所 (3386−1111
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新会社法・研修会に参加して
新会社法・研修会に参加して
田中金属` 田中佐季
２月７日、中野法人会・事業委員会主催で『新
会社法・研修会』が開催されました。講師に、司
法書士の勝猛一氏、社会保険労務士の高橋郁也氏
を迎え行われ、45名の方が参加されました。
平成17年６月29日、第162回国会で『会社法』が
成立しました。
今まで、会社に関する規定は、商法第２編、有
限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律など、様々に分散しており一つの法
律にまとまっていなかったようです。
明治32年に制定された商法、昭和13年に制定さ
れた有限会社法は、ともに片仮名文語表記で読み
にくいと言われてい
ました。
新会社法は、会社
に関する法律を一本
にまとめ、条文を再
様々に改正されるんですね…
構成するとともに、

平仮名口語体表記と
なり、体系的で分か
りやすい法律になっ
たそうです。又、実
質的な改正も大幅に
講師の勝氏
講師の高橋氏
行われるようです。
特に、中小企業に関連する部分としては、株式会
社制度と有限会社制度の統合、機関設計の柔軟化、
事業承継に活用できる株式制度の拡充、会計参与
制度の導入、最低資本金の撤廃、合同会社の新設
など非常に多岐にわたっており、それによって得
られるメリットも様々なようです。
更によく学び、こうしたメリットを活かせるよ
うにして参り度いと思います。
お二人の講師の説明は、大変に分かり易く、1
時間があっと言う間に過ぎてしまいました。研修
会に参加して本当に良かったと思います。有難う
ございました。

D 第31回通常総会のご案内 D
【通常総会】
１．日 時：平成18年５月18日º
午後３時半より受付
午後４時開会
１．場 所：中野サンプラザ13F スカイルーム
（ＪＲ中野駅下車）

【懇親会】
１．場 所：中野サンプラザ13F コスモルーム
（午後５時４
０分頃）

ホットなお店紹介
ココ
〒164−0013 中野区弥生町４−25−１
電
話 ０３−３３８１−８５５７
営業時間 午後５：30〜11：30
定 休 日 日曜日

いらっしゃい お店のドアを開けると元気な声が返ってきます。
ここは、中野通りと方南通り南台交差点角の、皆様良くご存知の
「もつ焼・やまもと」です。勿論、何といっても目玉商品は、豚のもつ焼き。一口食べただけで
うーん旨い！ と思わず酒が進みます。
創業以来今年で何と60年…、今は３代目が後を継いでいます。もともとお肉屋さんだったとか…
４代目もお店を手伝っています。かつては、渋谷にも店舗があったそうですが、今は、中野店のみ
…。その分過剰なほどサービス満点です。店は夕方５時30分から11時30分までです。皆さんも仕事
帰りや買物帰りに是非立ち寄って見て下さい。きっと大満足する事、間違いありませんから…。
（記 山下晃司）
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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）――

平成18年５月１日

支 部 だ よ り
《第5支部》

◆会員交流・
食する集いに参加して◆
【a上州屋葬祭 谷津 宣子】
去る、３月28日、新宿の「かに道楽本店」にお
いて、第５支部の「会員交流・食する集い」が開
催されました。
開催日は、確定申告を終えてから…という支部
長の真心溢れるご好意に反して（？）
、参加者は25
名でした。
当日は、定刻に皆様が集合され、小島支部長の
ご挨拶、それから、越後副会長へと続き、いよい
よ待ちに待った乾杯へと…！
乾杯のご発声は、関田副支部長。席についてか
ら、ずっとテーブルの「かに」を横目で見ながら、

かに・カニ・蟹…とにかくお腹いっぱい食べました

やっとその時が来ました〜！とい
う感じです。
第５支部は、毎年趣向を凝らし
て、会員交流会を開催して来てお
り、参加された皆様も旧知の仲の
ようで、乾杯前から、あちこちで
話に花が咲いていました。そんな
小島支部長
中、今年入会されて初めて交流会
に参加された方の清々しいご挨拶にとても感動し
ました。
夫婦で参加された方など、とてもアットホーム
に溢れた一時でした。
何と言っても美味しかったのは、焼きガニです。
話に夢中で、少し焦げ目を多く付けてしまいまし
たが、それでも大変に香ばしく、思わず「主人に
も食べさせたーーい！」と、勿論、言葉には出し
ませんでしたが、心の中で叫びました。これから
も、こうした行事には積極的に参加したいと思い
ます。
かに道楽・本店は、正に大都会・新宿のどまん
中…ですが、まるで、北陸は、金沢あたりで、ゆ
ったりと温泉に入り、その後に食事をしているよ
うな素晴しい雰囲気のお店でした。

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆第7回

3支部合同
ゴルフコンペ◆

【`竹井商会 黒岩 文枝】
３月30日、年度末にもかかわらず、初参加者３
名を含め、19名の参加者で富岡バーディクラブに
て開催致しました。東京は桜が満開となり、バス
の中からも、桜を愛でながら到着しました。ハン
ディ戦２回目、我こそはと闘志を燃やし皆様スタ
ートされました。ゴルフ場の方も白梅紅梅が満開
で天気にも恵まれ、皆様気持ち良くプレーされた
様でした。
ゴルフの成績は下記の通りです。
優 勝
内川 和久
a保全
準優勝
笹原 良枝
`ササハラ電光社
３ 位
須藤 勝見
a鳳月堂
４ 位
三好 正市
東京天然色`
５ 位
酒井 一男
大成土地建物`

富岡バーディクラブ様より賞品にお米を頂いた
り、他協賛頂いた会社様よりも賞品をたくさん頂
きました。次回も奮ってご参加頂きます様よろし
くお願い致します。

富岡バーディー倶楽部にて
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部 会 だ よ り
◆源泉研究部会◆
Ｑ＆Ａ形式での研修
は初めての事でした。
質問事項は、全部で
６項目あり、私も日
常実務の中で気にな
る事を事前に質問し
ていました。いつも
は、本を片手に実務 講師の田中審理官 西條部会長
を行っていますが、やはり活字よりも説明を聞く
と理解が深まるものです。
今回の研修で、改めて、源泉所得税は課税・非
課税の判断やその取扱いが難しいと感じました。
また、他社での事例について聞く事ができ、源泉
所得税には多くの対象がある事を再認識しました。
今後、お聞きした事例と同様のケースがあった時
には、参考にさせて頂きたいと思います。

「第275回研修会を開催」
『誤 り や す い 源 泉 所 得 税 Ｑ ＆ Ａ 』
東合交易㈱ 矢嶌 沙織
２月２日源泉研究部会第275回研修会が開催さ
れました。 研修内容は「誤りやすい源泉所得税
Ｑ＆Ａ」というもので、講師は中野税務署の田中
審理官でした。
今回の研修は、部会員が事前に質問を出し、当
日回答を頂くと
いう形式でした。
私が源泉研究部
会の研修会に出
席するようにな
って、丁度２年
源泉所得税って結構、煩雑で難しい！ になりますが、

◆青年部会◆

「第141回研修会（管外）
」
『介 護 保 険 事 業 の 現 状 と 今 後 』
アサヌマ・コーポレーション㈱ 麻沼 雅裕
２月５日青年部会管外研修会が箱根湯本で開催
されました。今回は部会員仲間である、在宅介護
センター・アスモ ㈲石寿水の花堂代表取締役が
講師となり、
「介護保険事業の現状と今後」と言う
表題で講義をされました。
まずは、どの様な
経緯で介護事業を始
めたかの話しがあり、
その後現場での介護
活動や介護保険制度
についての説明があ
りました。その事よ
り、経営の難しさや
講師の花堂氏

「東法連・青連協平成17年度全体連絡会議」
恒例の「青連協 平成17年度連絡協議会」が２
月23日、ホテルラフォーレ東京で開催されました。
矢島部会長始め、６名が参加しました。第一講座
は、落語百年目を通して経営に学ぶと題して、噺
家の立川談幸師匠が、第二講座は、青年実業家に
託す日本の未来と題して、前国税庁長官の大武健
一郎氏の講演がありまし
た。又、第二部の交流懇
親会では、名刺交換をし
ながら、大変に有意義な
一時を過ごしました。

現場での苦労を伺う
事ができました。ま
た、今後の介護制度
の展開や問題点等の
お話がありました。
花堂講師は、
「制度に
何れは世話になるので…
依存する様な受身の
姿勢を改 め 、 視 野 を 広 げ 色々な角度から見る必
要がある。
」と言っており、高齢化社会からでた
「健康志向」と保険制度の「予防介護」に注目し
た、誰もが使えるコンビニ型フィットネス施設を
考えられているようです。
高齢化社会を迎えた事もあり、部会員全員が熱
心にお話しを聞き、有意義な時間を過ごす事がで
きました。また、今回は20名以上の部会員又ＯＢ
の方々も参加され、懇親会も大いに盛り上がりま
した。
「東法連・青連協第4ブロック連絡協議会」
３月３日、
「巡回評議会」が開催されました。
今回は、新宿の担当という事で、真新宿と言えば
歌舞伎町…正にそのど真ん中に位置する風林会館
で開催され、第一部の講演では、新宿警察より担
当者にお出で頂き、
「再生 新宿 歌舞伎町」と題
して講演して頂きました。当会からは、部会長始
め、12名が参加しました。
「東法連・青連協ゴルフコンペ」
３月９日、青梅ゴルフ倶楽部で、青連協ゴルフ
コンペが開催されました。当会より、木村氏・横
山氏・阿部氏・平野氏が参加され熱い戦いが展開
されました。
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６項目あり、私も日
常実務の中で気にな
る事を事前に質問し
ていました。いつも
は、本を片手に実務 講師の田中審理官 西條部会長
を行っていますが、やはり活字よりも説明を聞く
と理解が深まるものです。
今回の研修で、改めて、源泉所得税は課税・非
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部 会 だ よ り
◆女性部会◆

「第103回研修会」〜私の夢・幻の甲府城天守閣〜
女性部会 副部会長 小川 敬子
早春の肌寒い２月８日、法人会々館に於いて田
中副署長をお迎えして、第103回研修会を開催。
「私の夢・幻の甲府城天守閣」という演題で話をし
て頂きました。その中で、三ツの夢を上げて下さ
いました。
「一ツ目は山梨に甲府−東京間を20分と
いうリニア開通もいつの間にか夢物語りで終って
しまったこと。二ツ目は、連日の話題になった旧
上九一色村（現甲府市及び富士河口湖町）のサテ
ィアン。ようやく見に行った時は、もう何もない
原野となっていたこと。三ツ目は、山梨といえば
戦国武将武田信玄公。英雄以上の人物で、武田節
はあまりにも有名。今なお尊敬の念で迎え入れら
れている。山梨というところは、昔は貧困であっ
たために、城が持てなかったというのが通説でし
た。しかし、約300年の時を経て、平成16年に、
この説がくつがえされ、高さ1. 5m、この大きな

ロマン溢れる講義に感動しました

『源泉研究部会』
（今年創立31年目を迎えました。条件は、法人会
会員であること。
）
年８回、経理、人事、労務等に携わる皆様に大
変お役に立つ研修会を開催しております。又、毎
年好評を戴いております、春の管外研修会、秋の
一泊管外研修会など、部会員同士の親睦会も盛ん
です。年会費は9,600円です。
『青年部会』
（若き企業のトップリーダーを目指すことを主眼に
結成され、26年目を迎えました。年齢が50歳まで
の方なら男女どなたでも入会できます。
）
年５回の研修会を企画しております。中でも毎
年２月に行われる一泊管外研修会は、部会員自ら
が講師となり、毎年好評を戴いております。又、
部会員同士のゴルフコンペ、社会貢献活動の一貫
としての「中野まつり」にも参加しております。
毎年、全法連主催の「全国青年の集い」
（本年は

金箔の鯱瓦が、本丸
跡から発見され、甲
府城には、紛れもな
く天守閣が存在して
いたという確信。こ 講師の田中副署長 三輪部会長
れは、絶対に幻で終らせたくないと云う想いでい
ます。ところが、国の文化財に指定されるのには
史実に基いていなければ…という。今、この史実
の確認のために、関係者達は奔走しているそうで
す。私も、退官後は、この夢の実現のため、協力
をしたいと思っています。
」副署長の心温まるその
郷土を想うお気持ちを伺い知り、歴史的なロマン
を感じながら、お話しに聴き入りました。
「東法連・女連協平成17年度全体連絡会議」
恒例の「女連協 平成17年度連絡協議会」が３月
16日、明治記念館で開催されました。当会より、三
輪部会長始め、７名が参加しました。第１講座は、
東京大学助教授の瀬地山 角氏の講演で、特に社会
貢献活動に関係して、男女共同参画社会について興
味深い話をして頂きました。第２講座は、東法連専
務理事の松本敏朗氏が、法人会における公益法人制
度改革への対応と題して話して頂きました。
懇親会では、大変に盛り上がりましたが、外は生
憎の雨降り、桜が咲くのはまだ先かな…などと思い
ながら帰路に着きました。
（記 参加者Ａ）

山形市で開催）にも多くの部会員が参加しており
ます。年会費は6,000円です。
『女性部会』
（今年創立25年目を迎えました。女性の経営者、
社員の方、どなたでも入会できます。
）
毎年４回以上研修会を開催しております。又、
管外研修会は、日頃なかなか行けないところを企
画し、毎年絶賛を博しております。今まで、最高
裁判所、東京証券取引所、首相官邸、四谷の福田
家、伊豆長岡の三養荘、京都の桂離宮、修学院な
ど企画し多くの方にご参加戴いて参りました。又、
青年部会同様、
「中野まつり」にも参加をし、社会
貢献活動を展開しております。年会費は1,800円です。

多くの皆様方の新規ご加入をお待ち申し上げて
おります。尚、詳細、申込の仕方につきまして、
法人会事務局宛てにお気軽にご連絡願います。
（11）

―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

中

野

法

第12回 企 業 訪 問
企画・製造から
手配・保管・納品まで

人

会

報（148号）

株式会社 山形屋

紙パッケージのことは全てお任せ下さい。

ご 挨 拶
大正 14 年初代（大串幸作）創業以来、文明堂日本橋店・東急百貨店をは
じめ多くのお客様を頂き、約 80 年間紙器業界の一翼を担ってまいりました。
平成元年社長に就任以来、今後もこの 80 年の経験と実績を基により発展
的にお客様の要望に応えるべく所存です。

代表取締役社長

大 串 勇 治

お客様のご発展と共に一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

営業案内

会社案内

■ 営業品目¿

■社

名

・印刷化粧箱・印刷紙器・和紙貼箱

■所 在 地

株式会社

・各種封筒・各種タオル・ＰＰ袋

■設

立

『緊急持出し品セット・非常用食料品』

■ 主な得意先
東急百貨店

03−3320−2478

ＴＥＬ

0493−21−5280

ＦＡＸ

0493−21−5283

昭和27年5月

スーパーバック

（創業大正14年5月）
■資 本 金

3千万円

■年

商

26千万円（平成15年度）

■役

員

代表取締役

大串勇治

専務取締役

根本恵一

取

大串清子

ながの東急

グレープストーン
株式会社協和

岡埜栄泉

平塚製菓

原宿瑞穂

文栄堂

日枝神社
朝日火災海上保険

東京日産自動車販売

締

役

■ 従業員数

18名

■ 取引銀行

三菱東京UFJ銀行江古田支店
三井住友銀行青山支店

■ 主な仕入先

船山株式会社

朝日生命

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。
（社）中野法人会会員

ＦＡＸ

`山形屋紙器店として設立

・避難用品

（社）中野法人会会員

03−5333−4002

埼玉県東松山市石橋14−5

企画・デザイン・サンプル・版下

装道きもの学院

ＴＥＬ
工場

・包装資材全般・その他紙器全般

東急文化村

屋

東京都中野区弥生町1−22−1

・段ボールケース・各種手提げ袋

文明堂

形

本社

・サービス箱・簡易箱・各種シール

■ 営業品目À

山

`協同紙商事・川島商事`・
平凡商事`・東新紙工`・
`伊藤洋紙店

