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於：アパホテル&リゾート
　　東京ベイ幕張ホール

第43回 通常総会

総務委員会の活動
紹介

全国大会出場を前に青年部会
から租税教育「税レンジャー」
のプレゼンテーション

vol.156
2019 夏号
7月26日発行

夏

スマホ・タブレットの方は
こちらから

※千葉西法人会の事業予定はホームページをご参照ください。

広報

ほうじん 千葉西 

第43回通常総会
新旧税務署長ご挨拶、署人事異動名簿
県連役員大会/表彰　
ブロック/部会だより・各事業計画
会員投稿ページ『世界の果てまで、いってキュー』(Ⅱ)
こんにちはトップに直撃！　  千葉工業大学  
地域の仲間たち

P.1 〜

P.5 〜

P.7 〜

P.10 〜

P.16

P.17 〜

裏表紙

第13弾

鬼高興産㈱／㈲川京
東京キリンビバレッジサービス㈱／㈲光清掃



1 ほうじん千葉西

目次
第43回通常総会 ……………………… 　　  ①
永年功労組織功労役員表彰・青年部会の報告  … 　　　②
総会交流会  …………………………… 　　　③
新年度役員名簿  ……………………………… ④
税務署だより(新旧署長ご挨拶、人事異動名簿) …… ⑤
法人会全国女性フォーラム/県連役員大会/功労者表彰  … ⑦
本部だより（監事会、理事会他）  …………… ⑧

本部・委員会だより  ………………………… ⑨
ブロックだより………………………………… ⑩
新会員紹介……………………………………… ⑬
部会だより（三部会総会他） ………………… ⑭
会員投稿ページ『世界の果てまで、いってキュー』  …… 　　⑯
こんにちはトップに直撃！会員企業訪問シリーズNo.13  … 　　⑰
地域の仲間たち  ……………………  　　裏表紙

2019 夏号 
vol.156
広報

ほうじん 千葉西

カラー
ページ

カラー
ページ

カラー
ページ

カラー
ページ
カラー
ページ

カラー
ページ

　　　公益社団法人

第43回通常
令和元年6月11日（火）

  議事項目

議案第1号　平成30年度事業報告の承認に関する件

議案第2号　平成30年度決算計算書類の承認に関する件

監査報告　　　　

議案第3号　役員の選任に関する件

報告事項（1）　令和元年度事業計画に関する件

報告事項（2）　令和元年度収支予算に関する件

　今年度の本会通常総会は、標記の日程・会場にて開催されました。
　司会、青年部会/秋葉 英貴 幹事により議事進行され、全議案が原
案通りに承認されました。
　冒頭、総会成立宣言後、任期2年を務めた清水 晴好 会長が主催者
として挨拶を行い、来賓紹介の後、議事に入りました。
　規定により、清水会長が議長となり、議案3件の審議と2件の報告
が行われました。議案第１号は事務局より、同２号は財務所管の総
務委員会、早野 吉子 委員長から説明があり、併せて監事を代表し、
早川 博幸 監事から監査報告が行われ、何れも拍手多数にて承認され、
続いて報告事項へと進みました。

　総会後、別室にて新理事による臨時理事会が開かれ、渡邉 敏美 
理事（前副会長・八千代ブロック長)を満場一致で新会長に選定しま
した。同時に、4ブロックの新ブロック長が副会長に選定され、併せ
て常設6委員会委員長が決定しました。また、退任された清水 晴好 
前会長を顧問に、礒貝 幸子 前副会長と早野 吉子前総務委員長を相
談役に選任しました。（P4 ※令和元年度 役員名簿 参照）
　
　その後、改めて元の会場に戻り、臨時理事会結果報告の後、ご来
賓代表（本間 英夫 千葉西税務署長、 塚田 慶 千葉県千葉西県税事務
所長）からご祝辞を頂戴し、渡邉 敏美 新会長が就任挨拶を行ない交
流会へと移りました。

↑司会は、青年部会 秋葉 英貴 幹事 ↑ 清水 晴好 会長 挨拶

↑ ↓  ご来賓、執行役員は各々正面左右に着席

↑ 事務局から事業報告、早野 吉子 総務委員長から決算計算書類報告、早川 
博幸 監事が監査報告

↑ 総会直後の臨時理事会にて、決定した渡邉 敏美 新会長から就任挨拶
↑ 千葉県千葉西県税事務所 塚田 慶 

所長からの祝辞
↑ 千葉西税務署 本間 英夫 署長から

の祝辞



 千葉西法人会

 総会開催
　於：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　

↑表彰式典の司会は、青年部会 朝倉 健吾 副部会長

　《永年功労役員感謝状 受賞者》
　　　有限会社 ケミック 久保島 宏海 様
　　　有限会社 細貝工務店 細貝 義昭 様
　　　磯部造園土木 株式会社 磯部 圭司 様
　　　東栄鋼材 有限会社 早川 博幸 様

 　《平成30年度組織功労ブロック表彰状　受賞ブロック》
　　　金賞　千葉西ブロック、   　銀賞　千葉北ブロック

　《平成30年度組織功労表彰状 受賞者》
　　　金賞 有限会社ハウジングトラスト 吉橋 雅晴 様
　　　銀賞 株式会社 ユアスペースウエダ  上田 順晧 様
 Y.K.メタル 株式会社 山崎 和夫 様
 社会保険労務士法人ハーモニー 徳永 康子 様
　　　　
　《平成30年度組織功労協力者感謝状 受賞者》
　　　大同生命保険株式会社　八島 妙子 様 、小林好子 様

　 《福利厚生制度（経営者大型保障制度）推進功労者》
　　　大同生命保険 株式会社　 沼田 加奈子 様 、八島 妙子 様
　　　AIG損害保険 株式会社　 菅野 正明 様
　　　(株)エ－ル　代表取締役　夏間 洋平 様

　 　受賞者の方々は以上の方々です。皆様、大変ありがとうござ
いました。引き続き、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。

　総会に先立ち、永年功労役員への感謝状、前年度組織功労賞の
贈呈式、県連の福利厚生制度（経営者大型保障制度）推進功労者
表彰伝達式が執り行われました。　司会、青年部会/朝倉 健吾 副
部会長の進行案内により、清水会長から、それぞれ表彰されました。
　更に、今回は、11月の「全国青年の集い」に東京局連を代表し、
租税教育活動の発表を行うこととなった青年部会から、本番を模
してのプレゼンテーションが行われました。

↑ 永年功労役員への感謝状贈呈

↑組織功労金賞 / 千葉西ブロック　　　　↑同銀賞 / 千葉北ブロック

↑組織功労表彰 / 金賞 吉橋 雅晴 理事

↑ 組織功労協力者感謝状授与

↑組織功労表彰 / 銀賞 上田 順晧副支部長

↑ 福利厚生制度推進功労表彰伝達式

↑組織功労表彰 / 銀賞 山崎 和夫 理事

☆  青年部会が租税教育活動「税レン
ジャー」をプレゼン発表

11月の本番同様に鈴木 恵介 副部会長と
坪川 亜希子さん生出演

多くの皆様からの
御協力に感謝
申し上げます!!

伊藤 勝巳 青年部会長から
全国大会への出場決定報告
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税のオピニオンリーダー法人会
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みんなでつなぐ納税の輪

交流会
　通常総会後の交流会には、110名が参加くださいました。ご来賓に、習志野市・
宮本泰介市長をはじめ、外部顧問をお願いしている地元金融機関や顧問弁護士、友
誼団体、税務関連団体、そして本会顧問、相談役の皆様も大勢、ご出席いただきま
した。
　司会は、青年部会/鈴木 恵介 副部会長、中臺 雄介 部会員が担当し、明るく交流
を深めていただきました。

総会終了
後の

交流会司会進行は青年部会、
鈴木 恵介 副部会長と中臺 雄介 幹事

植村 正徳 新副会長が
主催者挨拶

山崎 和夫 新副会長が
乾杯の発声

宮本 泰介 習志野市長 からの
来賓祝辞

中締めは 
佐藤 正直 副会長に



※全ての役員は非常勤
※理事、監事、顧問、相談役の
　頭部に・は新任

・

・

・
・

・

・

・

・
・

・
・

・

・
・

・

渡邉　敏美 会長

山崎 和夫 副会長
( 千葉西ブロック長 )

市原 正男
総務委員長

久野 敬一郎
B 総務委員長

（総務委員会） （組織委員会） （広報委員会） （研修委員会） （厚生委員会）

永野  徹
B 総務委員長

中島 広明
B 総務委員長

市原 正男
B 総務委員長

武居 政則
税法研究部会長

佐藤 正直 副会長
( 千葉北ブロック長 )

飯田 明彦
組織委員長

徳永 康子
B 組織委員長

石井 伸洋
B 組織委員長

吉谷 徳一
B 組織委員長

飯田 明彦
B 組織委員長

髙山 貴子
女性部会長

吉田 茂雄 副会長
( 習志野ブロック長 )

武居 政則
税制委員長

篠原 秀作
B 広報委員長

月山 早人
B 広報委員長

髙橋 　勝
B 広報委員長

吉橋 雅晴
B 広報委員長

伊藤 勝巳
青年部会長

植村 正徳 副会長
( 八千代ブロック長 )

髙橋 勝
広報委員長

黒子 恭伸
B 研修委員長

朝倉 健吾
B 研修委員長

時田 清信
B 研修委員長

髙際 完純
B 研修委員長

黒子 恭伸
研修委員長

三枝 千代子
B 厚生委員長

木全 喜敬
B 厚生委員長

久保木 慎一
B 厚生委員長

安宅 照男
B 厚生委員長

安宅 照男
厚生委員長

（業務執行理事）

（常設 6 委員会委員長）

ブロック

部　会

千葉西
ブロック

千葉北
ブロック

習志野
ブロック

八千代
ブロック

本　部
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国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です



税 務 署 だ よ り

　着 任 の ご 挨 拶

千葉西税務署長　　

水 田 　  剛

　公益社団法人千葉西法人会の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　この度の人事異動により、東京国税局課税第一部資料調査第一課長から千葉西税務署長を
拝命いたしました水田でございます。前任の本間署長同様ご厚情を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
　千葉西法人会の皆様には、平素から税務行政の円滑な運営につきまして、深いご理解と多
大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、「税制改正への提言・要望活動」をはじめ、「租税教室」、女性部会
による「税に関する絵はがきコンクール」の開催、青年部会による「税レンジャー」を活用
したプレ租税教育活動など、幅広い事業活動を積極的に展開していただいております。これ
もひとえに、渡邉会長をはじめ役員、並びに会員の皆様方の熱意とご尽力の賜物であり、深
く敬意を表する次第でございます。
　私どもといたしましては、千葉西法人会の皆様と長年培ってきた協調関係を基調としまし
て、各種の説明会・研修会へ職員を講師として派遣するなど、法人会活動の一助となるよう、
できる限りの支援をさせていただく所存でございます。
　さて、国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」こ
とであり、私どもは、この使命を果たすために様々な取り組みを行っております。
　特に、本年10月からは、消費税率の10％への引上げと同時に軽減税率制度の実施が予定さ
れております。私どもといたしましては、軽減税率制度の円滑な実施に向けて、事業者の皆
様に制度の内容を十分理解していただけるよう、地方公共団体や関係民間団体等と緊密な連
携を図りながら、引き続き制度の周知や広報に積極的に取り組んで参ります。
　また、納税環境の整備につきましては、平成30年度の税制改正により、大法人について令
和２年４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）から法人税・消費税の申告書・添付書
類のe－Taxによる提出が義務付けられたことに伴い、提出情報のスリム化や認証手続きの簡
便化等、利便性向上のための施策が実施されます。
　千葉西法人会の皆様には、従前よりe－Taxの利用促進や各種の税務研修などを通して多大
なるご支援を賜っているところですが、なお一層のお力添えを賜りますよう、改めてお願い
申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人千葉西法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並
びに事業のご繁栄を祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。
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公平に 次の世代の繁栄を 消費税とマイナンバー



　退任のご挨拶
前千葉西税務署長　本 間 　 英 夫

公益社団法人千葉西法人会の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、私こと、この度、千葉西税務署長を最後に永年勤めてまいりました税務の職場を退職い
たしました。
　昨年７月の着任から、わずか１年間という短い期間ではございましたが、渡邉会長並びに清水
前会長はじめ会員の皆様には温かいご支援とご協力を賜り、お陰様を持ちまして無事職責を果た
すことが出来ました。改めて心から御礼申し上げます。
　この１年間を振り返りますと「通常総会」、「役員大会」、女性部会の「税に関する絵はがきコ
ンクール審査会」、「租税教室」の視察など、多くの行事に参加させていただき、会員の皆様から
税務行政に対する貴重なご意見を直接伺うことができました。この１年間の経験を今後の人生の
良き糧とさせていただきまして、第二の人生をスタートさせたいと思っております。
　また、青年部会の租税教育活動として行われている「税レンジャー」については、本年11月の
全国大会でのご活躍を心からご期待しております。
　結びにあたりまして、公益社団法人千葉西法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びに
事業のご繁栄を心から祈念いたしまして、私の退任の挨拶とさせていただきます。

5 ほうじん千葉西 6ほうじん千葉西

在宅で 気軽にチャレンジ e-Tax 



　女性連協の全国大会、「全国女性フォーラム」が今年は、4月25日、
富山県富山市にて開催されました。本会からも、礒貝 幸子 県連女
連協顧問が参加くださいました。

　令和元年度、千葉県法人会連合会役員大会が、標記の日程、会場で開催されました。
　功労者等表彰式が行われ、本会からは、下表の皆様が受賞されました。表彰を受けられました皆様の永年の法
人会活動へのご協力に対し、心より感謝申し上げます。
　大会後、懇親会が行われました。千葉西法人会では清水 晴好 前会長、渡邉 敏美 新会長をはじめとして、受賞
された方々を含む、12名の役員が参加し、皆でお祝い申し上げ、また、本会としては、昨年度の活動に対し『会
員増強統一月間運動表彰／銅賞』『福利厚生制度推進表彰』を受賞しました。大会終了後には県内他の法人会役員
の方々との交流を深めました。

◎表彰内容と受賞された皆様
　　《全法連功労者表彰》 清水 晴好 理事（株式会社 ビッグアイ)　習志野ブロック
   市原 正男 理事（市原建設工業 株式会社)　八千代ブロック
　　《法人会功労者表彰》 吉田 茂雄 理事（広栄化学工業 株式会社)　習志野ブロック
   吉谷 徳一 理事（吉谷土木 株式会社)　習志野ブロック
　　《特別感謝状》   清水 晴好 理事（株式会社 ビッグアイ）　習志野ブロック
　　　　　　　　　　　　　　磯貝 幸子 理事（株式会社 ジェーエイシー）　千葉西ブロック

第 14 回  法人会 全国女性フォーラム
富山大会

県連役員大会

女性連協

於：富山市

平成31年4月25日（木）

令和元年6月18日（火）　　 於：三井ガーデンホテル千葉　　
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70年を超える歴史、約80万社が加入



本部だより

　４月19日（金）午後4時から、法人会事務局にて、
監事による会計監査が行われ、監事３名により、決
算作業が終了した平成30年度の本会会計処理状況、
財産状況、各事業に対する理事の職務執行状況等々
を確認いただきました。結果、本会の会計・資産の
内容、業務執行は、適正である旨の「監査報告書」
を作成しました。
　これを受けて、同日午後6時から正副会長、委員長、
部会長にもお集まりいただき、総勢14名にて標記の会
議が開催されました。
　ここで、本年度第1回理事会審議に付する平成30
年度事業報告、収支決算内容を協議し、併せて同理
事会報告事項となる新年度の事業計画・収支予算に
ついての確認を行いました。又、改選予定の新年度
役員の中から、各委員長候補等についても意見を出
し合い協議することが出来ました。

　本度、第1回理事会が、標記日程にて開催されま
した。前年度事業報告・収支決算について協議され、
理事42名、監事3名が参加して、2議案共に原案通り、
承認されました。

　これにより、その後の第43回通常総会に於ける、
議案が確定し、開催日に向けて、準備を開始するこ
ととなりました。

平成31（令和元）年度会計監査、 第1回 正副会長・委員長・部会長・監事会議
平成31年4月19日（金）　　於：法人会事務局 ２階、ホテルフランクス

平成31（令和元）年度 第1回 理事会
平成31年4月24日（水）　　於：ホテル  ザ・マンハッタン

清水会長挨拶 ご来賓千葉西税務署青木統括官

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

税を味方に、強い経営を



本部・委員会だより
平成31（令和元）年度第１四半期　本部関係会議等

会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

平成31年度第1回
広報委員会

4月5日(金）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌春号（155号）の編集会議②
・本会ホームページについて
・本会HP「会員企業PR頁」への掲載企業承諾協議
・「創立40周年記念事業/会員名簿」作成について

11名

令和元年度第2回
広報委員会

5月14日(火）
12:00 ～ 14:00

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌春号（155号）の反省点について
・広報誌夏号（156号）編集会議①
・本会ホームページの更新・見直しについて
・「会員名簿」の発刊について

12名

令和元年度第1回
研修委員会

6月6日(木）
18:00 ～ 19:00

ホテルスプリングス
幕張新館 1 階

・第24回法人会フォーラムについて
・各ブロック研修計画にについて
・本部主管研修予定について

9名

令和元年度第1回
税制委員会

（兼税法研究部会）

6月26日(水）
16:00 ～ 17:00

ALSOK 千葉
4 階会議室

・「次年度税制改正」提言のとりまとめ状況について
・今年度の研修会日程とテーマ等について 10名

会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第1回(4月)
新設法人説明会

4月3日(水）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「企業経営と税金の関係」
「法人税、消費税、源泉所得税の基礎知識」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

4名

第1回(4月)
決算法人説明会

4月4日(木）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

8名

第2回(5月)
決算法人説明会

5月9日(木）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

15名

一日でわかる簿記の
仕組み

6月5日(水)
9:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

わかりやすい簿記・経理の実務セミナーとして、
簿記の仕組みと基礎知識の習得
講師：千葉県税理士会税理士　勝谷忠広 氏

12名

第1回
パソコン研修会

6月13日(木)
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

パソコン実務研修の基礎コースとして、Excelの基本操作
について、全員が各々ノートパソコンを使っての実地研修
講師：株式会社イー・ブレーン 石見 誠 氏

5名

4/5 第 1 回広報委員会

6/6 第 1 回研修委員会 6/13 第 1 回パソコン研修会

5/14 第 2 回広報委員会

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

税の普及・啓発活動をすすめます



ブロックだより（1）
各ブロック別に、平成31（令和元）年度役員総会を開催

委員会名 開催日時 会　場 議　題 ・ 内　容 出席数

千葉西ブロック
役員総会

4月3日(水)
17:00 ～ 19:30

ホテルスプリングス
幕張

・平成30年度 事業報告及び収支決算の件　　　　　
・令和元度事業計画(案)及び収支予算(案)の件　　　　　
・新年度役員改選の件

28名

千葉北ブロック
役員総会

4月15日(月)
17:00 ～ 19:30

JR 千葉駅
ペリエホール

・平成30年度 事業報告及び収支決算の件　　　　　
・令和元度事業計画(案)及び収支予算(案)の件　　
・新年度役員改選の件

20名

習志野ブロック
役員総会

4月23日(火)
17:00 ～ 19:30

モリシア
銀座アスター
津田沼賓館

・平成30年度 事業報告及び収支決算の件　　　　　
・令和元度事業計画(案)及び収支予算(案)の件　　
・新年度役員改選の件

23名

八千代ブロック
役員総会

5月10日(金)
17:30 ～ 20:00

八千代緑が丘
パッソノヴィータ

・平成30年度 事業報告及び収支決算の件　　　　　
・令和元度事業計画(案)及び収支予算(案)の件　　　　　
・新年度役員改選の件

32名

4/3（水）千葉西ブロック

4/23（火）習志野ブロック

4/15（月）千葉北ブロック

5/10（金）八千代ブロック

　令和元年度のスタートに際し、各ブロックにて、千葉西税務署長及び担当幹部を来賓に招き、役員総会を開催し、新年度役
員選任を行うと共に、総会後には交流会を行い、ブロック役員と署並びに相互の貴重な交流の機会を持つことができました。

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

法人会で、税の知識とネットワークを



・・・現時点での年末迄の計画です。詳細未定もあり、今後変更が出る場合もございますので、日程近くには、令和元年度 事業計画（7月〜12月）  

全ブロック合同事業 ( 本部事業 )
・全役員大会　9 月 5 日（木） 16：00 〜  〔ホテルニューオータニ幕張〕
・全ブロック　合同親睦ゴルフ大会　11 月 28 日（木）OUT・IN 各 13 組  〔中山カントリークラブ〕
・第 24 回法人会フォーラム　2 月 19 日（水）15：00 〜（予定）  〔ホテルスプリングス幕張〕
　　　　　　　講師：スポーツジャーナリスト二宮 清純 氏

千葉西ブロック

千葉北ブロック

花
火
ナ
イ
タ
ー
観
戦

税務等研修会
（千葉西税務署副署長講話）

研修会
（法人会×ライザップでコラボ）

ボウリング大会

焼津グランドホテルにて

☆写真は昨年のものです

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

交流を通じて経営感覚を磨き、視野を拡げよう

ブロックだより（2）



開催案内、本会ホームページにてご確認ください。個別のご案内は事業の原則、1 か月前後迄に FAX 又はお葉書等にてお送りしています。

「会員増強」運動のお知らせ　今年も、県連からの目標が決定

 　① 会員増強統一月間・・・9 月 1 日〜 12 月 31 日  本会の示達目標 72 社 ( 個人会員除く）
 　② 年間会員増強・・・年間会員数の純増（令和2年3月末法人会員数 - 平成31年3月末法人会員数）本会の示達目標＋4社
　 　お陰様で昨年度、①は100％達成しました。残念ながら、②は△18社という結果でした。今年度こそは両目標を達成すべく、
皆様、どうか宜しくお願い致します！！ （組織委員長 / 飯田  明彦）

習志野ブロック

八千代ブロック

親睦ゴルフ大会

ブロック
執行役員の会議

テーブル付き
スタンドデッキで

観戦

経営研修会
「弁護士の上手な利用法」

☆写真は昨年のものです

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

さまざまな活動で会員企業を応援します



ブロックだより（3） −税務研修−

令和元年度 第1四半期
各ブロック研修委員会「令和元年度税制改正 概要説明会/軽減税率説明会」を開催

研修事業名 開催日時 会　場  内　容 出席数

習志野ブロック
第 1 回研修会（税務）

 5月28日(火）
15:00 ～ 16:45

習志野
商工会議所

テーマ：「令和元年度税制改正/軽減税率制度 」
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

20名

千葉北ブロック
第 1 回研修会（税務）

 5月30日(木）
15:00 ～ 16:45

千葉鉄工団地
会館

テーマ：「令和元年度税制改正/軽減税率制度」　
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

15名

八千代ブロック
第 1 回研修会（税務）

 6月3日(月）
15:00 ～ 16:45

八千代市民会館
第 5 会議室

テーマ：「令和元年度税制改正/軽減税率制度」
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

41名

千葉西ブロック
第 1 回研修会（税務）

 6月4日(火）
15:00 ～ 16:45

千葉西法人会
1 階研修室

テーマ：「令和元年度税制改正/軽減税率制度 」
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

24名

　各ブロック研修委員会では、5月から6月に掛けて、｢税制改正の概要」と「軽減税率制度」をテーマに、千葉
西税務署法人課税第1部門担当官をお招きして、新税制の資料提供と共に概要説明会を開催しました。
　ブロック毎の開催日時、場所、出席者数については、以下の通りでした。ご参加ありがとうございました。

5/28（火）習志野ブロック

6/6 千葉北ブロック親睦ゴルフ大会 優申会だより

5/30（木）千葉北ブロック 6/3（月）八千代ブロック 6/4（火）千葉西ブロック

(2019.4.1 〜 2019.6.30）
※ ホームページアドレスは入会申込書に記載があった場合のみ掲載しています。また、本会 

ホームページとのリンク手続きを逐次進めています。ご要望があれば、事務局宛、どうぞ
ご連絡下さい。 ( 敬称略 )

事業所名 HP アドレス 所　　在　　地 電　　話 業　　種
千葉西ブロック
　幕張東部支部
　　㈱信和 https://www.e-pukupuku.com/ 千葉市花見川区幕張町 6-329-4 043-271-1525 弁当等製造配達
　幕張西部支部
　　㈱ライン 千葉市花見川区幕張西 3-1-15 043-312-1199 土木業、解体業
千葉北ブロック
　山王六方小深支部
  　㈱グリーンカルダモン 千葉市花見川区小深町 79-2 080-3554-8575 製造業
習志野ブロック
　臨海支部
  　ネステック㈱ https://www.nesstech.co.jp/ 習志野市茜浜 1-12-1 047-453-1182 計測機器の製造販売（温度計・圧力計等）
　実籾支部
  　㈲川口メカニック https://k-mechanic.co.jp 習志野市実籾 2-41-2 047-475-8908 精密機械器具部品
八千代ブロック
　大和田第 3 支部
  　( 同 ) ゆうあい防災 八千代市大和田新田 94-2-410 090-3501-0217 建設業（消防設備電気工事）

新会員紹介

 　今年の親睦ゴルフ大会は富里市の「久能カントリー倶楽
部」で、申込み枠を拡大し、総勢43名参加となりました。
梅雨入り前日の超好天に恵まれ、暑さ対策が心配される程
でしたが、お陰様で、木全厚生委員長の行き届いた心遣い
と気配りの下、楽しく大盛況の１日となりました。沢山の
景品協力にも感謝です！優勝は望月孝さんでした。

　6月末が年度替わりとなる優申会では6月24日（月）、
松尾町レストランUshimaruにて会員交流会を開催し、
本年度の総括を行いました。

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

法人会で多彩な出会いのチャンスを



部会だより（1）
平成31（令和元）年度 第1四半期

各部会（税法研究・女性・青年）関連会議等の開催状況
部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

女性部会
第 1 回役員会

4月16日(火)
15:00 ～ 15:30

ホテル
グリーンタワー
幕張

・「第39回定時総会・交流会」事前打合せ
・「教養講座」の内容、スケジュールについて
・役員改選ついて

11名

税法研究部会
第 1 回役員会 

4月16日(火)
15:20 ～ 15:40

ホテル
グリーンタワー
幕張

・「第43回定時総会」事前打合せ
・　同　スケジュールの確認について
・役員改選ついて

9名

青年部会
全体会議

  5月16日(木)
18:30 ～ 19:00

千葉西法人会
1 階研修室

・年間事業計画について
・「税レンジャー」プレ租税教育活動について 17名

青年部会
第 1 回研修会

 5月16日(木)
18:30 ～

千葉西法人会
1 階研修室

令和元年度 税務研修会
講師：徳山博章税理士
テーマ：「2019年度の税制改正について」

18名

女性部会
教養講座

6月12日(水)
10:00 ～ 11:30

千葉西法人会
1 階研修室

・公開教養講座「救命研修会」
・事務局にて、昼食交流会　　　　－下記報告参照－

【教養講座の様子は千葉西法人会HPのトップページにも掲載中.スマホ、PCで御覧下さい】
21名

女性部会
第 2 回役員会

 6月12日(水)
13:00 ～ 14:00

千葉西法人会
1 階研修室

・「租税教室」「絵はがきコンクール」への対応
・年間事業計画検討 13名

税法研究部会
第 2 回役員会

（兼 税制委員会）
 6月26日(水)

16:00 ～ 17：00
ＡＬＳＯＫ千葉
４階会議室

・「次年度税制改正」提言のとりまとめ状況について
・今年度の研修会日程とテーマ等について 10名

女性部会 / 青年部会
合同講演会 ( 県連事業）

6月27日(木)
14:30 ～ 17:00

三井
ガーデンホテル
千葉

・合同講演会
テーマ：「ロボット技術と未来社会」
講師：千葉工業大学未来ロボット研究センター所長　古田 貴之 氏

9名

“税レンジャー”活動紹介のコーナー

令和元年度女性部会教養講座　（開催：令和元年6月12日）

　全法連が制作し、全国の法人会に配布される今年度
の新規入会勧奨用のリーフレットに“税レンジャー”
の活動写真が掲載されました。

　今年度の教養講座は去る６月12日、「いざ！という時の
ための『救急法短期講習講座』を日本赤十字千葉県支部
から講師２名を招いて法人会の研修室で開催。７体の練
習用モデル人形を使って心肺蘇生やＡＥＤ（Automated 
External  Defibrillator：自動体外式除細動器）の使い方
を約１時間半、丁寧に教えていただきました。ＡＥＤとは
心臓が痙攣し血液を流すポンプ機能を失った状態（心室

細動）になった心臓に対して電気ショックを与え正常なリ
ズムに戻すための医療機器。最近街でよく見かけますが
実地に操作したのは初めてという方がほとんどだったよ
うです。今回の研修成果を「いざ！という時」に迅速に活
用していただければ幸いです。講師を交えた昼食懇談会
も楽しかったですよ。この企画を担当された方々に感謝
いたします。  （女性部会副部会長/広報委員 谷津真知子）

News!!
2019年度全法連のリーフレット

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

きめ細やかな女性部会（部会員募集中！）



部会だより（2） 世界の果てまで、いってキュー
　平成31年4月16日（火）午後4時より、ホテルグリー
ンタワー幕張において、税法研究・女性・青年三部
会が同時開催にて、定時総会を開催しました。
　第1部の各部会定時総会では、ご来賓に千葉西税
務署より本間 英夫 署長をはじめ幹部署員の皆様と
千葉西法人会からは、会長・副会長をお迎えし、規
定に従い、各部会長が議長を務め、『平成30年度事
業報告及び収支決算』、『平成31（令和元）年度事業
計画(案)及び収支予算(案)』の各議案を協議し、それ
ぞれ承認されました。その後、ご来賓の方々より、各々
ご挨拶を頂戴し、予定通り閉会となりました。

　第2部は、同ホテルにて三部会合同会員交流会が
開催され、代表して髙山 貴子 女性部会長による主
催者挨拶、ご来賓のご紹介に続き、伊藤 勝巳 青年
部会長からの乾杯発声があり、部会を越え又、ご来
賓も交え、賑やかな親睦会となりました。今回は、
アトラクションとして(担当：女性部会)松本泰子＆
和田啓さんによる「アラビアンリズムと日本の歌」が、
披露され、その素晴らしい歌声と珍しいアラビア
ミュージックの調べを楽しみました。中締めは税法
研究部会、武居 政則 部会長が担当され、今年度の
三部会合同定時総会は予定通り終了しました。

三部会定時総会の実施（税法研究/女性/青年各部会が同時開催）

青年部会女性部会税研部会

・・・現時点での年末迄の計画です。個別のご案内にて最終確認願います。各部会　令和元年度 事業計画（7月〜 12月）  
税法研究部会 青年部会

女性部会
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若手経営者がメンバーの青年部会（入会受付中！）



３．世界の変わった食材、食べ物
　各地を訪れたとき、そこのマーケットに行くのが楽し
みだ。何を食べ、遊び、何に喜びを感じるか。ボケーと
しながら観察する。変わった食材と書いたが、あくまで、
私の主観。座標軸変えれば、彼らには、当たり前の主食材。

生きた鶏、その他
　南米、アフリカ、東南アジア、各地で見られる。店舗、
家庭に冷蔵庫がまだ普及していないので新鮮な生きたま
ま売られる。その他鳩のような鳥、魚を売っている場所
もある。
　中国の町どこか忘れたが、多分雲南省か四川省では、
生きた蛇、亀、トカゲ、コウモリを売っていた。

ベトナム、カンボジア、ラオス
　珍品が多い。殿様カエルのよ
うなもの、日本の数倍大きいイ
ナゴ、大きな黒クモ、ゲンゴロウ、
クワガタ、タガメ、その他名前
のわからない昆虫類、水中生物
が生きたまま動いている。
　友人が３匹串刺しで焼いたカエルを買った。一匹もらっ
たが、食べられなかった。その代わり、大きな焼いたイ
ナゴを食べた。これが、昆虫の味かと思った。
　余談。韓国、釜山での話。薄暗い一杯飲み屋で乾き物
をつまみに焼酎を飲んでいるとき。
　無意識に、つまみを口にした。カンボジアで食べたイ
ナゴと同じ昆虫の味。蚕のさなぎだと知る。

ガーナ
　アフリカには、ブッシュミー
トといって、草原に住む動物肉
のレストランがあるが、まだ行っ
たことはない。
　ガーナには名前は忘れたが、
イタチとウサギぐらいの大きさの小動物がいる。捕獲禁
止だが、道路かいわいに、その動物を開き乾燥させた店
が並ぶ。美味しいという。

バングラデシュ
　島国国家、香港、シンガポールを除くと、世界一人口
密度が高い国。どこに行ってもヒトヒト。石炭を船から
降ろしているのを見た。籠を頭に乗せアリの行列。ベル
トコンベアーなら簡単なのに。郊外に行った。おどろく
ことに小鳥、小動物が見当たらない。現地人曰く、すべ
て食べ尽くしたからだ。マーケットでは、野ねずみの開

　我が徘徊の記　（世界の果てまで、いってキュー）
　高いお金を払い、不便なところに旅して、何処が面白いのか、と、友は問う。答える。そこ
には人々が住んでいるから。自然環境、歴史、文化、宗教、人種、言語、食べ物､ その他多数。
前号（第1話、第2話）に続き、第2回目（第3話）です。（全４回シリーズ予定）

きを売っていた。

エチオピア、スルマ部落
　牛の首を軽く縛ると血管が浮
き出る。そこに弓矢で、軽く射
ると出血。これを器で飲むのだ。
　器がいっぱいになると、粘土のようなもので、止血。
牛は、文句を言わず、去る。
　トウモロコシを発酵させたアルコール分２－３％と思
われる酒を現地の人は、よく飲む。
　血は、遠慮したがトウモロコシ酒は、トライ。モンゴ
ルの馬乳酒荷に似た甘酸っぱい味だった。

フィージー
　タロイモ、里芋、サツマイモの大きいもの等、沢山の
いも類を売っている。現地の女性はすごい。相撲取りの
ような体格。芋を腹一杯食べるからだ。一方男性は、な
ぜか筋肉質が多い。ラグビーが国技。ブラジル、オリンピッ
クで金メダル。当時のメンバーが紙幣になっている。

臭豆腐　人糞（うんこ）の臭い
　台湾で臭豆腐をごちそうになった。人間のうんこ臭く
て食べられない。食べ物とはとうてい信じられない。あ
れそのものの臭い。これを台湾人にいうと、日本の納豆が、
うんこ臭いという。では、台湾人と日本人では、うんこ
の臭いが違う？可能なら台湾出身の美人歌手、ジュディ
オングに判断を仰ぎたい。
　後で調べると、臭豆腐は中国沿海地方でも食べられ、
便臭インドールが含まれている。やっぱりあの臭い。

シンガポール、牛のペニス
　これは、在職中の昔話。シンガポールのケミカルの連
中から、中華料理の接待を受けた。皿の大盛りに見慣れ
ないもの。私が、食べていると、皆、ゲラゲラ笑っている。
牛のペニス。そう言われるとそんな形をしている。くわ
しく観察しないで食べた。牛、一頭に一つ付いている、
正しくは、ぶら下がっている訳なので、数頭分食べた。
珍味。

パキスタン、羊の脳みそと睾丸
　羊の脳みそと睾丸のカレーを食べた。いずれもカレー
の味が濃いので、味そのものは不明。食感は、脳みそは、
フアフアとした、睾丸はみじん切りになっていた、こり
こりした感触。
　いずれも､ 私には大切な食材。頭脳明晰、身体強健に
少しでもと信じ、祈るようにして完食。

千葉西ブロック 真砂磯辺支部
㈱ユアスペースウエダ 上田　順皓さん

会員投稿ページ　第 2 回

世界の果てまで、いってキュー

トウモロコシの発酵酒をご馳走になる。
(トーゴ　タキエンタにて )

なんだかわからない？コウモリか？
（ラオス）

ガーナ市場にて。なにかな？
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法人会という仲間があなたを支える力になる



　相互により深く理解し合うことをテーマに、広報委員が各会員
のトップから直接お話を伺う本企画も、開始４年目になります。
　株式会社や有限会社ばかりでなく、「学校法人」も法人会会員
として、経理・総務部門中心に研修会等に参加頂いています。今
回は、訪問対象先を大きく方向転換して髙橋広報委員長が、渡邉
新会長の出身校を直撃インタビューしました。

瀬戸熊   修 理事長  

会員企業訪問シリーズNo.13

インタビュアー：髙橋勝広報委員長
ゲスト：渡邉敏美 千葉西法人会会長
日時：2019 年 6 月 19 日（水）　14：00 ～
場所：千葉工業大学 1 号館　理事長室（習志野市津田沼 2-17-1）

こんに
ちは

トップ
に直撃

！

髙橋委員長　本日は、JR津田沼駅前の千葉工業大学に伺
い、瀬戸熊修理事長に「トップに直撃」インタビューを
お願いしました。私が副会頭を務める習志野商工会議所
でも、理事長にはお世話になっています。今日は “経営者”
としての瀬戸熊理事長のお話を伺いたく、今年度から就
任した渡邉新会長と二人で参りました。
　日頃、理事長は、大学は社会に向け有為な人材を育成
するだけでなく、地域文化の知の拠点たらん…と仰られ
ています。地域企業経営者の集まりであります、我々、
法人会とも共通の部分があるのではないかとの想いでお
ります。

「理事会は経営を担う役」
瀬戸熊理事長　大学でも「理事会」
はその経営をコントロールして行く
責任組織です。私も法人会の皆様と
同じ「経営者」として、日々戦って
いますよ！決して、皆さんと無関係
ではありません。数年前、大学人と
して初めて、千葉県経済同友会にも
入会し、多くの経営者の意見を拝聴

する機会を得て、有り難いと思っています。
渡邉敏美法人会会長　私は本学、昭和44年卒業ですの
で、こうして今、国内有数の大学として注目される母校
を見て、今日は勇んで同行させて貰いました。冒頭に理
事長が、「経営者」として戦っていると伺って驚きまし
た。現存する私立理工系大学では最古である千葉工大で
すが、昔は学生の数も少ないどちらかと言うと小規模な
大学だった記憶がありますが……？ 
理事長　戦う相手は「これ迄の常識」です。私には特別
な手法も壮大な事業計画もありません。日々の積み重ね、
実行して行く気概です。渡邉さんと同じですよ！！
委員長　「これ迄の常識」と言うと……？
理事長　そう、だれもが持っている「常識」に疑問を呈

することが私の行動の始まりです。「常識」は変えられ
ないと思いがちですがこれを見直す、それで良いのか考
えることを「改革」「改善」と言うのかもしれません。ただ、
何かを変えようとすると異を唱

とな
える人が必ず現れます。

そうした時、私はどうやってそこを突破しようかと考え
ます。大学に奉職して半世紀、第12代理事長を拝命して
７年ですが、これ迄目前の障害にもめ

・ ・ ・
げず、あ

・ ・ ・ ・ ・
きらめず

に、ひとつひとつ乗り越えて来ただけです。
　大学と言えども、収入あっての存在です。それには多
くの学生に入学して貰うこと、そのポイントは父母、特
にお母さん達に大学を知って頂くことが第一歩です。良
いことでも悪いことでも全て可視化して注目されるのは
大切なことなんです。もう一つは、入学した学生が辞め
ないこと。授業に付いて来れる様、フォローすることで
す。教える側は“落第”するのは勉強しない学生が悪い
と考えがちですが、教え方にも問題があるかもしれない
との反省も必要であることを教授会に申しました。今年
は、受験者数が9万人を超えていますが、中途退学する
学生数も現在では７年前の半分に減り、収入面でも２割
程の増収となり経営の安定化につながっております。や
やもすると反目し合っていた教員と職員が一丸となって
問題解決する「教職協働」が他大学にさきがけ実現した
ことです。まさに経営の責任は理事会にあるのです。
渡邉　　「学費収入」が、我々で言う「売上」なのですから、

公式キャラクター  チバニー
（デザイン：坂崎千春 氏）

津田沼キャンパス 赤゙煉瓦門（゙旧・
鐵道聯隊表門=登録有形文化財）
と20階建ツインタワー校舎
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自らの向上と社会への貢献の喜びを



を結びつけるコーディネーターの役割も大切だと思いま
す。掛け声だけで、その橋渡し役が居なければ、絵に描い
た餅です。
　例えば、数年前、他に先駆けて全学生に「iPad」を持
たせたのですが、一寸考えて、その後卒業する学生の端
末を連携協定を結んでいる市や町の小中学生に情報教育
の一環として無償配布したのです。多くの関係者の熱意
と協力を得て実現しました。更に、大学生がその使い方を
指導する等の派生効果も出て、本当に開かれた大学とし
て感謝されております。教職員向けに検討していた「保
育施設」も産学連携が功を奏

そう
し、大学の構内で社員と教

職員らの園児達が遊ぶ姿に学内が和む等の想定外の効果
も生まれています。
渡邉　　大学も地域企業も同じ立地の中で、お互いに切
磋琢磨して行く関係ですね。法人会の役割も少し、垣間
見えた気もします。会社経営者としても大いに励みにな
りました。
委員長　まだまだ、伺いたいところですが、本日はお忙
しい中、長時間に亘り沢山の示唆あるお話を伺うことが
できました。是非、お互いに今後も“切

・ ・ ・ ・
磋琢磨”して参

りましょう！　どうもありがとうございました。

経営の基本ですね。我々、事業会社から見て、夢の様な
水準ですが、Ｒ＆Ｉの企業格付けで、16年連続ＡＡ–の
評価となっているのも頷けます。

「企業が求めてくれるから大学はある」
理事長　千葉工業大学は、建学の精神「世界文化に技術
で貢献する」を掲げております。国や支援団体からの補
助金には基本的に頼らない自主独立の大学経営を目指し
ています。多くの資金援助を受けるとその精神も揺らぎ
ます。自らの力で、収入の安定を図り、その余剰金を効
果的に先行投資している訳です。
委員長　それは、法人会の精神とも一致します。我々も、
基本的にはどこからも補助金は受けず、自主運営を貫い
ています。
理事長　そうですよね。だから、「未来ロボット技術研
究センター」(fuRo)や「惑星探査研究センター」(PERC)
も立ち上げることができました。今、本当に我々に、学
生に必要なものは何かと言うことを考え、必要だと判断
したらば、それを実現する迄、粘り強く意思を貫くこと
です。「fuRo」の古田貴之所長チームの招聘は６時間掛
けて説得しました。そして、大切なことは人との繋がり、
出会いです。2009年4月設立した「PERC」の世界的惑
星科学の第一人者松井孝

たか
典
ふみ

所長も偶然の人との出会いが
あって、実現したものです。
渡邉　　経営者には先行投資の判断力が問われます。人
との繋がりを重視される姿勢も法人会の活動と重なりま
すね。
理事長　企業があっての大学、企業から人材を求められ
て、採用していただいて初めて価値を発揮するのが大学
です。
　7号館にある、パナソニック㈱と「fuRo」との「産学
連携センター」の設立ではロボット分野での同社の本学
に対する期待の大きさを強く感じています。現在、我が
国には国公私立を含む782の大学があり、実際、これか

ら生き残って行くことは
至難の業

わざ
です。私の「夢」

は本年創立77年を迎え
た本学に、創立100年を
見据えるしっかりした道
筋をつけることです。

「産学官連携はコーディネーターが必要」
委員長　我々の地域には、JAXAのロケット先端部を製
造している地場企業もあり、多くの会員企業が、優秀な
学生採用や技術の提携に強い意欲を持っています。
理事長　そう、「産学官連携」ですね。大学が持つ知的
財産を官民に役立てて頂く、これが重要です。我々も苦
労していますが、インターシップにしても何でも、企業
側からもどんどん相談を持ち掛けて欲しいですね。それ

〜 編集後記 〜
　私は地元、学生の街ともなっている津田沼で育ち、今は北口
の津田沼北部連合町会会長の立場もあり、千葉工大さんとは隣
組の感覚です。駅から見える津田沼キャンパス「赤煉瓦門」は
国の登録有形文化財ですが、その奥にそびえるツインタワービ
ルは地上96ｍ、20階の超最新設備の校舎で、そのコントラスト
や学内の美しさにはいつも心を奪われます。学生さん達の若い
パワーで津田沼駅周辺ひいては習志野市が大いに盛り上がるこ
とを期待しております。 （広報委員長/髙橋 勝）

産官学連携の研究拠点

年末、地元を賑やかにするイルミネーション

１画多い『夢』の字は創
立者のひとり、小原國
芳先生の書（他人より
1つでも多くの夢を）
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【千葉工業大学】
昭和17年創立。現在、理系最古の私立大学。
戦後、君津への移転を機に現大学名に改称。
昭和25年以降、津田沼駅前の元陸軍鉄道連隊
跡地に移転。現在は他に新習志野キャンパス、
東京スカイツリータウンキャンパスを有し、5
学部17学科、学生数9,994名。2003年「未
来ロボット技術研究センター」設立。震災後
の福島原発へのロボット派遣。2009年「惑星
探査研究センター」設立し、はやぶさ2号プロ
ジェクトに貢献。入学志願者数は総合大学と
の中でも全国第10位。倍率65.9倍で断トツ第
1位の難関。現理事長の数々のアイデアは、日
本の大学改革の模範と言われる。

地域に密着したスポーツ・文化活動を行います



公益
社団法人 千葉西法人会会員証

e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」欄に千葉西法人会会員と入力しましょう。

◀法人税確定申告書「別表−」下の余白に貼付する会員証です
　申告書にこのマークを切り取って貼りましょう。

地域の仲間たち
鬼高興産株式会社

東京キリンビバレッジサービス 株式会社 千葉支店 有限会社 光清掃

委 員 長　
　　　髙橋　　勝（習志野ブロック）

副委員長
　　　吉橋　雅晴（八千代ブロック）

委　員　篠原　秀作（千葉西ブロック）
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千葉西法人会広報誌やホームページで貴社をPRしてください!!
広報誌「地域の仲間たち」原稿募集中！  HP「会員企業PR」リンク先受付中！

詳しくは、本会の HP をご参照いただくか、或は事務局までお問い合わせください

掲載原稿
募集中！

代 表 者　支店長  沖村 将哉
設　　立　平成12年1月
事業内容　 清涼飲料水販売
住 　 所　習志野市東習志野 6-19-8 
TEL：047-479-5540
FAX： 047-478-4164
URL：https://www.kirinholdings.co.jp/
　　弊社は平成12年1月、飲料メーカーキリンビバレッジ㈱
の自動販売機部門として子会社化し誕生しました。千葉
支店は地域密着サービスを掲げ、所在地の習志野市を中
心に約1,250台の自動販売機を管理・運営しております。
　近年はお客様のニーズも多様化し、災害対応機、デジ
タルサイネージ内蔵機、食品併売機など多種多様な自動
販売機を取り扱っております。新規で自動販売機をご検
討している方、既存自動販売機の見直しをお考えの方、
お気軽にご連絡下さい。

代 表 者　代表取締役  土屋  信之
設　　立　昭和50年１月
事業内容　 一般廃棄物収集運搬業
住 　 所　八千代市神野 611-1
TEL：047-488-3362　
FAX：047-488-3351
E-mail：hikari-seisou@gol.com

　
　八千代市委託業者です。
　(八千代清掃事業組合代表理事）
　清掃車等8台にて八千代市内の一般ゴミ・資源ゴミ・
粗大ごみの収集運搬業務を行っています。
　千葉西法人会では、平成23年から青年部会副部会長と
して活動しました。現在は、八千代ブロック研修委員会
副委員長を務めています。

有限会社 川京

配管工事場所の一例

代 表 者　代表取締役　鈴木  辰之
設　　立　昭和56年5月
事業内容　 耐食配管工事の施工・監督
  配管材料等の供給
住 　 所　千葉市花見川区花園 3-15-12
TEL：043-275-3391
FAX：043-275-0602
E-mail：onitaka@mx1.alpha-web.ne.jp  　

耐食材料を通して社会の発展に役立つ
　耐食材料を基本として、技術の進歩を取り入れた高品質・高機能性を持つ
材料（パイプ・バルブ・タンク・ライニング・ジョイント・ホースなど）/設備を供給
し、また、それらの材料/設備に関する工事の施工および監督を行っています。

取　扱　商　品
1. 配管材料（パイプ）	 PVC,C-PVC,HI,クリーン他のパイプ等	
2. 配管材料（バルブ）	 PVC,PP,PVDボール弁・ダイヤフラム弁,チャッキ弁等
3. 機器搭槽類	 PE,PVDF,FRPタンク、塔他
4. 各種ライニング	 ゴム、フレーク、FRP,PVC,テフロン、グラスライニング等
5. ゴム、金属伸縮継手	エキスパンション,フレキシブルジョイント等
6. ホース類	 エアー及びウォーター、ケミカル・耐油及び耐酸ホース他
7. 工業用部品	 ゴムシート、天然ゴム、プチル及びシリコンゴム、ガスケット類他
8. その他化成品	 PVC,PP,ナイロン、PE等プレート、樹脂、ガラス繊維他

真中は、当社のペット、山羊
のバニラ♀、７歳です‼

代 表 者　代表取締役　
　　　　　　　根本  昂介
創　　業　昭和54年4月
事業内容　 鰻 ( 川魚 ) 料理
住 　 所　千葉市花見川区
　　　　　　柏井 1-10-1 
TEL/FAX:043-250-1232

お陰様で、開業40年
　これからも、地域の皆
様に信頼いただき、愛される店を
家族・スタッフ一同で、目指します。
　「鰻」と季節に合わせた「川魚（鯉、
鮎、どじょう等）」料理でお待ちし
ています。
 営業時間：昼 11:00 ～ 14:00
    　　　　夜 16:30 ～ 20:00
 定休日：毎週水曜日（隔週で連休有）
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