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「組織委員会」事業活動の紹介
　本会の常設６委員会のひとつ、「組織委員会」は 
千葉西法人会組織の強化と活性化を図る責任を担って
います。具体的には、会員数の拡大を目指し、日々 
情報を集めたり、入会勧奨運動を推進しています。
毎年９月～ 12月は、「会員増強月間」として県連から、
新規法人入会数の目標（今年度は72社）が提示され
ます。また、会員数は、平成28年度に増加して以来、
３年連続してわずかながら減少しており、組織委員会
では、会員数の増加を最大のテーマとしています。 
今年度の組織委員は以下のメンバーです。
　会員各位からの「入会情報」お待ちしております。
どんなことでも組織委員または、大同生命担当者へ 
お気軽にご相談下さい！

※公益社団法人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。
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令和2年 新年のご挨拶
　明けまして、おめでとうございます。
　会員各位におかれましては、お健やかに新春をお迎
えのことと存じます。
　昨年は多くの台風被害に見舞われ、被災された皆様
には心より御見舞い申し上げます。
　会長職をお受けして、半年が経過し、お陰様で、昨
年も本会は概ね順調に事業展開することができました。
役員・会員の皆様のご支援の賜物であります。衷心よ
り感謝申し上げる次第です。
　本会は、40有余年という歴史を刻む中、地域の発展
とともに、会員の皆様からの多くの御要望にお応えし、
或いは公益法人として幅広く社会貢献活動を展開して
参りました。時代は令和に変わりましたが、法人会の
目指す基本姿勢は同じです。地元企業の皆様と一緒に、
分け隔てなく自由に意見交換し、経営や税制の勉強で
切磋琢磨し、時にはリクリエーションで交流を深め、
一方で様々な要望を国や県市に提言し、会員企業の発
展、地元の活性化の為、活動を続けています。
　法人会は、会員の皆様自身による「支部活動」が基
本ですが、その個々の力をブロックや本部に集め、更
には県の連合会、そして全国にも輪を広げて行くこと
が可能です。
　昨年11月、本会の青年部会による『租税教育活動/
税レンジャー』が“全国青年の集い”で活動発表する機
会がありました。私も同行して、直に視て参りましたが、
全440法人会若手経営者達を前に、それはもう堂々たる

内容のプレゼンテーションでした。まさにこの千葉西
法人会の中の一つの事業が、日本中の会員の活動に影
響を与える出来事だったわけです。
　「組織」を活性化して行くには、それぞれ持ち場持ち
場での責任ある役割分担が必要です。私は、例えば「税
レンジャー」の活動の様に、自分達が信ずるテーマに
向け、それぞれが役割を担い、その上で力を結集して
突き進むことが、その成長に繋がるものだと考えてお
ります。
　2020年は、東京オリンピック・パラリンピックの年
です。本会の管区、幕張はその競技会場にもなります。
世界中の力、若いエネルギーを吸収し、「公益社団法人 
千葉西法人会」の更なる発展を目指して参りたいと思
います。
　会員・地域の皆様方のお役に立つ団体として、また、
地域に存在感ある組織として、法人会が目指す「企業
の発展」「地域の振興」「社会への貢献」は、会員各位
からの強いご指導とご支援が必要です。今年も皆様と
力を合わせて参りましょう。 
　結びに当たり、会員企業の益々
のご隆盛と、会員各位並びにご
家族、社員の皆様方のご健勝を
お祈り申し上げ、新年のご挨拶と
させていただきます。

公益社団法人 千葉西法人会 会長
　渡邉　敏美 

　明けましておめでとうございます。
　令和２年の年頭に当たりまして、公益社団法人千葉
西法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上げま
す。旧年中は、渡邉会長をはじめ千葉西法人会の役員
並びに会員の皆様方には、日頃より税務行政に深いご
理解と格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、地域社会における税のオピ
ニオンリーダーとして、「租税教室」に多くの講師を派
遣していただいているほか、「税に関する絵はがきコン
クール」への取り組みなど、税知識の普及に努められ
るとともに、各種講演会・研修会の開催や街頭広報な
ど幅広い事業活動を活発に展開されております。貴会
がこれらの事業活動に熱心に取り組んでおられること
に心から敬意を表しますとともに、皆様方のご活動が
今後より一層盛んなものとなりますようご期待申し上
げます。
　さて、既にご承知のとおり、消費税の「軽減税率制度」
が、昨年10月１日の消費税率の引上げと同時に実施さ
れております。
　軽減税率制度のもとでは、税率ごとの区分経理や請
求書の発行など、従来とは異なる経理処理が必要とな

りますので、事業者の皆様が適切な経理処理を行って
いただけますよう、引き続き制度の周知・広報に努め
てまいります。
　また、e－Taxにつきましては、資本金１億円超の大
法人などを対象として、本年４月以後に開始する事業
年度から、電子申告義務化が適用されます。
　併せて中小法人にも適用がある各種利便性向上施策
も順次実施しているところであり、貴会におかれまし
ても、従前よりe－Taxの利用促進に多大なるご支援を
賜っているところですが、会員企業の従業員の皆様方
のマイナンバーカードの普及、所得税等確定申告のe－
Tax送信の積極的なご利用も、改めてお願い申し上げ
ます。
　結びに当たり、公益社団法人
千葉西法人会の益々のご発展と、
会員の皆様方のご健勝並びに事
業のご繁栄を心から祈念いたし
まして、新年の挨拶とさせていた
だきます。

千葉西税務署 署長
　水田　　剛
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（当日御欠席）
曽我 浩 理事

（千葉西ブロック
幕張西部支部長）

伊藤 達也 理事
（習志野ブロック
谷津支部長）

（当日御欠席）
前田 輝夫 理事

（千葉北ブロック
三角支部長）

江口 茂勇 理事
（八千代ブロック
勝田台支部長）

千葉西税務署 署長表彰受彰者

東京国税局長表彰受彰者

千葉西税務署 署長感謝状受彰者

千葉西法人会 会長感謝状受彰者

令和元年度 納税表彰式

受彰者の皆様、おめでとうございます

礒貝 幸子 理事礒貝 幸子 理事
（千葉西ブロック顧問）（千葉西ブロック顧問）

吉田 茂雄 副会長吉田 茂雄 副会長
（習志野ブロック長）（習志野ブロック長）

永野 徹 理事永野 徹 理事
（千葉北ブロック総務委員長）（千葉北ブロック総務委員長）

依田 公人 理事依田 公人 理事
（千葉西ブロック（千葉西ブロック
幕張南部支部長）幕張南部支部長）

吹出 國男 理事吹出 國男 理事
（千葉北ブロック（千葉北ブロック
こてはし台支部長）こてはし台支部長）

鳥谷部 貴行 理事鳥谷部 貴行 理事
（習志野ブロック（習志野ブロック

本大久保鷺沼支部長）本大久保鷺沼支部長）

大和久 裕己 理事大和久 裕己 理事
（千葉西ブロック（千葉西ブロック

厚生副委員長）厚生副委員長）

三枝 千代子 理事三枝 千代子 理事
（千葉西ブロック（千葉西ブロック

厚生委員長）厚生委員長）
武居 政則 理事武居 政則 理事

（税法研究部会長）（税法研究部会長）

代表して、表彰の弁を述べる代表して、表彰の弁を述べる
吉田副会長吉田副会長

伊藤 勝巳 理事伊藤 勝巳 理事
（青年部会長）（青年部会長）
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千葉西間税会主催「令和元年度  税の標語」入選作品の紹介



11月11日（月）　幕張メッセ国際会議場 ３階
　令和元年度の「千葉西税務署管内　納税表彰式」が11月11日（月）15時30分より千葉西税務署と
千葉西税務懇和会（千葉西税務署管内の税務協力六団体で構成）との共催で千葉市美浜区の幕張メッ
セ国際会議場の３階において開催され、千葉西税務署長表彰並びに感謝状、千葉西税務懇和会を構成
する各団体長からの感謝状がそれぞれ、授与されました。また、これに先立ち、今年、東京国税局長
表彰を受けられた礒貝幸子理事の受彰披露も行われました。今回の受彰者は以下のとおりです。
　同時に行われた“中学生の「税についての作文」” 表彰式では受彰した中学生8名全員の朗読発表が
あり、素晴らしい文章と税に対する高い関心度に参加者一同感銘を受けました。

令和元年度 納税表彰式

令和元年度納税表彰式　受彰者のご紹介
（順不同）

東京国税局長表彰

　　礒貝　幸子　　理事　　　株式会社ジェーエイシー

千葉西税務署 署長表彰

　　吉田　茂雄　　副会長　　広栄化学工業株式会社

　　武居　政則　　理事　　　白鳥製薬株式会社

　　三枝　千代子　理事　　　有限会社シーエスビューティー

千葉西税務署 署長感謝状

　　曽我　　浩　　理事　　　(有)第一経営センター

　　永野　　徹　　理事　　　株式会社永野工業

　　伊藤　達也　　理事　　　藤建株式会社

　　伊藤　勝巳　　理事　　　有限会社コトブキ

公益社団法人 千葉西法人会 会長感謝状

　　吹出　國男　　理事　　　株式会社冷研エンジニアリング

　　大和久　裕己　理事　　　株式会社タオ・エンタープライズ

　　依田　公人　　理事　　　松本ESテック株式会社

　　前田　輝夫　　理事　　　株式会社マルウ

　　鳥谷部　貴行　理事　　　株式会社ジャック　　

　　江口　茂勇　　理事　　　三祥株式会社

【令和元年度の納税表彰式の様子は千葉西法人会HPにてもご覧になれます】
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毎年、千葉西間税会では管内中学生から“税の標語”を募集し、優秀作品を表彰しています



『税を考える週間』のページ
　毎年11月11日～ 17日の『税を考える週間』には、税に関する様々な企画が進められます。
　千葉西法人会でも今回は、以下の事業に積極的に参加しました。

　千葉西税務懇和会・千葉西税務署が共催で実施した街
頭広報活動では今回、千葉西法人会青年部会の「税レン
ジャー」が“1日広報大使”に任命されました。本会から
はモリシア津田沼のイベント会場とJR津田沼駅前南北の
デッキ上で、渡邉会長と女性部会メンバー、青年部会扮
する「税レンジャー」らの総勢10名が、法被を羽織り、
税についてのキャンペーン活動に参加しました！
　写真は、署の職員や他の関係団体のメンバーと一緒に、
道行く市民の皆様に、広報チラシやお菓子の配布を行う
様子です。� (女性部会副部会長・広報委員/谷津真知子）

◆街頭広報活動
　（11/13（水）　於：モリシア津田沼・JR 津田沼駅前）

　午後1時30分から1時間半にわたり、署長室にて
署幹部の皆様と女性部会員8名の意見交換会が行な
われました。水田署長から、税務行政や前々赴任地
の佐久市の観光紹介もあり、大いに盛り上がりまし
た。また、女性部会からは、「税に関する絵はがき
コンクール」や「租税教室」の取り組み姿勢や感想
が報告されました。フェイスツーフェイスでの明る
く和やかな座談会となりました。
� （女性部会長/髙山貴子）

◆「署の幹部を囲む座談会」
　（11/20（水）　女性部会主催 / 於：千葉西税務署）

　『税を考える週間』に先立ち、「千葉西税務懇和会」主催で
の講演会(第4回)を開催しました。
　今回は、千葉西税務署総務課さんからのご紹介で、標記の
タイトルで、会社を挙げての取組み経緯、実態について、同
社社長、飯嶋氏から説明がありました。同社が事業活動を通
して、社会の課題解決と地域社会への貢献を目指す姿勢と企
業として長所を生かした人材育成への努力について、多くの
ヒントを得るお話しでした。

◆千葉西税務懇和会 講演会
　「企業戦力として」～障がい者就労の現場から～
　　　　　　　　　　ちばぎんハートフル株式会社  飯嶋 大三 氏
　（10/24（木）　於：千葉西税務署）

【『税を考える週間』の様子は、千葉西法人会HPのトップ頁にて詳細をご覧いただけます】
　ＨＰは
⇒こちら
　から
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※全4,622作品の中から入選された21作品を新年号、春号、夏号にてご紹介させていただきます
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税金は　顔の見えない　助け合い

税 務 署 だ よ り
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習志野市立第六中学校　3年生　【千葉西税務署　署長賞】



本部・委員会だより
令和元年度第3四半期

本部関係会議等
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

税制改正提言活動

10月28日（月）
10:00 ～ 10:30 小林鷹之事務所

・ 10月の法人会全国大会決議を経て、渡邉会長、植村副会長(八千
代ブロック長)が地元選出国会議員へ税制改正提言を行った。喫
緊のテーマ、財政健全化や地域経済を担う中小企業税制措置等
の問題、消費税改定後の実態についての広く意見交換を行った。

3名

11月12日（火）
10:30 ～ 11:00 八千代市市長応接室

・ 同じく渡邉会長と植村副会長の二人で、市長室を訪問し、地方
税制への提言を行ない、併せて講演会活動等、本会の社会貢献・
公益事業についての紹介を行った。

3名

11月22日（金）
9:30 ～ 10:00 千葉市市長応接室

・ これ迄、県連や千葉東法人会に一任していたが、初めて両会に
同行し、佐藤副会長（千葉北ブロック長）が代表して、熊谷市
長に税制改正提言を行った。併せて本会青年部会租税教育活動
支援( ｢税レンジャー｣ の応援)に対する感謝を伝えた。

3名

11月25日（月）
15:00 ～ 15:30 習志野市市長応接室

・ 吉田副会長(習志野ブロック長)が市長に面談し、地方自治のあり
方・税制への要望、法人会としての提言を行った。また、本会
の諸活動を説明する中、広報誌発刊・頒布拡大等への理解も得
ることができた。

2名

県連女連協創立30周
年記念講演会／祝賀会

11月26日（火）
14:30 ～ 18:00

京成ホテル
ミラマーレ

県連女性部会連絡協議会創立30周年の記念講演会・祝賀会が京
成ホテルミラマーレ6階ローズルームにて開催され、歴代役員含
め、県内各法人会から、91名が参加した。

5名

委員会活動状況
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第5回広報委員会 10月7日（月）
13:30 ～ 15:00

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌秋号(157号)の編集会議②
・広報誌、新年度からの新企画について
・本会ホームページ見直しについて

10名

第2回厚生委員会 10月24日（木）
18:00 ～ 19:00

京成津田沼
鶏ジロー

・ 11/28開催予定、「全ブロック交流ゴルフ大会」（隔年開催）
の開催前、準備会議にて、募集状況確認・協賛企業の確認・
当日の流れ確認等を行った。

7名

第2回総務委員会 10月30日（水）
18:00 ～ 20:30

八千代台
ユアエルム2階
洋食亭ブラームス

・今年度のブロック・支部役員会開催状況の報告、確認
・現状予算の仕組み、次年度以降の取り組みについて
・全法連、県連からの功労者表彰について

10名

第6回広報委員会 11月19日（火）
17:00 ～ 18:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌秋号(157号)の反省と新年号(158号)編集企画①
・次年度からの広報誌企画・構成、配布先の拡大について
・本会ホームページの更新・見直し　・その他意見交換

11名

第7回広報委員会 12月18日（木）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌新年号(158号)の編集会議②
・広報誌作成作業の組み立て、役割分担について
・本会ホームページの更新・見直し

7名

10/28　税制改正提言活動10/28　税制改正提言活動

11/22　税制改正提言活動11/22　税制改正提言活動

11/12　税制改正提言活動11/12　税制改正提言活動

11/25　税制改正提言活動11/25　税制改正提言活動

10/7　第5回��広報委員会 10/24　第2回��厚生委員会 10/30　第2回��総務委員会 11/19　第6回��広報委員会

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

消費税　一番身近に　できること



研修委員会活動状況
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第4回
新設法人説明会

10月2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

6名

第7回
決算法人説明会

10月9日（水）
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

10名

第2回
1日でわかる簿記の
仕組み

10月15日（火）
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

9名

1日でわかる法人税
申告書の書き方

10月17日（木）
13:00 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「法人税確定申告書の仕組みと作成の基礎知識の習得」　
　　講師：千葉西税務署 法人課税部門担当官 5名

第2回
パソコン研修会

〈Excel中級編〉

10月24日（木）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

6月実施の基礎コース続編として開催したパソコン実務研修
の中級コース。普段の業務効率が格段にアップするExcel操
作の小技・裏ワザを順序立てて学習。

7名

第8回
決算法人説明会

11月14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

23名

10/15　第2回��1日でわかる簿記の仕組み 10/17　1日でわかる法人税申告書の書き方

　役員改選後、初の役員会を開催し、税を考える週間での署長懇談会、
新春会員交流会等、年度事業についての協議を行い、両事業の日程、
詳細を決定した。昨年8月の総会記念講演会に講師として招聘した島田�
会長率いる、千葉ジェッツふなばしの公式戦観戦を企画し、同日、新春
会員交流会を開催する。

　本会�理事（千葉西ブロック総務委員会副委員長）、黒木重義�様（ALSOK千葉株式会社�
代表取締役社長、64歳）におかれましては、去る12月9日、ご逝去されました。
　ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げますとともに、千葉西法人会へのこれまでの厚い
ご支援、ご協力に心より感謝申し上げます。

　「税を考える週間」の事業として、千葉西税務署を訪れ、水田署長、
佐藤副署長、森田統括官、長澤上席との懇談会を行った。署長から、�
消費税改定後の情勢等について、優申会会員からは、企業側の近況に�
ついて諸報告がなされた。

千葉西優申会　第2回理事会

千葉西優申会　署長を囲む懇談会

優申会だより
10月28日（月）18:00 〜 19:00　京成津田沼キャラバンサライ

11月14日（木）14:00 〜 15:30　千葉西税務署 3F会議室

訃報

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

八千代市立村上中学校　1年生　【千葉県間税会連合会　会長賞】



令和元年度第3四半期
役員会・ 研修会・厚生事業関係（１）

研修名 開催日時 会　場  内　容 出席数

千葉北ブロック
第1回役員会

10月16日(水）
18:00 ～

八千代台
ユアエルム4階

9月に台風の影響で、延期となっていたが、改めて本年度最初のブロッ
ク役員会を開催。年度計画の進捗状況、会員増強運動の進捗を確認
した。

10名

八千代ブロック
親睦ゴルフ大会 10月17日(木） 八千代

ゴルフクラブ

ブロック内会員でもある、「八千代ゴルフクラブ」にて、今年度の
八千代ブロック親睦ゴルフ大会を実施した。天気に恵まれ、健康増
進と参加者の親睦強化を図ることができた。

17名

八千代ブロック
第2回研修会

11月12日(火）
15:00 ～ 16:30

八千代
商工会議所
会議室

テーマ：「消費税改定・軽減税率導入後の対応について」
講　師：千葉西税務署 法人課税第1部門　八木 俊介 国税調査官 27名

千葉西ブロック
第2回研修会
会員大会
交流会

11月21日(木）
15:30 ～

ホテル
スプリングス幕張
新館3階
エメラルド

・第2回研修会
 テーマ：「消費税の軽減税率制度について」　
 講　師：千葉西税務署　佐藤 康久 副署長
  税務行政の実務と企業側の留意点について、幅広く、且つ具体的
な説明が豊富に展開され、非常に有意義な内容であった。

・会員大会/交流会
　年に1度のブロック恒例の会員交流会で、新入会含めた多くの会
員が相互に親睦を深めた。

34名

ブロックだより

10/16　千葉北ブロック�第 1回役員会

10/17　八千代ブロック�親睦ゴルフ

11/12　八千代ブロック�第 2回研修会

11/21　千葉西ブロック�第 2回研修会�会員大会�交流会　

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

知らぬまに　支えられてる　税金に



役員会・ 研修会（2）
研修名 開催日時 会　場  内　容 出席数

習志野ブロック
第4回正副ブロック長
委員会会議

11月18日(月）
12:00 ～ 13:00

京成津田沼
寿々本

・ 今年度の事業計画について、各委員長から進捗報告状況があり、台
風で中止となった厚生事業は改めて実施を検討することとした。

・支部役員会開催状況報告があり、今後の対応を協議。
・ 会員増強運動については、同ブロックの目標達成に向け、具体的に

検討。

10名

習志野ブロック
第2回研修会

12月3日(火）
15:00 ～ 16:30

習志野
商工会議所

テーマ：「 元気な企業は現場から！」　
　　　　～新しい時代、18歳から70歳までの人材育成～
講　師：令和人材育成研究室　室長　高橋 保雄  氏

　人材不足が深刻化する現状で、インターンシップの活用含めた、若
手・ベテラン社員の人材育成について、大学での経験を踏まえ、わか
り易く解説がなされた。

17名

千葉北ブロック
第2回研修会

12月11日(水）
14:00 ～ 15:30

千葉鉄工団地
会館

テーマ：「健康長寿を叶える歩き方教室」　～転びにくい歩き方教室～
講　師：健康ウォーキング協会　健康ウォーキング指導士
　　　　佐藤 ヒロ子  氏

　講義と実技を交互に行い、聴いたことを直ぐに実践し、体験して身
体で覚える、理論をその場で確認する実務研修で、普段気付かない効
果的な歩き方を習得した。

22名

八千代ブロック
第2回役員会

12月16日(月）
18:00 ～

勝田台
割烹大洋

・今年度の事業計画について、委員長からの実施報告、計画の説明。
・支部役員会開催状についての報告と開催促進を協議。
・ 予算の進捗確認と次年度予算組み立てについて、各委員長からの意

見聴取。
・会員増強運動の現状確認とブロック目標達成に向けた検討。

23名

11/18　習志野ブロック�第 4回正副ブロック長委員会会議

12/3　習志野ブロック�第 2回研修会

12/11　千葉北ブロック�第 2回研修会

12/16　八千代ブロック�第 2回役員会

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

習志野市立第二中学校　3年生　【全国間税会総連合会　入選】



部会だより
令和元年度 第3四半期

会議・研修・公益事業関係①
部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

女性部会
管外研修会 10月11日(金） 都内・芝/目黒

他

　今回の女性部会管外研修は久し振りの都心への日帰りバス旅行（参加人数21
名）。台風19号が接近する中、天候が心配されたが幸い大した雨に降られるこ
ともなく終えることができました。車中で研修用ビデオを熱心に（？）視聴する
ことからスタート。最初の目的地、目黒のホテル雅叙園東京では東京都指定有
形文化財「百段階段」特別企画の「いけばな祭典」を鑑賞。小原流などの家元
による花の彩の数々を日本画の背景とともに鑑賞し芸術の秋を満喫。昼食は東
京タワー近くの「とうふ屋うかい」で伝統の豆腐料理を堪能。 最後に訪れたの
は東京タワー。最近は東京スカイツリーの方が話題になることが多いが、昭和
世代としてはタワーの美しさもまた格別。有志で展望台まで登り、東京の変貌
ぶりを改めて実感。映画「三丁目の夕日」の世界が頭をよぎったりしました。
台風の影響を考慮し早めに帰路についたが往復の車中を含め一日を楽しく過ご
すことができました。改めて今回の研修担当者に感謝いたします。来年も楽し
みにしています。
（女性部会副部会長・広報委員/谷津真知子(㈱谷津ペットホテル・予防センター))

23名

税研部会
第5回研修会

10月16日(水）
15:00 ～ 16:30

千葉西法人会
1階研修室

・源泉所得税講座③「報酬料金、非居住者の取り扱い」
講師：千葉西税務署 法人課税第2部門 木庭  薫 上席国税調査官 12名

税研部会
年末調整説明会
2部制

11月6日(水）
9:30 ～ 12:00
14:00 ～ 16:30

モリシア
ホール

・年末調整説明会（午前、午後1回宛）
講師：千葉西税務署 法人課税第2部門、管理運営第2、第3部門 各担当官 82名

全法連
全国青年の集い

（大分大会）
11月7日(木）
～ 8日（金）

県立総合文化
センター

　今年は、活動開始3年を迎えた「税レンジャー」による租税教育活動をこの大
分大会で、全国発表する一大イベントとなりました。
　全国からの地区代表11組の中から、本会青年部会(伊藤勝巳部会長)は栄えある

「奨励賞」を獲得し、千葉西法人会青年部会のワクワク租税教育活動を日本中か
ら集まった参加者の皆様に胸を張って披露することができました。
　応援に駆け付けた渡邉会長、橋本顧問をはじめ親会、OB含めた部会員、県内
他の青年部会の皆様からの熱いご支援も大きな励みになりました。この経験を基
に、これからも地道な活動を広めて行きたいと思っています。引き続きご支援、
宜しくお願い申し上げます。 （青年部会副部会長・広報委員/鈴木恵介）

21名

青年部会
第1回
OB会

11月13日(水）
17:00 ～

津田沼
モリシア11階
銀座アスター
津田沼賓館

　渡辺会長の乾杯で始まった青年部会ＯＢ会、渡辺会長は第５代青年部部会長
です。とても懐かしそうな穏やかな顔で笑ってらした、企画させて頂いて良かっ
たと思った。もちろん他の参加してくれた方達も大いに笑わせてくれたし笑って
いた。この日の参加者のほとんどが私にとっての大先輩であり、色々な事を教
えてもらい、私は、この先輩達の作品であると思いながら日々法人会活動をし
ているつもりです。そもそもなんでこのＯＢ会企画をやってみようと考えた理由
はいくつかあります。まずは、青年部会出身で初めての本会会長に就任された
渡辺先輩へのお祝いとエール、次に青年部会卒業後法人会と縁が遠くなってし
まっている会員さん達とのパイプのつなぎ直しが出来たらという思い、そして３
つ目は、私がこのメンバーで飲みたかったのです。
　この日は私も懐かしい先輩たちの頼もしさで楽しく過ごすことが出来ました。
緊張もしましたが、この先輩たちには誤魔化しは聞きません。何せ私が20代の
頃を知られています、下手な司会、声が小さい挨拶、まとまらない乾杯の挨拶、
駄目な私を全部知られています。だからこの場所は楽なのです駄目で良いから
とても楽なのです。青年部会は失敗しても良い場所で、法人会という会を勉強
する場所でそこから育って法人会で活躍してくれれば良いのです、私はまだま
だ勉強中ですが…。
　昔々私が幽霊会員から脱却した時に言われました。そう言ってくれてた先輩
たちが青年部会卒業後大半の方達が活躍の場も無く縁が遠くなってしまってい
るのが残念です。私は、参加してくれた先輩たちと盃を傾けると身が引き締ま
りとても良い緊張を頂けます。きっと私にとって法人会の原点なんだと思います、
現在法人会会員の中で30社が青年部会OBです、その30社で何かの形にするこ
とで現役青年部会の卒業後の受け皿機関としておけば会員流失を防げるのでは
と思いますがどうでしょうかね。
　最後に、参加してくださいました皆様大変お疲れ様でした、ご協力ありがと
うございました。相変わらずの気が回らない幹事だったと思いますがご容赦下 
さい。
　追伸　参加者写真撮り忘れました…。 （ペンネーム　私は失敗作品です）

4名

租税教室リハーサル 　今年も予定される「租税教室」(千葉市、習志野市、八千代市内9小学校にて)講師の
スキルアップを目指し、女性部会、青年部会それぞれがリハーサルを実施。また新た
なメンバーも加わりました。ペア毎の成果発表では、
見学する部会員から、児童側の目線で、きめ細かくア
ドバイスが入り、将来を担う学生に、正しい税知識と
関心を持って頂ける様、お互いに切磋琢磨しました。
（この日以降も個別に事務局に集まり、或いは別な場
所で練習を繰り返し、本番に備えました。）

女性部会 青年部会

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

毎日の　生活支える　税を知ろう



会議・研修・公益事業関係②
部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

青年部会
プレ租税教室

11月16日(土）
10:20 ～ 12:00 幕張南小学校

　昨年に引き続き、幕張南小学校の「学びフェスタ」から招かれ、プレ租税教育
授業「税レンジャーわくわくワークショップ」を開催。小学校3・4年生、5・6年
生を対象にオリジナルDVD映像と税レンジャー・司令長官のキャラクター生出演
で、45分授業を実施。青年部会のキーワード『楽しさ』『話し合い』をテーマに、「夢
を叶える税金1億円」について、赤・青・黄色の3グループ討議で税を楽しく学び、
皆で考えました。

9名

女性部会
第4回役員会

11月20日(水）
11:30 ～ 13:00

千葉西法人会
1階研修室

・「租税教室」講師リハーサル、街頭広報活動等の報告
・「年末交流会」について確認
・「租税教室」「絵はがきコンクール」今後のスケジュール等協議 他

10名

女性部会
年末交流会

12月13日(金）
18:00 ～

ホテル
ザ・マンハッ
タン

・ 女性部会では今年も年末交流会を開催し、部会員の部会事業への1年間の尽力
に感謝し、併せて一層の親交を図りました。美味しいお料理と幹事が用意した
プレゼント抽選、カラオケ大会で師走の夜を盛り上げました。

20名

青年部会
研修会兼忘年会

12月19日(木）
15:00 ～

三谷大和
スポーツジム

・ 今年の青年部会研修会は「健康ボクシング体験会」を実施。京成八千代台駅東
口すぐの「三谷大和スポ－ツジム」にて、年齢性別に拘わらず意外と誰もが楽
しめる“ボクシング”と言う健康スポーツを体験しました。

・ 恒例の忘年会では、特に青年部会全国大会含めた部会活動や仕事の労を皆で大
いに癒しました。

12名

10/11　女性部会�管外研修会

11/16　青年部会�プレ租税教室

12/13　女性部会�年末交流会 12/19　青年部会�研修会兼忘年会

10/16　税研部会�第 5回研修会

11/7　全法連�全国青年の集い

11/6　税研部会�年末調整説明会

11/20　女性部会�第 4回役員会
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習志野市立第七中学校　3年生　【東京国税局間税会連合会　入選】



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）
委　員　市原　　康（千葉西ブロック）
委　員　月山　早人（千葉北ブロック）
委　員　今泉　重弘（千葉北ブロック）
委　員　鈴木　和弘（習志野ブロック）

委　員　長岡　　勇（八千代ブロック）
委　員　谷津真知子（女性部会）
委　員　藤川　良子（女性部会）
委　員　鈴木　恵介（青年部会）
委　員　沖村　将哉（青年部会）

広
報
委
員
会

事業所名 ホームページアドレス 所　　在　　地 電　　話 業　　種
千葉西ブロック
幕張西部支部
　ケースプランニング㈱ 千葉市花見川区幕張本郷�2-4-30�本郷二丁目ビル201 043-275-2577 広告代理業
作新支部
　千葉リフォーム㈱ 千葉市花見川区長作町�1252-7 043-306-6677 内装工事業
検見川支部
　㈱旭住工房 千葉市花見川区検見川町�2-465-14�大和ビル検見川201 043-305-4220 建築工事業
幕張新都心支部
　MITホールディングス㈱ http://www.mit-hd.co.jp 千葉市美浜区中瀬�2-6-1�WBGマリブウエスト24階 043-239-7252 情報サービス
　シーエスアーキテクト㈱ 千葉市美浜区中瀬�1-3�幕張テクノガーデンＣＤ棟5階 043-212-7597 ソフトウエア業
　㈱日盛 千葉市美浜区打瀬�2-23 090-7179-8896 廃プラスチック輸出
　㈱ファンクリエイト 千葉市美浜区中瀬�1-3�幕張テクノガーデンCD棟5階 043-274-5125 簡易宿泊所
　㈱ラックフィールズ 千葉市美浜区中瀬�1-3�MTG�CB棟3階�MBP WEB集客ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ（゙ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作等）

千葉北ブロック
千種支部
　㈱ ixco 千葉市花見川区千種町�227-7 043-377-9845 軽作業請負業
　日本ティー・パック㈱ 千葉市花見川区千種町�107-1 043-259-3456 茶加工販売
犢橋支部
　造園パートナーズ㈱ 千葉市花見川区犢橋町�1771 047-406-5913 造園業
花見川柏井支部
　ケーヨーレンタル㈱ 千葉市花見川区横戸町�909-1 043-257-1531 リース業
畑天戸支部
　山中化工㈱ 千葉市花見川区畑町�551 043-273-7924 製造業
こてはし台支部
　㈲髙田工業 千葉市花見川区大日町�1420-17 043-258-0595 鋼製型枠製造業
山王六方小深支部
　㈱三協リール https://www.triens.jp/ 千葉市稲毛区山王町�279-5 043-421-5551 製造業（自動車工具製造販売）

習志野ブロック
津田沼支部
　㈱エヌエイチ 習志野市津田沼�7-1-1 047-452-0701 新聞小売業
　㈲朱泉 習志野市袖ケ浦�1-8-13 047-454-2178 化粧品販売
谷津支部
　習志野CITYFOOTBALLCLUB㈱ 習志野市奏の杜�1-3-11 047-406-4888 サッカークラブ運営
臨海支部
　橋田機工㈱ 習志野市茜浜�1-14-2 047-408-9301 食品機械製造販売
藤崎支部
　クリーンオフィス㈱ 習志野市藤崎�3-30-4 090-8319-0700 内装工事、清掃管工事
実籾支部
　㈱トラムス 習志野市実籾�4-37-18 090-3312-7423 不動産賃貸・管理業
花咲屋敷支部
　合兵藤造園 習志野市屋敷3-12-10 047-472-4438 造園業（法人成り）
東習志野支部
　心徳建設㈱ 習志野市東習志野�8-7-7 047-401-6393 型枠工事業

八千代ブロック
睦支部
　神山興業㈱ 八千代市島田台�原内1093 047-489-8665 製造業（型枠）
八千代台支部
　㈱大建塗装工業 八千代市八千代台東�5-25-38 047-419-1880 塗装工事
勝田台支部
　公羽㈱ 八千代市勝田台�1-6-13 047-409-8555 衣料品小売
上高野阿蘇支部
　㈱麻秋建設 八千代市米本�1359米本団地5街区15棟 406号 建設業
村上下市場支部
　YAMATECH㈱ 八千代市村上南�2-6-15�シェルフォーレ303号 047-409-5311 鋳鉄管製造業
　弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 https://yachiyosakura-bengoshi.com 八千代市勝田台北�1-3-21�ピノキオ勝田台ビル5階 047-409-0192 法律事務所(弁護士)

賛助会員
　（一財）あんしん財団千葉支局 千葉市中央区新町1-17�JPR千葉ビル11階 043-441-4622 認可特定保険業者
　㈱新栄 船橋市高根台1-1-8-303 080-5952-0008 地下タンク卸売業
　Y2C 習志野市藤崎�5-4-51-606 090-3548-5541 建設業(電気工事業)
　Gゼミ http://gzemi.com 習志野市大久保�1-29-6- 中台ビル2階 047-475-5965 学習塾等
　高橋清和 千葉市稲毛区長沼町�120-3 043-259-6209 不動産賃貸業

新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介
(2019.10.1 〜 12.20）

※��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承諾先は逐次、手続きを進めています。ご要望があれば、事務局宛、
どうぞご連絡下さい。� 〈敬称略〉��

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

消費税　みんなの暮らしの　パートナー



「会員増強」運動の進捗状況
今年度の法人会会員増強について、これ迄の経過をお知
らせします。
 ①  会員増強統一月間… 9/1 ～ 12/31 本会の示達目
標 72社 ( 個人会員除く）は 12/20 時点で 60 社

 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）

　　 （県連からの示達目標は+4社）
　　　12/20 時点で、△ 33 社という状況です。

今年度こそは両目標を達成へ皆様、
どうか宜しくお願い致します‼（組織委員長 / 飯田明彦）

※ 全ブロック合同事業 ( 本部事業 ) として、
　・1 月 21 日㈫ 17:30 ～新春賀詞交歓会 ( ホテルグリーンタワー幕張 )
　・2 月 19 日㈬ 15:00 ～第 24 回法人会フォーラム
　　　「東京オリンピック・パラリンピックを地域活性のチャンスに」
　　　　二宮清純氏講演会 ( ホテルスプリングス幕張 )
　・ 3月9日㈪ 11:00 ～令和元年度第2回理事会(ホテルグリーンタワー幕張)

が予定されています。
　尚、次年度通常総会は、6月10日㈬ 15時30分～ホテルスプリングス幕張
の予定です。
　今後のご案内にご注目ください。

 千葉西ブロック (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第3回税務等研修会 2/
中旬

15:00～
17:00

内容：未定
講師：未定

第5回正副ブロック長
・正副委員長等会議

2/
中下旬

17:30～
18:00

・今年度事業の経過と次年度事業案の件
・次年度のブロック役員総会と運営手順

第2回役員会
2/
下旬

18:00～
18:50

・当年度事業の経過と決算見込み報告
・新年度事業計画と予算方針
・その他

役員交流会 19:00～
20:30 ブロック役員の交流会

会費完納強化月間 2/1～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に
適宜

各ブロック����������������������������������������������
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

管外研修会
3/5-7

( 木 )
￤�
( 土 )

（羽田からの直行便にて、「石垣島」２泊、ゴルフ又は観
光を計画）…案内ハガキ送付済み
※参加募集中！通算第33回

親睦ゴルフ大会

 千葉北ブロック (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

管外研修会 (一泊二日) 　2/7（金）～8（土） 勝沼・富士吉田
方面

会員交流を目的とする管外への研修旅行
※先着25名参加募集中！

第2回役員会
未定

18:00～
18:50

未定

・令和元年度事業の経過と今後の予定
・次年度のブロック役員総会と議案等の件

役員交流会 18:50～
20:30 ブロック役員の交流会

第3回研修会 (税務等 ) 　2/　 15:00～
16:30 未定 テーマ：未定

講　師：未定
第4回正副ブロック長
・正副委員長等会議

2/
下旬

12:00～
13:30 未定 ・今度事業報告決算 /次年度事業計画予算

・次年度のﾌ ﾛ゙ｯｸ役員総会の件

会費完納強化月間 2/1～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に
適宜

各ブロック����������������������������������������������
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

 習志野ブロック (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第3回税務等研修会 2/ 15:30～
17:00 未定 テーマ：未定

講　師：未定
第5回正副B長
・正副委員長等会議

2/

17:30～
17:50

未定

・令和元年度の事業経過報告と次年度計画
・ブロック役員会運営手順

第2回役員会 18:00～
18:50

・今年度事業報告 /決算見込み
・次年度事業計画(案)/収支予算(案)の件
・次年度ブロック役員総会と運営手順

役員交流会 19:00～
20:30 ブロック役員による交流会

会費完納強化月間 2/1～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に
適宜

各ブロック����������������������������������������������
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

 八千代ブロック (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容
管外研修会 2/11～12 水木 1泊2日 関東近郊 ブロック会員による視察研修及び交流会

第3回正副ブロック長
・正副委員長等会議 1/28 火 17:30～

18:00
八千代台

ユアエルム4階
エルムサロン

1.ブロック事業の経過と今後の予定
2.第 3回役員会運営の件

第3回役員会
1/28 火

18:00～
18:50 八千代台

ユアエルム4階
エルムサロン

1.ブロック事業の経過と今後の予定
2.次年度事業計画、予算案の策定
3.その他（本部事業の確認）

役員交流会 18:50～
20:30 ブロック役員による交流会

第3回税務等研修会 3/5 木 15:00～
16:30

八千代
商工会議所

テーマ：未定
講　師：上記に関する専門家

第4回正副ブロック長
・正副委員長等会議 3/中 17:30～

18:00 未定 1.ブロック事業の経過と今後の予定
2.第 4回役員会運営の件

第4回役員会
3/中

18:00～
18:50

未定

1.令和元年度事業報告の件
2.令和元年度収支決算の件
3.令和2年度事業計画（案）の件
4.令和2年度収支予算（案）の件
5.その他（本部事業の確認）

役員交流会 18:50～
20:30 ブロック役員による交流会

会費完納強化月間 2/1～
3/20

2ヶ
月

支部毎に
適宜

各ブロック����������������������������������������������
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

女性部会 (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第5回役員会 2/5 水 15:00～
17:00 千葉西法人会 ・今後の事業運営の件、・「絵はがき」報告

・第40回定時総会の諸事項の件

第6回役員会 3/4 水 15:00～
17:00 千葉西法人会 ・第40回定時総会の議案と運営の件

・「租税教室」最終報告

《税知識普及事業・納税意識高揚事業・社会貢献活動等》 

事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

（第4回）「税に関する
絵はがきコンクール」

11～
2月 実施期間

租税教室受講
児童

→成果を絵は
がきで表現し、
応募して頂く

「冬休み宿題」とし、年初回収、1月中に
審査会→表彰・発表

青年部会 (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第9回�部会員会議 1/10 金 18:30～
20:30 千葉西法人会 ・新年会について�

・次年度事業計画について�
新年会 2/未定 未定 部会員交流親睦会

第10回�部会員会議 2/14 金 18:30～
20:30 千葉西法人会 次年度事業計画について�等

三単位会 未定 未定 千葉東法人会・千葉南法人会・千葉西法
人会の青年部会員による合同交流事業

《全法連・県法連青年部会連絡協議会・千葉西法人会 ( 親会 ) 等 関連事業》

事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容
第15回
県青年連協千葉サミット 3/13 金 16:00～

17:30
三井ガーデン
ホテル千葉 講演会、異業種交流情報交換会

《税知識普及事業・納税意識高揚事業・社会貢献活動等》

事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

租税教室 11月　
～1月

1講座
45分 (担当小学校 ) 小学校の6年生を対象とした、税知識の普及啓発活動

税法研究部会 (1月〜 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第4回役員会�����������������������������������������
( 税制委員会・税研合同 ) 1～2月

18:00～
20:30 未定 ･次年度税制改正の提言に関する手順の件

・4月上旬開催予定、定時総会運営等の件

第7回研修会 2/6 木 15:00～
16:30 千葉西法人会 ★源泉所得税講座④����������������������������������������������

・報酬料金、非居住者の取り扱い

第8回研修会 3/3 火 15:00～
16:30 千葉西法人会

☆税法税務・経営等研究講座③
・テーマ：令和2年度税制改正の概要
･講　師：千葉県税理士会所属税理士　　

令和元年度 第 4 四半期（令和2年1月〜3月） 事業計画
～～ 現時点での年度末迄の計画です。詳細未定もあり、今後変更が出る場合もございますので、日程近くには開催案内や本会ホー
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 か月前後前に FAX 又はお葉書等にてお送りしています。～～

台風15号、19号等で被災された多くの皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。
一日も早い、復興を心よりお祈り申し上げます。

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

習志野市立第六中学校　3年生　【千葉西間税会　優秀賞】



会員交流 会員交流 ゴルフ大会ゴルフ大会

賞品等協賛法人名簿
ご協力、誠にありがとうございました

［隔年開催］
2019.11.28 　於：中山カントリークラブ

会員交流ゴルフ大会上位成績表

順位 競技者名 所属ブロック OUT IN GROSS NET
優　勝 小松崎　徳　彦 八千代 60 48 108 67.2
準優勝 大　田　嘉　之 千葉北 51 50 101 67.4
３位 植　村　正　徳 八千代 49 50 99 67.8
４位 中　村　義　博 八千代 51 51 102 68.4
５位 松　本　浩　明 千葉西 43 41 84 69.6
６位 佐　藤　正　直 千葉北 41 40 81 71.4
７位 土　子　昌　彦 八千代 48 45 93 71.4
８位 山　崎　利　夫 千葉北 47 47 94 72.4
９位 髙　橋　利　幸 習志野 48 46 94 72.4
10位 田　中　秀　治 八千代 63 60 123 72.6
11位 鈴　木　　　隆 千葉西 46 46 92 72.8
12位 山　崎　和　夫 千葉西 66 67 133 73.0
13位 大和久　朝　生 千葉西 48 54 102 73.2
14位 松　本　晴　代 千葉西 54 51 105 73.8
15位 齋　藤　兼　春 八千代 55 48 103 74.2
16位 安　宅　照　男 八千代 42 47 89 74.6
17位 小野瀬　修　士 八千代 48 53 101 74.6
18位 小　林　通　成 習志野 45 49 94 74.8
19位 松　田　　　哲 千葉西 48 46 94 74.8
20位 早　野　勝　己 千葉北 50 49 99 75.0
21位 藤　田　純　一 八千代 47 50 97 75.4
22位 和　田　輝　也 千葉北 52 55 107 75.8
23位 馬　場　明　久 千葉西 55 52 107 75.8
24位 早　野　吉　子 千葉北 66 58 124 76.0
25位 月　山　早　人 千葉北 43 48 91 76.6
26位 石　井　伸　洋 千葉北 57 51 108 76.8
27位 中　野　尚　宏 習志野 54 57 111 77.4
28位 前　田　輝　夫 千葉北 56 65 121 77.8
29位 白　崎　龍　司 千葉西 53 49 102 78.0
30位 佐　藤　康　弘 千葉北 49 51 100 78.4

ベスグロ 田　中　三　男 千葉北 40 40 80 82.4

(参加者78名)
※18ホールストロークプレー、ハンディはペリア方式、上限無し、同ネットスコアは年齢順

司会は厚生委員会�三枝副部会長（千葉
西ブロック厚生委員長）と本田委員（八千
代ブロック厚生副委員長）が担当

渡邉会長の主催者挨拶では全国青年の
集い大分大会に参加した伊藤青年部会
長の活躍も紹介

当日、公表されなかったのですが、ご本人
の許可を得て、ここに記録させていただ
きます。午前のＯＵＴ、5番ホールで、小
池康博さん（八千代ブロック）です!!!　
おめでとうございました！

笑顔の優勝者は小松崎さん

世界世界のの果て果てまで、まで、いいってキューってキュー
　役員改選の年、2年に一度開催される「会員交流ゴルフ大会」は今回も多くのご参加をいただき、ありがとうござい
ました。生憎の天候でしたが、思い思いに親睦を深めていただきました。早くから準備をされた厚生委員の皆様、大
同生命保険 千葉支社の皆々様も大変ありがとうございました。会場の「中山カントリークラブ」様にもいろいろとお
世話になりました。
　コンペはOUT/INに分かれ、21組（78名）が予定通りスタートすることができました。個人の他に恒例の４ブロッ
ク対抗戦（ネットスコア上位３名の成績）も行われました。
　個人は小松崎徳彦さん（八千代ブロック)が優勝、ベスグロにはグロス80の田中三男さん（千葉北ブロック）、女性
の部では松本晴代さん（千葉西ブロック)が優勝、ベスグロが稲垣暁子さん(千葉西ブロック)でした。上位30位までの
成績は以下のとおりです。また、ブロック対抗戦は優勝が八千代ブロック、2位は千葉北ブロックでした。
　パーティーは、三枝千代子 千葉西ブロック厚生委員長、本田眞一 八千代ブロック厚生副委員長が司会を務めました。
渡邉会長の主催者挨拶、ご来賓・大同生命保険株式会社千葉支社 渡邉 新課長のご挨拶
に続き、佐藤正直 副会長（千葉北ブロック長)による乾杯の後、実行委員長の安宅照男 
厚生委員長、渡邉会長から沢山の賞品が手渡され、最後に特別賞（最高齢デ賞=中野尚
宏さん、最ヤング賞=小川龍清さん)が発表され、和やかな雰囲気の中、山崎和夫副会長（千
葉西ブロック長）の中締めで、無事終了しました。

※大会の様子は「広報誌Web版」で是非、ご覧ください！！【本会ホームページはこちら⇒】

協賛法人名（ブロック別、順不同）

大同生命保険㈱　千葉支社

ＡＩＧ損害保険㈱　千葉支店　

㈱中山カントリークラブ

ＹＫメタル㈱

㈱橋本電業社

㈲シーエスビューティー

㈲黒子商事

ちばぎんジェーシービーカード㈱

㈱サトウオート

広栄化学工業㈱

㈱ビッグアイ

㈲時田

㈱ミツワ堂

㈲久保木畳店

㈲住宅問題

東京キリンビバレッジサービス㈱千葉支店

京葉ビルサービス㈱

㈱ブロンズオート

㈱第一タイムリー

㈱安宅

本大会初!!“ホールインワン”が本大会初!!“ホールインワン”が

� 出ました！� 出ました！

〈敬称略〉
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税知って　身近に感じる　国と自分



5. イスラムの女性
　イスラム国の空港に到着し、一番先に目立つのは、
やはり女性の服装だ。アパーヤと呼ばれる黒装束の
女性に会うと、からすのお化けのようにみえる。宗
派により、服装、色彩は若干異なるが、男性に髪の毛・
肌を見せないという原点は同じ。家の中、女性だけ
の集まりでは、ぱっと黒装束を脱ぎ活発だと物の本
に書いてはある。だが、聞くところによると、一般
的に女性の寿命、識字率は男性に比較してかなり低
い。パキスタンでは寿命で10才、識字率で10％ぐら
いそれぞれ低いと聞いた。太陽光に当たらない、運
動不足、それから病気になったとき、男性の医者に
診てもらうのかどうかは、聞きもらした。やはり健康
にはマイナスだ。

　あるとき、オマーンの首都マスカットのマーケット
で目だけ出して、アイシャドーで目元ばっちりの妙齢
と思われる婦人とすれ違った。目線が合う。忘れか
けていた電光が全身に走った。イスラム法典では、
姦通罪はむち打ちまたは死刑。恐ろしや、恐ろしや。
深く考えないようにした。目だけ出す場合、得する
人と、損する人がいるなーと別の考えに移した。目
だけで容姿を想像する。これまた、ささやかな楽しみ。
脳トレ！

　男は、4人まで妻をめとれるという。そもそもは、
戦いで夫なくし途方に暮れる女性を救うために始
まったとのことだ。これはそもそもの話で、実際に
は10代の若き妻の例が多い。複数の妻をめとる場合、

　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4話）に続き、第4回目（第5話 最終回）です。今回が最終回です。1年間 
ありがとうございました。

先妻の承認、しかも平等に扱わなければならないと
の掟がある。しかしそれは､ 家庭内のこと、オープ
ンにはなりづらい。後入れ先出しか。 

　旅先で､ 4羽のカラス、いや失礼、４人の女性を引
き連れたグループに遭遇した経験がある。好奇心が
ヒートアップ。Uターンして後をつける。それとなく、
観察。男は中高年、エネルギッシュ。女性は、等差
級数(ほどほどの年齢格差)、店に入るときは年功序
列が守られている。現地の人に、４人の女性はホテ
ルで相部屋かと聞いたら、そんなけちなやつは4人妻
を持つ資格なしと言われた。私は、やっぱりけちん
ぼう、実力もない。これでいいのだ。犬の遠吠え、
後期高齢者、畜生、ムムム！！

　パキスタン出身で、現在英国在住のマララ・ユス
フザイさん。女性への差別を訴え、暴漢に襲われ重
傷を負った。彼女の言動に対し、ノーベル平和賞を
受賞した。名前は忘れたが、サウジアラビア出身の
女性、親からの強制結婚から逃れるため、カナダに
亡命した。いずれも10代の女性。イスラムの巨大な
歴史に対して、一石を投じた事は、喜ばしい。

　次回からは、『歯の健康シリーズ（全4回）』 （仮題）
医療法人社団 上野歯科医院 上野正志 歯学博士に
バトンタッチです。どうぞお楽しみに！

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 4 回会員投稿ページ　第 4 回

世界世界のの果て果てまで、まで、いいってキューってキュー

パキスタンの警察学校の生徒バングラデシュのダッカにて
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習志野市立第二中学校　3年生　【千葉西間税会　佳作】



今日はよろしくお願い致します。まずアキテックという
会社について教えてください。
　よく尋ねられる社名の由来ですが、アキは「安芸国（広
島県）のアキ」、テックは「技術を大切にする会社」とい
う意味です。戦前日立製作所のエンジニアだった祖父に
あたる創業者が、終戦後米軍GHQ政策により会社に残
ることができなくなり日立の協力会社として独立したの
が始まりです。はじめは大田製作所としてスタートした
のですが、法人化に伴い広島県（安芸の国）出身の祖父
が故郷を忘れまいと「安藝製作所」としました。その後、
安藝という漢字が難しいので、2代目の父がもっと親し
みやすく技術を大切にする会社である事を知ってもらう
ために、「AKITEC（アキテック）」に社名変更し今に至っ
ております。
　弊社の製造事業は大きく２つ。一つは日立グループの
協力会社として日立モーターの中核部品などの製造を長
年担当しております。もう一つは変圧器（トランス）を中
心とする産業用電気機械器具を自社ブランドにて設計・

製造・販売しております。一般に
はあまりなじみがない製品ですが、
文字通り電圧を変換する機器で
社会インフラに欠かせないものと
なっています。弊社はお客様から
のご要望を受けて生産する個別受
注生産を基本としており、多品種
少量オーダーメイドの生産を得意
としております。

日頃、目につかないものですが、私たちの生活に欠かせ
ない電力の重要な部品を製造されているのですね。
祖父が創業ということですが、創業何年になりますか？
事業継承はどのように？
　創業は昭和21年6月（1946年）、今年で73年目です。

創業者の祖父が35年社長を務め、２代目の父（現会長）
も親を超えないと同じ35年社長を務めたちょうど70周
年の節目の年（2016年7月）に、私にバトンを渡してく
れました。42歳の時でした。入社したのが37歳の時で
したので5年の準備期間を経て社長に就任したことにな
ります。社長を引き継ぐことが前提で親の会社に入社し
たわけですが、振り返ってみますとこの5年間で山あり
谷あり色々な経験させていただく中で腹が決まったと申
しますか、本当の意味で覚悟が固まったように感じてお
ります。

現在に至るまでどんな道のりでしたか？
　大学卒業後、地元の銀行に就職し、損保、経営コンサ
ルティング会社を経て、ちょうど震災のあった2011年4
月に弊社へ入社しました。結婚して子どももおりました
ので安定した企業勤めから家業を継ぐことに正直、葛藤
もありましたが、長男でもあり長年続いてきた会社を終
わりにすることはできないと入社を決断をしました。文
系出身で全く違う畑を歩んできましたので最初は戸惑い
の連続でした。初めの頃は技術の勉強にもチャレンジし
ましたが、途中で諦めました（笑）。餅は餅屋で技術や
製造はスタッフに任せ、自分は経営や営業に徹しようと
方向転換しました。結果、現場の問題は現場で知恵を
出し合って考え改善していく事ができるようになったの
で、今はあまり口を出さずに任せる事ができています。
技術部門の責任者はベトナム人のフォンさんです。人材
会社の紹介で10年前に入社しましたが、当時は外国人の
正社員としての採用は珍しかったと思います。とても優
秀かつ勉強熱心な人材でしたので、会長が採用を決めま
した。現在36歳の彼は結婚をして最近、日本で家も購入
しています。会社になくてはならない存在に成長してく
れました。
　実は入社後間もなくして大きな苦難が訪れました。�

会員企業訪問シリーズNo.15

株式会社　アキテック
 代表取締役社長 大田　嘉之

インタビューアー：月山�早人�千葉北ブロック広報委員長
日　時：2019年11月22日（金）9：30～
場　所：株式会社アキテック本社にて

こんに
ちは

トップ
に直撃

！

創業時と現在の看板創業時と現在の看板

変圧器（トランス）変圧器（トランス）
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消費税　未来の自分を　支えるお金



異業種でも抵抗なく参入できました。

飲食業という３本目の矢を経験されていかがですか？
　出店地を探す時も融資を受ける時も沢山の人に助けて
もらいましたが、産みの苦しみは当然ありました。出店
地も決まり建物も完成間近の時に店長候補が本部研修に
行っていたのですが、途中で脱落してしまいました。次
の候補をすぐに探して再度本部研修の手配をしたのです
が、初日から出社せず音信不通の事態に。急遽他の社
員に店長になるよう説得をして、なんとか無事に開店を
迎えることができました。立派に成長し、今も店長とし
てお店を盛り上げてくれています。開店当初はパートの
急な欠勤で早朝店長にたたき起こされサポートに入った
こともあります。私はハンディ端末の使い方も分からな
かったので、紙ナプキンにボールペンでモーニングの注
文をお受けしたこともあります。私は３代目ですが、新
しい事業をゼロから立ち上げる経験は、創業者の想いを
感じる貴重な経験にもなりました。たくさんの人に支え
られ今がありますので、これからも社員や家族、仲間を
大切にしたいと思っています。

千葉西法人会といえば大田契之会長の功績は誰もが知る
ところです。大田社長から見て大田会長はどんな経営者
ですか？
　挨拶や整理整頓の大切さを繰り返し何度も何度も社員
に伝えていました。基本に忠実であることを学びました。
信じればなんでもできること、問題に直面してもいつも
前を向いて進んでいくポジティブな考え方も見倣いたい
と思っています。

法人会ではだれもが知っているアキテックさんと大田社
長についてよく知ることができました。ありがとうござ
いました。

2011年7月に発生しました中国での新幹線の脱線事故で
す。死者40人、負傷者200人の大参事で連日報道され
ましたのでご記憶あるかもしれません。弊社のトランス
も車両搭載用として採用されており相当量納入していま
したが一気にストップし大打撃を受けました。浮き沈み
は世の常とはいえ商売の怖さを肌で感じ、貴重な経験と
なりました。お陰様で数年かけて回復しましたが、三本
の矢構想はこの時生まれたものです。

ピンチをチャンスに変える素晴らしい発想ですね。「3本
の矢」構想とはどんなものですか？
　創業事業である製造部門では埼玉事業所（三郷市）の
新規開設などの施策を実施しました。次に不動産、そし
て飲食と3事業を展開し体質強化、リスク分散、業容拡
大の同時実現を目指すものです。社長就任後、第2の矢、
セブンイレブンを誘致し、不動産賃貸、そして3本目は、
新規事業としてコメダ珈琲店のFC事業への参入（現在
は千葉さつきが丘店と千葉東寺山店の2店舗を運営）で
す。想いの部分で申し上げますと会長も私も会社の理念
の一つに地域貢献をあげています。これまでは法人を対
象としたお取引いわゆるBtoBが中心でしたから、個人
を対象とするBtoC、特に地域の皆さまに喜んで頂ける
事業をしたいと考えていました。「法人会」活動などの
地域貢献活動をしている中で育まれた気持ちかもしれま
せん。ちょうどその頃コメダが上場をするというニュー
スを知りました。以前から出張などで利用していたコメ
ダ珈琲店は当時千葉市にはおゆみ野に1店舗しかなく、
これを市内に広められたらいいなと思いました。ビジネ
スとしても「これはいける！」と直感し、即座に本部に
電話をして、説明を聞きに行き、本社のある愛知にも飛
びました。コメダ珈琲の理念や堅実な社風にも共感し直
ぐにフランチャイズ加盟し、出店の運びとなりました。

コメダ珈琲はどの様な理念に基づいて経営されていま 
すか？
　「珈琲を愛する心から、くつろぐ1番いいところ」が理
念です。つまり美味しい珈琲や飲食の提供はもちろん、
地域の皆さんのくつろぐ場所の提供という事です。街の

リビングルームを目指すその
理念は、地域の人たちに喜ん
で頂ける企業になりたいとい
う自分の考えと一致するもの
だったので、飲食業という

～ 編集後記 ～
　アキテック様の社是の中に「企業は人！人は和にあ
り」とありました。「ものづくりはひとづくりから」を
実践されている事が任せる経営、先を見据えた経営
によく表れていました。創業100年目には矢がもっと
太くなり、さらに矢が増えて強い会社になると確信し
ました。�（千葉北ブロック　広報委員長/月山　早人）
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千葉さつきが丘店千葉さつきが丘店

５Ｓ活動をしている工場内５Ｓ活動をしている工場内

習志野市立第一中学校　3年生　【千葉西間税会　入選】



地域地域のの仲間仲間たちたち

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、事務局までお問い合わせ下さい

掲載原稿
募集中！

「公園と手をつなぐいえ」

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。

アニモプラス株式会社 有限会社 みやした
（屋号 ル・フルーレ）喫茶店 

代 表 者　代表取締役社長　高橋　晃子
設　　立　平成９年１月
事業内容　�人材育成支援業
住 　 所　船橋市高根台４-23-19 東海ビル高根台 2F-A
TEL：047-468-8025　FAX：047-402-0106
E-メール：animo.support@aj.wakwak.com�
URL：http://www.lifeanimo.com
　　アニモプラス㈱は３つの事業で人育ての支援をしています。
「地育地活」つまり地元で人を育てて地元で活躍してもらうこ
とが基本です。
１．人材採用・育成のコンサルティング事業
　「会社を元気にする採用と育成」のコンサルティング。
２．カウンセリングの事業　
　完全予約の個別カウンセリングです。仕事、家庭、夫婦、子
育て、人間関係、不登校、引きこもりなど。
３．講座開催事業
　こども造形教室。スピリチュ
アルお話会。内定者研修、新入
社員研修、定年前キャリア教育、
インターンシップ活用講座。

代 表 者　代表取締役　宮下　修
設　　立　昭和44年９月
事業内容　�喫茶店　経営
住 　 所　八千代市大和田 241
TEL：047-483-1603　FAX：047-484-5050
　　京成線大和田駅徒歩５分ほどのところで、昔ながらの
喫茶店を、商っております。毎月、第1日曜日13時から、
ジャズ道場（ジャムセッション）の催しや、第２、第４
火曜日　17時30分からは、相撲甚句の会、等行っており、
たくさんのお客様にきていただいております。
　美味しいランチも有りますので、お近くにお越しの際
は、ぜひお立ち寄りください。

株式会社 エントランス
代 表 者　代表取締役　加藤　靖男
設　　立　平成11年７月
事業内容　�機械製造業・鋼構造物工事業
住 　 所　千葉市花見川区こてはし台 1-1-18
TEL：043-216-1016　FAX：043-216-1017
E-メール：support@entrance-jp.com
URL：www.entrance-jp.com
　　千葉市花見川区で土木用特殊機械の製作取付や建築設
備金物の製作といった機械製造、造船業者や電気設備業
者などのニーズに応え電線ドラ
ム回転機を製造販売していま
す。
　各業者様と個別に直接対応す
ることで、より必要な情報を確
かなものとし、設計、作成致し
ます。
　図面をいただく場合でも、強
度やコスト、見た目のデザイン
に至るまで経験から提案をさせ
ていただきながら、より良い製
品を納品致します。

株式会社 ジーライフ
代 表 者　代表取締役　小川　剛
設　　立　平成30年12月
事業内容　�保険代理店
住 　 所　千葉市美浜区中瀬 2-6-1�

WBGマリブイースト 14F
TEL：043-445-7710
FAX：043-445-7720
E-メール：info@g-life-agent.co.jp
URL：http://www.g-life-agent.co.jp/

みなさまの生活とかけがえのない人生をサポートし
人と企業の明るい未来を守ります。

　2018年12月1日より保険代理店として独立させていた
だきました。
　人も企業も笑顔が絶えない、笑って暮らせる未来にな
ればいいなと思っております。
　保険というものは、万が一が起きないと必要とされな
いものですが、不幸や悲しみの後に、経済的にも苦しく
なるのはとても辛いことです。災難の後に、少しでも人
生を明るくできればという気持ちで今後も保険を提供し
ていきたいと思います。
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