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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）――
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

会長：明けましておめでとうございます。昨年は、
大変にお世話になりました。
署長：明けましておめでとうございます。昨年中
は、法人会の皆様には、私ども税務行政に対しま
して、ご理解とご支援を頂きまして、本当にあり
がとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

司会：昨年の異動で中野に赴任され、着任後に感
じられた事や、法人会の印象等をお話頂ければと
思います。

署長：私は普段昼休みを利用しまして、ウォーキ
ングをしているのですが、歩いてみますと、昼間
でも人通りが多く、また、アパートも非常に多く、
東京23区で人口密度が一番ということが実感でき
ます。この様に多くの方が住んでいらっしゃるの
で、商店街が各地域にあり、それらの商店街がそ
れぞれ繁盛している印象を受けました。中野区以
外の地域ではシャッターが下りているところが多
く見受けられますが、中野区の場合は、そういう
地域は見られません。そうしたことから、中野区
は、非常に活気がある街と感じました。また、逆
に大通りから一本路地に入りますと、非常に落ち
着いた閑静な住宅街であり、緑も豊富で住みやす
い街と感じました。
また、中野法人会の印象は、代々受け継がれて
いる人と人との繋がりが、とても強く非常にしっ
かりした会と感じました。この良き伝統を、若い
青年部会の皆様方にも受け継いで頂きたいと思い

司会（木村広報委員長） 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致

します。今年も新春対談という事で企画をさせて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。

ます。
そして、更に活気のある会にしていただくため
にも、会員を増やしつつ、アットホームで纏まり
のある法人会にして頂きたいと思っております。

司会：ありがとうございます。それでは次に、今
年の抱負と活動目標をお伺いしたいと思います。
鈴木会長からお願い致します。

会長：署長がおっしゃられたように、中野区には
大変に若い方が多いため、駅から少し離れた地域
の商店街は、コンビニなどに客をとられているよ
うな状況も見られます。しかし、このような若い
方々の力を活かしながら、中野区をどのように活
性化していくかがこれからの大きな課題だと思っ
ております。
法人会に関しましては、数年前、会費の見直し
を行いました。その会費の見直しは、大変に画期
的な改革でしたが、そのために会員数が大幅に減
少致しました。しかし、そのお陰で今はとても会
がスッキリとし、会員の方々の顔が見える会にな
ったと思います。それが団結力のある、繋がりの
強い会になった一因と思っております。
また、青年部会もやる気のある方々が多く、女
性部会も大変に活気があるので心強い限りです。
ただ、景気がいざなぎ景気を超えたと言われて
いますが、まだまだ実感が湧かないのが現状です。
そういう意味では、法人会にお入り頂く方に『簡
単に…』という訳にもいかないのが現状です。組
織力を高めるためには、会員数は非常に大事です

活気ある街・中野、人情味溢れる法人会

おひとりおひとりの顔の見える法人会
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が、中味を充実させながら、会員増強を図るとい
う両立てで行こうと考えております。基本的には、
法人会自体の魅力を高め、法人会自体の活動内容
を皆様に知って頂く事が最重要課題だと思ってお
ります。
そのためにも、支部の活動を強力にしていきた
いと思っております。中野法人会では、一つ一つ
の支部組織が大きく、活動をし易くするためにも、
支部の下にある地区の皆様方と密接な拘わりが持
てればと思っております。
また、私共も、役員に知恵をお借りして、支部
行事等に出易いように工夫していきたいと思いま
すので、署の皆様方も、大いに出席して頂けます
よう、宜しくお願い致します。

司会：ありがとうございます。次に、渡辺署長よ
り今年の抱負をお願い致します。

署長：税務署では、２月から所得税等の確定申告
が始まります。先ずは確定申告を無事に終えたい
と思っております。昨年は年金課税の見直しに伴
い所得税確定申告書の提出件数が大幅に増加した
ほか、消費税の事業者免税点の引下げに伴う消費
税確定申告書の提出件数についても前年の約４倍
近くとなりました。当署は、来署者が非常に多い
こともあり、確定申告書の早期提出にご協力願い
たいと思います。また、昨年に引き続き自書申告
の一層の推進及びＩＴを活用した各種施策の実施
について積極的に取り組んでいきたいと考えてい
ます。
e-Tax（電子申告・納税システム）の推進につ
いては昨年１月の「ＩＴ新改革戦略」で、国に対
する申請・届出等手続におけるオンライン利用率
を平成22年までに50％以上とする目標が定められ
たことを受け、国税庁においても、「オンライン
利用推進のための行動計画」を決定し、各年度の
目標利用率の達成に向け、その普及について、各
種施策を進めてきたところですが、現在進捗が低

い現状ですので、何とか目標値まで高めていきた
いと考えております。
最近の税務行政を取り巻く環境は非常に厳しい
ものがありますが、「納税者の自発的な納税義務の
履行を適性かつ円滑に実現する」という国税庁の
使命を適切に果たし、国民の負託に応えていくた
めに、メリハリのある税務行政を今年も進めてい
く必要があると考えております。
法人会に関しましては、地域に密着した団体で
すので、活動面におきましても、楽しい催しを更
に企画して頂きたいと思います。そうした催しを
地域単位で開催し、法人会に入っていない方々に
も参加して頂くことにより、法人会を知って頂き、
加入していただければと思います。

会長：そうですね。そうした催しに、より多くの
方が参加して頂ければ、法人会の良さを理解して
頂けると思います。しかし現状ではなかなか参加
して頂けないことが多く、そういう方が、いずれ
退会してしまうという悪い流れになっております。
現在、各支部では、趣向を凝らして様々な催し
を計画しています。参加されない方は、会費だけ
を払って、何もメリットがないとお考えのようで
すので、より多くの方に参加して頂き、法人会の
良さを理解して頂きたいと思います。
また、税に関して、税制改正要望等を実施する
など、会員の皆様にとって役に立つ法人会という
ことは間違いありませんので、是非、魅力を感じ
て頂きたいと思います。そうしたＰＲもどんどん
していきたいと思います。

司会：法人会に対して、会長自ら、乞うご期待と
いう事でお話を頂きました。
最後に、お二方は、オフタイムをどのように過
ごされていますか。趣味や健康法なども併せて、
お聞かせ頂ければと思います。

署長：私の趣味は、家庭菜園です。30坪くらいの
畑を、家の近くに借りて汗を流しています。多く
の方がお作りになる野菜は、ひと通り作りますが、
特に夏野菜を中心に、ナス・きゅうり・トマト・
じゃがいも・玉葱などです。その中で一番多く収
穫するのは、じゃがいもと玉葱で、食べきれない
程収穫できます。その他、長ねぎは、土に植えて
おけば、必要な時にそこから抜いて使えますので、
大変に重宝しております。私自身が難しく感じて

適正・公平な課税と新制度（e-Tax）の推進

署長は、バランスの取れた健康法を維持

地域密着型で更に開かれた法人会に

新しい年、絶大なる希望を胸に…
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いるのは、葉野菜です。他の野菜は上手に出来ま
すが、ほうれん草とか小松菜がなかなか上手く出
来ません。あと、ニンニクも難しいですね。ニン
ニクは、秋の終わり頃に植えて、年内にしっかり
と根を張らせて冬を越しますから、年内に肥料を
あげて育てなければいけません。今年は今のとこ
ろ、元気に育ってくれています。
よく家庭菜園は実益と繋がると言われますが肥
料代も掛かりますし、結構手間が掛かります。た
だ、味が違います。家庭菜園で採れたトマトは、
甘くて味がしっかりしていて本当においしいです。
ただ、良い運動にもなりますが、だんだん年を
とってきますと普段使わない筋肉を使いますから
疲労になります。
もう一つの趣味は、転勤するたびに、その地域
の図書館に登録して、本を借りて読むことです。
最近は１年毎に転勤していますので、毎年のよう
に赴任先周辺の図書館に登録をしています。今年
は中野区の中央図書館に登録をしています。借り
た本は、２週間で返さなければいけないので、プ
レッシャーとなりますが、どんどん読んでいます。
健康法は、対談の最初にお話した歩くことで、
昼休みにも、ウォーキングをしています。毎年東
松山市と比企郡の主催で、11月の連休に３日間、
『日本スリーデーマーチ』というウォーキングの
大会があります。日本で一番大きな大会で、海外
からも多くの方が参加しています。今から10年程
前、家内が参加したことがきっかけで、翌年から
私も参加しています。５キロ・10キロ・20キロ・
30キロ・50キロから、自分で距離を選ぶのですが、
50キロを３日間というのはなかなか普通の人間で
は難しく、皆さん走るように歩いていますから、
普段から鍛練している人でないと無理でしょうね。
私は、今年は１日だけ20キロに挑戦しました。

司会：ところで、鈴木会長は、どのような趣味を
お持ちですか？
会長：私は、音楽が趣味です。学生時代から、バ
ンドを作り、今のメンバーになってからは12・13
年になります。ジャンルは、ジャズです。メンバ
ーには尺八を吹く人やバリトンを吹く人もおり、
とにかく楽器は問いません。ドラムを女性が担当
しており、その方は、当初アマチュアとして活動
していたのですが、今ではプロとして活躍してい
ます。私自身は、学生時代にブラスバンドでアル
トサックスを吹いており、その後ドラムをやり、
現在はピアノを担当しています。月１回程度集ま
り練習して、年２回くらいライブをやっています。
昨年も８月にウェストフィフティーサードでライ
ブを開催しました。
観客が飲んで食べている時に演奏させて頂き、
ワーッと騒ぐ。それが好きなメンバーですから、
あくまでも趣味でやっています。音楽だけが趣味
ですから、運動はさっぱりで、バランスが取れて
いませんが、音楽をしている事で、良いストレス
解消になっています。
あと、私もなるべく歩くことにしています。ゆ
っくり歩くことが苦手で、急ぎ足ですので、あま
り周囲に目がいっておらず、むしろ昨日と同じ道
を歩かなければならない時は、昨日と比べて更に
スピードアップして歩いています。ですから、い
つも約束の時間より早く目的地に着いてしまいま
す。学生時代からそうで、誰も来てない教室に一
番乗りで行くのが好きで、周りの迷惑も考えろと
友達にはよく言われます。（笑）

司会：本日はお忙しいところ誠にありがとうござ
いました。私も、お二人を見習い、自分の健康維
持のために、更に力を入れていきたいと思ってお
ります。また、法人会を更に盛り立てていきたと
思っておりますので、今後ともよろしくお願い致
します。本日は、大変にありがとうございました。

会長は、好きな音楽でストレス解消

木村広報委員長 鈴木会長 渡辺署長



変わります！  個人住民税�平成１９年から� 変わります！  個人住民税�
平成19年から、地方分権を推進するため三位一体改革の一環として、国の
所得税から地方の個人住民税へ、おおむね3兆円の税源移譲が行われます。 
●どうして変わるの？�
身近な地方団体が住民に対し、地域の実情にあった
適切な行政サービスを効率よく提供することを目指
しています。�

●どのように変わるの？�
個人住民税所得割の税率が、10％に統一されます。
移譲前は所得額に応じて 3段階の超過累進課税を行
っていましたが、移譲後は所得額の多い少ないにか
かわらず、一律10％となります。�
なお、一年間の所得が変わらなければ、税源移譲の
前と後でお支払いいただく所得税と個人住民税の総
額は変わりません。ただし、同時期に定率減税が廃

止されることから、実際の税負�
担は増えることになります。�

●いつから変わるの？�
所得税と個人住民税では、改正の適用時期が異なりま
すので、ご注意ください。�
具体的には、給与所得者については、所得税は平成
19年 1月分の給与から、個人住民税は平成 19年 6
月分の給与から改正後の税率が適用されます。個人事
業主については、所得税は、平成20年3月の確定申
告（予定納税は平成19年7月）から、個人住民税は、
平成19年6月の納税通知書から改正後の税率が適用
されます。�
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新年明けましておめでとうございます。
社団法人中野法人会の役員並びに会員の皆様方
におかれましては、明るい希望に満ちた平成19年
の新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げ
ます。
昨年中は、法人会の諸活動やご事業を通じまし
て、都政ならびに都の税務行政の運営に多大なご
理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
貴会におかれましては、日頃から納税意識の高
揚や企業経営の健全な発展に努められるとともに、
正しい税知識の普及や適正な申告納税の推進等、
広く地域社会への貢献活動にご尽力されてこられ
ました。長年にわたる熱心な活動に心から敬意を
表する次第でございます。
さて、東京都では、現在、納税者サービスの更
なる充実と業務の効率化をめざし、コンビニで納
税できる都税の税目の拡大及びパソコン・携帯電

話などによるインターネットバンキングを利用し
た納税並びに一部金融機関におけるＡＴＭを利用
した納税〔ペイジー収納〕などを実施しております。
さらに、インターネットを利用した電子申告で
は、法人都民税・法人事業税に加えて、昨年１月
から固定資産税〔償却資産〕もご利用いただける
ようになりました。多くの皆様からご利用いただ
けるよう、今後も普及啓発に努めて参りますので、
皆様の積極的なご利用をお願いいたします。
また、本年から実施される税源移譲に伴う個人
住民税の改正につきましては、その円滑な実施に
向け、引き続き説明会や広報活動などを通じ、皆
様のご理解をいただけるよう努めてまいります。
中野都税事務所といたしましては、本年も心を
新たに、職員一同、納税者サービスの一層の向上
に努め、適性かつ公平で効率的な税務行政を全力
で推進していく所存でございます。
本年も引き続き、中野法人会の皆様方のご理解
とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げま
す。
年のはじめにあたり、社団法人中野法人会の
益々のご発展と会員の皆様方のご健勝、ご活躍を
心から祈念申し上げまして新年の挨拶とさせてい
ただきます。

@Œ@V@N
中野都税事務所

所長　桑原　正志

（11月17日　中野都税事務所にて）

都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 
中野都税事務所

越後副会長、都税事務所長より感謝状受彰

尚、倉本龍二

様（理事・第11

支部副支部長）

も納税貯蓄組合

連合会より受彰

されました。

☆ その他詳細につきましては
東京都主税局課税部個人事業税係

（03－5388－2969）
東京都主税局総務部相談広報係

（03－5388－2924）
中野都税事務所　　　　　 （03－3386－1111）

あるいは住まいの区市町村税務担当までお問い合わせ
ください。
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オンラインでらくらく。�
オフィスのパソコンから申告・納税�

2月16日（金）�
2月 1日（木）�
1月 4日（木）�

から�

から�

から�
までです。�

3月15日（木）�
3月15日（木）�
4月 2日（月）�

務�署�だ�よ�り�務�署�だ�よ�り�務�署�税�税�税� だ�よ�り�
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去る10月26日、

東京プリンスホ

テルにおいて、

納税表彰式が挙

行されました。

当法人会会長・

鈴木芳久様が、

東京国税局長表彰を受彰されました。誠におめで

とうございます。

又、11月15日、中野サンプラザにおいて、平成

18年度の納税表彰式が挙行されました。

法人会の活動を通じ、納税意識の高揚と税務行

政の円滑化に寄与された功績により、渡辺署長よ

り、署長表彰状・署長感謝状が授与されました。

尚、第11支部の倉本様は、納税貯蓄組合連合会

より、第９中央支部の川村様は、東京小売酒販中

野支部より受彰されておりますが、法人会として

もご紹介させて頂きます。尚、来る１月11日、新

年賀詞交歓会の席上、改めてご紹介をさせて頂き

ます。

（順不同）

《中野税務署長表彰》

西條　昭市様（理事・源泉研究部会長）

倉本　龍二様（理事・第11支部副支部長）

《中野税務署長感謝状》

加藤　弘海様（理事・第３支部副支部長）

堀野　　慧様（理事・第２支部副支部長）

寺瀬�優美様（評議員・女性部会副部会長）

川村　洋治様（理事・第９中央支部副支部長）

署長表彰受彰者 署長感謝状受彰者

鈴木会長（局長・渡辺署長と）

ランチもディナーもリーズナブル（中野価格）で安心。夜は予約が良い。�

ホットなお店紹介�

　六本木の雰囲気を中野でと云えば、ちょっと大袈裟かも知れないが、決してそんなことはない。シェフの
御主人と奥様二人で賄っている、イタリア料理の店、ラ・ポルケッタ（イタリア語で小豚のこと）は、都立
家政駅北口交番のすぐ前にある。お店の中は、20席と４席のカウンターで、クリーム色の壁一面に飾って
ある、フィレンツェのパノラマ写真、ゴールドの照明具からもれる明りが、あやしげにそれを照らし、流れ
出る軽音楽のＢＧＭが、爽やかなムードをかもし出している。奥様の笑顔と共に運ばれてくるイタリア料理
は、すべて、リチャード、ジノリの器に盛られている。フォークを片手にする前から、眼を楽しませてくれ
るのだ。イタリア・ペルージャで修業した御主人の料理は、オイスターのオーブン焼きが最初で、おすすめ
の白ワインと共に、家庭では味わえない食感に口元が綻ぶ。今回のディナーは、イタリアの代表的な料理が
セットされていて、次なるは、オリーブトースト、イカスミのパスタ、牛肉の赤ワイン煮、ディザートのケ
ーキなどなど。いずれも言う事なしのおいしさで、俄グルメになった様な幸せを感じるのである。唇で噛み
切れる位柔らかい牛肉と、赤ワインの香りが喉元に残ってほんのりとしている頃に、追い打ちをかける様に、
カプチーノのスチーマーの音、コーヒーの香り。ああもう駄目だ。ポルケッタ万歳！　　　（記　本間誠二）�

〒１６５－００３３　中野区若宮３－２２－１�
　　　　　　 電　話　０３－３３３９－１０８６�
■ 営業時間　ランチ　  １２：００～１４：００�
　　　　　　 ディナー  １８：００～２１：００�

（有）ラ・ポルケッタ�



10月５日�山形県の山形ビッグウィング（山形

国際交流プラザ）において「第23回法人会全国大

会」が開催されました。全国から1,900余名の方が

集い、当法人会からは、宮島副会長（事業委員長）

を始め８名が参加致しました。

今回のテーマは、『もうひとつの山の向こうの

日本』です。

当日は、式典に先立ち、東京大学大学院経済学

部研究科の伊藤元重教授が「経済の展望と企業経

営」と題して講演されました。「成熟市場の中、

中小企業が地域でいかにお客をひきつける事がで

きるか…」と今後の展望を事例を交えながら話さ

れました。

式典では、與縄副会長の主催者あいさつに続き、

開催地山形県連の佐藤会長が歓迎の挨拶を…。そ

の後、角間税制委員長による「平成19年度税制改

正に関する提言」の趣旨説明が行われました。更

に、「税制改正に関するアンケート」の結果報告

が行われ、大会宣言が読上げられました。

（大会スローガンは、下記参照の事）

又、来賓として、国税庁の岡本課税部長、山形

県の齋藤知事が祝辞を述べられました。

第３部の懇親会は、佐藤姉妹のデュエットで、

懐かしい唱歌のメドレーが…。

祝舞（やまがた舞子）、四方山会の皆様の花笠

踊りで更にヒートアップ…。

新幹線の時間を気にしながら、美味しいイモ煮

や、コンニャク団子を腹一杯食し、後髪ひかれる

思いで、一路東京に戻りました。

来年は、新潟で開催の予定です。是非多くの方

に参加して頂き度いと思います。

平成19年１月１日
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全法連  第23回法人会全国大会（山形大会）�

山寺（山形市） 文翔館（山形市）

参加された皆様 興縄副会長・主催者挨拶

講師の伊藤元重教授 信濃中野法人会・小林会長と

佐藤容子氏 佐藤寛子氏 （次回開催地）トキの森公園で

大会スローガン�大会スローガン�
◎行財政改革と財政再建は喫緊の課題

国・地方とも大胆な改革を！

◎中小企業に十分配慮し
元気が出る税制の確立を！

◎企業の活力発揮、競争力強化のため
法人税率の引き下げを！

◎中小企業の経営を阻害する
留保金課税制度の廃止を！

◎経済活性化のために
減価償却制度の抜本的見直しを！

◎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！

◎中小企業の重要性を認識し
事業承継税制の確立を！

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！

◎少子・高齢社会を踏まえ
国民が安心できる社会保障制度の確立を！

◎税の理解を高めるため
学校教育をはじめ租税教育の充実を！

平成19年度税制改正要望全国大会�平成19年度税制改正要望全国大会�
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　10月７日・８日「第31回中野まつ
り」が行われました。 
　今回のテーマは、「みんなのまつり、
みんなで参加！」です。 
　前日は、低気圧の影響による『秋
の嵐』で、誰もが開催不可能と思っ
た程の今回の中野まつりでしたが、
７日の初日は、早朝から陽が射し、
お陰様で両日とも、風は強い日でし
たが、天気は、良好でした。 
　昨年から趣向が変わり、中野税務
懇談会の７団体が、それぞれ出店（出
展）し、全体で記念撮影をして、い
よいよスタート…。 
　青年部会の役員の皆さんと共に、
会長も早朝から駆けつけ、配布する
グッズの袋詰目をして頂きました。又、
今回は、租税教育の一環という意義
付けで、税のマンガ本を配付しました。
参加された青少年に対して、大いに
税の啓発になったと思います。 
　役員の皆様、本当にお疲れ様でした。 
　　　　　　　　　　（記　広報委員）�

乗ってみたいな、消防車�

区商連のヘルプで…�

クイズをやって、ラーメンを…�

お父さん！ご苦労さま�

駅前には恒例の提灯�

さあ、イクワヨ～！高いなあ�

模擬店・いらっしゃ～い！�

信濃中野ＪＡも参加�

気分は、リボンの騎士（？）�

模擬店・オイシイヨ！�

７団体が揃ってハイポーズ！�

会長も準備のお手伝い�

お得意の喉を披露…�
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毎年恒例の『秋の特別講演
会』が、11月８日ウェストフ
ィフティーサード（日本閣）
で開催されました。
“税を考える週間”の一環と
して、今年度は、講師に末延
吉正氏を招聘して行われまし

た。演題は『日本の政治と今後の課題』と題して、
１時間強に亘り話して頂きました。
（今回は、大要の掲載を省かせて頂きます。）
＊尚、講演の大要をほしい方は、事務局宛てに連
絡願います。追って送付させて頂きます。

当日、参加された方の声を掲載させて頂きます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（Ａ　氏）あっと言う間に終ってしまった。もっ

と聞きたかったなあ。

（Ｂ　氏）歯に衣を着せない語りで、とても良か

った。胸の痞えが取れたような、そん

な講演でした。

（Ｃ　氏）とにかく、すっきりしたよ…！ああい

う人に、もっともっと頑張ってもらい

たいもんだねぇ。

（Ｄ　氏）某議員の話なんか、すごかったなぁ。

その通り…！って、思わず声を掛けた

かった。

（Ｅ婦人）政治の難しい話かなぁと、あまり気乗

りしないまま来ましたが、内容が本当

に素晴らしくて、とても良かったです。

こういう講演会なら、次回も是非参加

したいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回は、講演会終了後に、初めて

の試みとして懇親会（交流会）を開

催させて頂きました。講師の末延氏

も残って下さり、各テーブルで、懇

談の華が咲いていました。

●●●●●●●●●●●●●●●●

“税を考える週間” 特 別 講 演 会

『 日 本 の 政 治 と 今 後 の 課 題 』
末延　吉正氏（政治ジャーナリスト）

普段聞きなれない政治の裏話を…

（講師・末延氏と第10支部） （第9・11・12支部）

（第3支部）

（第4・5支部） （第7・8支部）

（第1支部）

（第6支部）

（第2支部）

講師の末延氏
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極的に出されてました。その

熱意に大変感心し、自分自身

への良い刺激にもなりました。

講義は、質問が良く寄せら

れるポイントや、間違えやす

い部分について特に丁寧に解

説していただきました。

使用したテキストも図解が

多く、とてもわかりやすい内容となっておりまし

たので、講義になかった部分についても理解を深

めていきたいと思います。

講義いただきました宮崎審理担当調査官および

法人会事務局の方々に、御礼申し上げるとともに、

今後もこのような機会を設けていただき、積極的

に参加させていただきたいと思っております。

２日間、計５時間にわたり、親切丁寧に教えい

ただき、知識の習得と整理に大変役に立ちました。

講義の内容は、源泉徴収制度についての基礎の

説明と、給与（賞与）や報酬、退職所得の源泉徴

収税額の計算方法を、テキストの解説を中心に講

義をしていただき、その後、実際に演習問題を通

じて理解を確認する順序で進められました。この

ため、実際に自分で計算をすることで理解が深ま

り、実務にす

ぐに役立つも

のと思います。

参加されて

いる方も皆さ

ん非常に熱心

で、質問も積

損金不算入の判定基準（実質

基準）の判断の明確な説明を

聞き、税務会計処理に参考に

なりました。今回創設された

「特殊支配同族会社の役員給与

の損金不算入制度」について

は、皆さん良く理解されたよ

うでした。又、「業務主宰役

員」には、速かに改正を理解させる必要を感じま

した。

「今回の改正は、とても多岐にわたり厳しいの

で注意をし、不明な点は遠慮なく署に相談して下

さい、詳しくご説明します」とのこと。きめ細か

な講義で、非常に参考になり、多くのヒントを頂

きました。

講師は、最初に受講者の状況を把握されて、用

語の説明、「平成18年度法人税関係法令の改正」で

特に大幅改正の役員給与について、役員の範囲、

改正役員給与の損金算入範囲の見直しの説明をさ

れました。経理担当者として、大変に身近かな問

題であり、これをよく理解して、間違いのない処

理をする必要を強く感じました。「定期同額給与」

は、役員報酬の増減に特則が設けられたり、又、

「事前確定届

出給与」は、

支給方法につ

いての届出に

注意が必要で

あること。過

大役員給与の

「第14回法人税の実務講座」

講師の西村上席

講師の宮崎審理官

きめ細やかな講議に感謝

親切・丁寧な講議に感動

「第15回源泉所得税の実務講座」

日　時：平成19年２月22日（木）　５時半～ 

場　所：中野サンプラザ13Fスカイルーム 

　　　　第１部　５時半～  研修、第２部　６時15分～  交流会 

会　費：2,000円 

東海工業開発� 加藤嘉太郎

�鷺宮製作所　石川幸雄
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支�部�長�訪�問�

入会の動機をお聞かせ下さい�

職場での綿密な打合せ� 支部役員会の皆様と…�

入会を検討されている方に一言�

事業について（社訓など）�

ご出身地、ご家族構成について�

趣味、嗜好品など……�

〒165－0027 

中野区野方２－６－10／中野区新井１－11－２ 宮地ビル 

電話  03－3388－7500　　FAX  03－3388－7507 

e-mail  clearth@mb.infoweb.ne.jp

都市環境整備業 

1995年４月設立 

資本金　2,000万円 

法人会入会　1999年11月15日　 

（株）クリアス 代表取締役�

　仕事が公共事業関連のため、創業時より全国諸

地域との係わりはあるものの、地元との接点は少

なく、身近に有意義な会があればと考えていまし

た。そんな時、当社に税務調査で来られた税務署

の調査官と顧問税理士の薦めもあって中野法人会

に入会致しました。 

　まだキャリアも少ないですが、皆様にご指導頂

きながら、組織委員会や支部活動に取組んでおり

ます。 

 

 

　日本の景気回復は実感なきものとも言われ、入

会を迷う方もあるかも知れません。しかし、この

様な時こそ、法人会で同業・異業種の方と交流を

持たれる事が有効だと考えます。自社をいつもと

違った視点から見られるばかりでなく、営業対策、

経営、人材等共通する課題を解くヒントやアイデ

アも沢山見つかります。また、実質的にも税務研

修、各種講演、福利厚生等の活動もあり、大変勉

強になると思います。 

 

 

　当社は、都市環境整備業を主な仕事としており

ます。具体的には、浄水場・下水処理場、清掃工

場等施設の技術管理です。近年の官から民への流

れを受けて、事業所も全国各地に広がってまいり

ました。しかし、公共事業の費用削減という厳し

い現実もまた直面する問題です。事業規模の拡大

を、ただ喜んでばかりもいられません。刻々と変

化する時代のニーズに対応すべく、法人会の方々

と情報交換をさせて頂きながら、経営について日々

模索しているところです。 

　今後とも、毎日の生活に直結する社会性の高い

仕事と自負し、各地域の雇用促進も含めて社会貢

献していきたいと思っております。 

 

 

　生まれも育ちも東京都中野区。野方小学校、中

野第９中学校卒業で、職場も自宅もお墓までも区

内という生粋の中野区民です。 

　高校、大学時代に、地元「市川そろばん塾」で

先生を経験し、その後サラリーマン、会社役員等

を経て平成７年に（株）クリアスを創業し、現在

に至っています。 

　家族は、妻と２人ですが、共に４人兄弟で、近

所や職場で多くの親類に囲まれ、みな家族の様な

おつきあいをしております。 

 

 

　囲碁、将棋は有段者を負かすこともありますが、

あとは何をやってもものにならず、気が付けば「人

が好き」、いつも皆でワイワイ楽しんでいます。

最近中国市場に興味を持ち、厦門に数回行ってい

ます。 
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得� 会員増強推進の為に�

法人会のメリット特集�4No.

2 0 0 5 2 － 2 4
（社）中 野 法 人 会 �
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得� 会員増強推進の為に�

法人会のメリット特集�5No.

お問い合わせは�
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得� 会員増強推進の為に�

法人会のメリット特集�6No.

（社）中野法人会会員の皆様へ�
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《 第2支部 》

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

早いもので、第２支部恒例の『日本の話芸・落
語研修会』も、今回で５回目を向えました。
今回は、一昨年に続き、「古今亭志ん橋、古今亭
八朝・二人会」を禅定院ホールで、11月７日に開
催致しました。
先ず、前座の柳家生ねんさんによる『桃太郎』
…。この話は、親が子を寝かし付けるために昔話
の童話『桃太郎』の話をするのですが、逆に、子
供が親に『桃太郎』の話の説明をするという落語
で、子供の話を聞いているうちに、親は寝入って

しまいます。ここで子供曰く、
「親なんて罪がないなあ…」で

落ちになる話です。
続いては、古今亭八朝師匠による『粗忽の釘』…。
柳家小菊さんによる俗曲…。そしてトリの古今亭
志ん橋師匠が、『井戸の茶碗』を口演しました。
この話に出て来る武士・浪人・屑拾いの三人
は、非常にバカ正直な男です。このような人間ば
かりならば、姉歯設計士の問題や汚職知事の問題
などは無くなっただろうと思いますし、心から、
正直者がバカを見る事のないように祈っていきた
いと思います。
参加された皆様、大変にお疲れ様でした。次回
も楽しみにしていて下さい。

◆『第5回・落語の夕べ』を開催◆

柳家生ねんさん 古今亭八朝師匠 柳家小菊さん 古今亭志ん橋師匠 お腹一杯食べて…

11月１日、晴天に恵まれ、群馬県多野郡吉井町
のチャーミングリゾート・関越ハイランドゴルフ
クラブで、第４支部恒例の「親睦ゴルフコンペ」
が開催されました。
今年で、25回目、総勢24名がチャレンジしまし
た。女性の参加者はお一人でした。今回も、幹事
役は、深澤氏と私で、競技方向も、新ペリア方式。
BG、同NETは、年長順です。又、第11回から

実施していますが、過去５年間に優勝を経験した
人が第１位の場合は、新ペリアのハンディを20％
カットしてNET換算し、その結果、尚も第１位の
場合のみ優勝とし、それ以外は第２位とする、と
いう事で熱戦が開始されました。

結果は、下記の通りです。（敬称略）
●優　勝　鍋島　龍男
GROSS  095 HDCP  22.8 NET  72.2
●準優勝　春名　修明
GROSS  109 HDCP  36.0 NET  73.0
●第３位　竹渕　晃
GROSS  088 HDCP  14.4 NET  73.6
●ブービー賞　大塚　満代

他『支部長賞』『関越賞』『平和賞』など多数…。
終了後の表彰式・パーティーも大変に盛り上がり、
来年は26回、今回の参加者全員が顔を揃え、更な
る熱戦をと誓い合い、盛会裡に終了しました。

《第4支部》

◆第25回親睦ゴルフコンペを開催◆

今年も精鋭が揃いましたよ 終った後の食事は美味しい 次回も勝ち取るぞ…！

帝都博善㈱　杉山正道

㈲白石ガラス店　白石大司
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第５支部の研修会は、夜の大井競馬場見学との

ことで、夜も競馬があるということを知らなかっ

た私は、とても楽しみにしておりました。

近代的な建物の中に入り、場内中央にある貴賓

室へ案内されました。丁度夕陽の沈む時で、夕焼

けに映えて、遠くに富士山が浮びあがってみえて、

とても素晴らしい景色でした。お料理の並んだテ

ーブルに着いて、早速馬券新

聞のみかた、買いかたを係の

方から説明され、あれこれワ

イワイ云いながら、馬券を買

いに走りました。レースの始

めにファンファーレがなり、

一層興奮させます。馬券をみ

ながら、走る馬に声援したり

笑ったりで１レースは、あっけなく終りました。

全レースが終ったあとの競馬場は、イルミネー

ションがとても綺麗で、まるで遊園地に行ったよ

うでした。楽しかった夜の競馬場をあとに、それ

ぞれ帰途につきました。なかなか普通の人は入れ

ない貴賓室へ連れて行って下さり、馬を何頭も、

持っていらっしゃる馬主さんのご紹介もあり、思

いがけない、いい一日でした。

《第5支部》

◆夜の大井競馬場で交流会◆

晩秋の11月17日、第７支部懇親会が「west 53rd

日本閣」で開催されました。出席人数55名。

第一部は、安藤支部長の挨拶、鈴木副支部長の

乾杯の発声でフュージョン料理を楽しみ、会員の

皆様の交流を楽しんでいただき、デザート終了後

にコーヒーブレイク。第二部では、ピアニスト佐

藤美和子さんの演奏から始まり、シャンソン界の

第一人者朝倉まみさんのジョルジュムスタキ作品

の素晴らしい歌声でスタート。聞き慣れた曲目

「枯葉」「ろくでなし」「バラ色の人生」「愛の賛歌」

シャルルアズナブールの「声のない恋」をダンス

のような緩やかで、しなやかな手話を交えて披露

していただきました。全９曲、心にこもった歌と

おしゃべりに酔いしれ拍手喝采。アンコール曲

「花」を、ステージを下り、各テーブルをまわり

全員で歌いました。支部長より花束贈呈。

会員の皆様が大満足され、次回を楽しみに帰路

に着きました。

《第7支部》

◆秋の夜長にシャンソンを聴きながら◆

さあ！どの馬がくるんだろう…

今年も多くの方に参加して頂きました

さあ！ご一緒に歌いましょう（安藤支部長も…）

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

㈲上州屋葬祭　谷津泰子

日本閣観光㈱　中原　孝

小島支部長
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した。その後、カラオケ大会が行われ名人・迷人

（？）が次々に出場。各社から提供された賞品獲得

を競い合い、時間を延長しての和やかで熱気のあ

る懇親会を終りました。「今年もすばらしかった、

来年も楽しみにしています」と云う参加者の皆さ

んの声に送られて帰路に着きました。

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

年末恒例の第８支部「研修会＆懇親の夕べ」は、

11月24日、ウェスト・フィフティ・サードで開催

されました。第一部は、支部長挨拶に始まり、法

人会事務局長による、アイデアに富んだ『税金ク

イズ』に、皆さん改めて勉強をしました。

第二部は、キングレコード・古田三奈さんをお

迎えしてのディナーショウ。伸びのある歌声に、

会場はアンコールの渦に沸き返りました。

さて、毎年豪華賞品の当たる抽選会では、三輪

副支部長が一等を引き当てるや、万才万才の大合

唱…。更に、第８支部名物のフラダンス。三年連

続となる女性部会員の出演により、会場は一転し

てトロピカルなムードに包まれ、夢の様な一時で

《第8支部》

◆研修会とグルメの夕べ◆

10月11日（水）「第８回三支部合同ゴルフコン

ペ」をすっかりホームグラウンドとなった富岡バ

ーディクラブにて開催致しました。当日は、あい

にくの雨がぱらつく天候でしたが、初参加者１名

を含む14名が参加、優勝めざして熱い戦いがスタ

ートしました。

参加者は皆楽しい方ばかりなので、プレー中は

もちろんの事、パーティー、帰りのバスでも大盛

り上がり。ゴルフで疲れたというよりも、笑って

疲れました。

スコアのほうは、82～132と幅広いのでどなたで

も気軽に参加できます。年内にあと１回開催予定

ですので多くの方のご参加をお待ちしております。

ゴルフの成績は下記の通りです。（敬称略）

優　勝　　岩崎　充利　㈲岩崎物産

準優勝　　亀田　哲兒　タートル㈱

第３位　　上山　一彦　㈲上山会計事務所

たくさんの差し入れをいただきました。ありがと

うございます。

《第9中央・第9本町・第10支部》

◆第8回　3支部合同ゴルフコンペ◆

お馴染みのクラブで、熱い戦いを…

吉川支部長 古田さんとデュエットで 呉さんの素晴らしい歌 恒例のフラダンス…アローハ！

料理もお酒も超美味しい！

㈲グレイス　桜井悠介

㈲保山　内川和久



去る11月26日、恒例の11支部管外研修が日帰り
旅行として開催されました。当日は、集合の時間
にお一人がまだ見えず、その方の携帯にお電話し
たところ、まだ夢の中、ご本人はあと３分で行き
ますとの弁。出発時間に遅れること５分で無事出
発。ご本人も相当恐縮してました。
さて、バスのなかでは堀井事業委員の司会で秋
元支部長がご挨拶され、その後、会社法の研修ビ
デオを皆さんで熱心に勉強しました。
丁度ビデオ研修が終る頃、第一回目のトイレ休
憩となり、あとは一路目的地の静岡県由比町へ。
順調に東海道53次の第16番目間宿場町である由

比町に到着
し、東海道
広重美術館
を見学、い
よいよお楽
しみの昼食
となりまし
た。

当地は桜
海老の産地
で、当然お
昼も桜海老
懐石。どれ
もこれもお
いしく、流
石取れたて
の海の幸は皆様好評でした。
お昼も終わり、次は清水港のクルーズ、少々寒
かったのですが、デッキで飲むビールは爽快でし
た。そして最後にインター近くの鈴木農園でみか
ん狩り。みかんをお腹一杯食べて、おまけにお土
産付きでした。
あとはもう帰るのみ、インターから高速に乗っ
て東京へ。途中渋滞に巻き込まれ予定時間よりか
なり遅れてしまいました。でも、最後まで皆さん
無事に帰ってこられました。
幹事のみなさん、いつもありがとうございます。
来年も楽しみにしております。

平成19年１月１日
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《第11支部》

◆日帰り管外研修旅行◆

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

秋晴れの清々しい日（…でも寒い！）

出たあー！桜海老づくし…

皆様の会社では、このe-Tax利用されてい
ますか？
現在、源泉所得税のみの利用ですが、当中

野法人会でも利用しています。源泉所得税は、
月払いにしてますので、毎月納付に出向いて
いました。
期限もあり、忙しい時など、本当に迷惑な

税金です。今は、e-Taxを利用する事により、
その分、落ち着いて仕事が出来ます。確かに
便利です。併せて、eLTaxも開始しました。
まだ使ってませんが、５月の納付時は、ラク
になると思います。

事前準備が、ちょっと大変かも知れません
が…思い切ってアクションを起こしてしまえ
ば、それも苦にはなりません。余分な経費も
かかりますが、今後の事を考えたら…。
更に活用される会社が増えるためには、こ

うした事前準備の簡略化、また目に見えるメ
リットがほしいと思います。今後、充分に検
討の余地ありだと思っています。
今後は、法定調書の提出や、５月には、大

いにeLTaxを活用していきたいと思っており
ます。
この電子申告について、何かございました

らご遠慮なく事務局へもお問合せ下さい。

e - T a x  体 験 記 �e - T a x  体 験 記 �e - T a x  体 験 記 �

お願い！�
今後、中野法人会報に、e-Taxを利用してという体験記を連載し
て参る予定です。自薦・他薦大いに結構でございます。500字位
にまとめて頂き、事務局宛てにFAXにて送付願います。尚、不都
合な点やご意見なども遠慮なくお書き下さい。�
詳細は、中野法人会事務局まで問合せ下さい。�

㈲山下会計事務センター　山下晃司
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新発意シンポチ（野村太一郎）が、住職の留守に
地主（野村萬）のお堂新築にまねかれ法談をする
はめになり、海辺育ちの彼は、あらゆる魚の名を
連ねてお経を読み、客席からは、くすくすと笑い
声が漏れていました。最後の〈歌仙〉。玉津島明神
へ参詣にいった二人のまどろみの中に六歌仙が現
れ、酒宴の果てに美女小野小町をめぐる合戦が絢
爛と繰り広げられ、戯れ心にあふれた狂言。古の
歌人の世界に遊びました。
今回の鑑賞会にご配慮下さった田中様にお礼申
し上げます。また定員が少なく折角ご応募下さっ
た方のご要望に沿えず、お詫び申し上げます。

のジャグジー風呂に
入り、疲れがとれ、
ぐっすり眠りました。
翌日には、中山晋平
記念館に寄り、中山
晋平が使ったオルガ
ンの伴奏で、懐かし
い故郷の曲を歌い、普段のストレスも発散でき、
この研修会でまた仕事に対する意欲が沸いてきま
した。
本当に、今回の研修会は、思い出に残るものに
なりました。有難うございました。

＊11月８日、「第281回研修会」を開催。年末調整
について行いました。

平成18年度文化庁で芸術団体重点支援事業（萬
狂言　野村万蔵　三回忌追善）を、10月28日、国
立能楽堂に26名の皆様をお迎えして、鑑賞致しま
した。八世野村万蔵三回忌追善の会“萬づくし”
と銘うった秋の公演、客席は、すっかり埋め尽く
されていましたが、正面二列から六列の最高の席
で拝見させてもらいました。
〈宗論〉は、浄土僧（野村万禄）と法華僧（小笠
原託）が、自己の宗祖を称え経の読み比べで争う
うちに、お互いの経文を取り違えて唱えているの
に気づき和解するおかしさ。〈魚説法〉は、若い

秋晴れの10月13日、一泊二日の管外研修会・信
濃中野に向けて私達は出発しました。
豪華なサロンバスで、14人ゆったり座れ気分は
最高でした。９時に中野税務署を出発して、関越
自動車道を小諸インターまで順調に移動でき、小
諸ワイナリーを見学して、ワインの造り方、育て
方のビデオを見て、ワインで軽く喉を潤し、コル
クが気にいったのでワインと注ぐコルクを買って
きました。
昼食は、懐古園の豪華な料理で、お昼から鍋料
理が出て、とても美味しかったです。
次に、信濃中野法人会を訪問し、紹介・情報交
換（交流会）をしました。小林会長のお話がとて
も楽しかったです。その後、小林会長の提案で予
定外のコースをとり、志賀高原を案内して頂き、

大変素晴らしい
景色を満喫いた
しました。
宿泊先湯田中
温泉（よろずや）
は、とても古い
伝統のある旅館。
桃山風呂と、檜

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《源泉研究部会 第280回 研修会》

◆秋の信濃路と信濃中野法人会を表敬◆

《女性部会　第106回研修会》

◆萬狂言 八世野村万蔵三回忌追善鑑賞会◆

挨拶する西條部会長…

三輪部会長を中心に、皆さん気品に満ちてます

講師の宮崎審理官

中野運輸㈱　新木町子

㈱よね屋　寺瀬�優美

宿泊したよろづやさんで…

信濃中野法人会を表敬訪問



【日本鉄道広告� 尾崎　秀樹】
10月27日、中野サンプラザ内ボウリング場にお
いて、恒例の『親睦ボウリング大会』が開催され
ました。
最近、青年部会では非公式ではありますが、10
月に青年部会チームを結成し、地域のソフトボー
ル大会に参加を果たすなど精力的に活動をしてい
ます。そのような運動を、こよなく愛す部会員参
加のもと、ボウリング大会は始まりました。
残念だったのは、昨年覇者㈱鳥一番佐藤氏の欠
席、また、女性の参加が無かった事で、男だけの
華の無いガチンコ勝負となりました。真剣な中に
も、終始笑いのたえない楽しい大会となりました。
また、大会後の懇親会では、青年部会初代部会
長の松原氏が、ご多忙中かけつけて下さり『ボウ

リング講座』をご
教授頂き、コツも
掴めた様な気がし
ます。
次回は、チャン
ピオンとして、皆
様の挑戦を受けた
いと思います！

10月７・８日、恒例の「第31回中野まつり」に
参加しました。今回は、「租税教育」の一環として
「税のまんが本」の配付や、「税に関するビデオ上
映」など、今まで以上に意識を深くして取り組み
ました。又、区商連の「おソバ、うどん」の応援
もあり、終了後に交流会もあり盛会裏に終えるこ
とが出来ました。

10月14日、「第31回
大和町地区まつり」
に参加しました。急
遽編成された『ロウ
マンズ』と言うチー
ム名で、ソフトボー
ル大会に参加しまし
た。結果は、残念ながら…でしたが、かつての野
球好きが、すぐ集まってくれて、地域貢献も出来
て感激の一日でした。

10月20日、「第20回
全国青年の集い」が、
埼玉県の大宮ソニッ
クシティ・大ホール
で開催されました。
当青年部会からは、
５名が参加しました。
第１部の記念講演では、「日本再生！21世紀維新」
と題して、櫻井よし子氏が講演。更に式典・懇親
会へと。来年は、愛媛県で開催される予定です。
是非多くの皆様の参加をお待ちしてま～す。

平成19年１月１日

（ ）23

―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

ロウマンズの面々

記念すべき第20回に参加

ほっぺがおちる程美味しかった焼肉 本当に大勢の方に参加して頂いて…感謝！

優勝カップは重いよ…

さあ！狙うはストライク…

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《青年部会》

第149回研修会
◆親睦ボウリング大会◆

11月25日、初めての試みである「家族感謝
ディー（大バーベキュー大会）」を開催。
奥様同士、子供同士の交流も図れ、部会員
の更なる団結力も再認識でき、とても楽しい
一日となりました。
今後も、このような企画を続けて行きたい
と思います。 （記　部会長　矢島　友伸）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆「家族感謝ディー」を開催◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆「第31回中野まつり」に参加◆

◆「大和町地区まつり」に参加◆

◆「第20回全国青年の集い」に参加◆

◎ 活 発 な 活 動 を 展 開 …！！ ◎�◎ 活 発 な 活 動 を 展 開 …！！ ◎�
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第16回 企業訪問� （株）ミスタースリムカンパニー�

主 宰 ��
劇団員数��
音楽提供�
�
�
�
�
��
音楽作品�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
T V 作 品 ��
映 画 �

深水龍作（1975年9月結成）��
20名��
［作　曲］阿部まさし、大野真澄、鈴木雄大、宇崎竜童、�
　　　　 ミッキ－吉野、松田敏春、橋本裕二、小田裕一郎 他。�
［作　詞］阿部まさし、大野真澄、鈴木雄大、深水龍作、深水三章、�
　　　　 中西良太、橋本裕二、松元慶子、MR.SLIM 他。�
［バンド］バンザイ、東京JAP、天才トノサマBAND、�
　　　　 MR. SLIM BAND 他。��
Album "Mr.SLIM"（テイチク）�
Album "HOLD ME TIGHT"（ポリドール）�
Album "Mr.Slim Part I"（ポリスター）�
Album "Mr.Slim Part II"（ポリスター）�
Album "Mr.Slim Part III"（ポリスター）�
Single "ダンシング・ステップ（原宿、赤坂）"（ポリドール）�
Single "ロックンロール・パープー"（ポリスター）�
Single "ワンマンバンド"（ポリスター）�
Single "シーサイド・ホテル／水上功治"（ポリスター）�
Single "Gone the Summer／鈴木雄大"（ポリスター）��
フジテレビ「土曜ナナハン ～ 学園危機一髪」　他、個人出演多数。��
にっかつ「女高生　天使のはらわた」�
監督/曾根中生　　脚本/深水龍作、池田敏春　　他、個人出演多数。�

　内　容�
総合ダンスレッスン。ミュージカルに必要な体づくり。�
俳優・アーティストの総合自己管理、スキルアップにも活用出来
ると同時に、初心者にも、十分なストレッチ、クロスフロア、エ
クササイズで、自分の体を知る事から親切丁寧に指導。�
ジャズ・コンテンポラリー・タップ e t c…�
希望者は、常にミスタースリムカンパニーの本公演、及びイベン
トの出演選考の対象となります。�

カンパニーの特徴�

会

社

概

要

�

■■■■■ 詳細はホームページ参照 ■■■■■�

http://www.mrslim.co.jp/studio/

株式会社ミスタースリムカンパニー　英文表記　Mr. SLIM COMPANY, Ltd.�
帝国データバンク　企業コード 981676298

〒165－0033  東京都中野区若宮1－12－3－401�
TEL 03－3310－9518　FAX 03－3310－9518　info@mrslim.co.jp

Mr. SLIM COMPANY運営、関連商品の販売、及び、俳優の養成。�

深水龍作（Mr. SLIM COMPANY主宰）�

三菱東京UFJ銀行　野方支店�

個人顧客�

1975年結成、オリジナルロックミュージカル集団�
音楽と激しいダンス、妥協の無い肉体の躍動が売り�

会 　 社 　 名 �

�

本 　 　 　 社 �
�

事 業 内 容 �

代表取締役会長�

取 引 銀 行 �

主 要 取 引 先 �

扉を叩け！�

　私は、東京キッドブラザーズ脱退後、当
時日本へ上陸していた『ヘアー』に参加出
演し、バーガー役で当りをとりました。�
　その後、米国NY・ラママシアターに参
加し、世界各地を公演しながら、ミュージ
カルとは何かを考え、1975年に帰国。�
　実弟・深水三章が旗揚げした『ミスター
スリムカンパニー』へ参加。�
　以後、演出家、俳優、作詞家、歌手とし
て現在に至っています。�

深水三章・梨本謙次郎をはじめ、布施博、東京JAP、赤坂泰彦等を排出した�
ミスタースリムカンパニーが、アクターズスタジオを復活させました。�

（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。�


