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第１回は、創業118年、習志野市に進出されて31年の『アシザワ・ファイン
テック株式会社』さんにご登場をお願いしました。同社は世界一水準、ナノ
レベルの粉体製造機メーカーですが、その技術力だけではなく、NHKテレビ
「クローズアップ現代+」の取材をきっかけに社内風土の改革に取り組むなど、
更なる進化を求めて、活動中です。

アシザワ・ファインテック株式会社
住所：習志野市茜浜1-4-2
URL：https://www.ashizawa.com/

本広報誌では、1年間、会員のアート作品紹介を表紙掲載企画として実施して参りましたが、本号からは、
それぞれの分野で活躍中の会員ご自身をご紹介する新企画をスタートします。どうぞご期待下さい！
詳しくは、本紙 P13-14 の特集「こんにちはトップに直撃！」をどうぞご覧ください。

第45回通常総会

P.1

法人会ホームページ活用のお勧め・会員企業応援企画のご案内

P.3

新旧税務署長ご挨拶、署人事異動名簿

P.5 〜

ブロックだより・部会だより（年間事業計画（7月〜 12月））

P.7 〜

会員投稿頁
(Ⅱ)
『心理学を社内、家庭、社会に生かす！』

P.12

こんにちはトップに直撃！ 第21弾

P.13 〜

地域の仲間たち

アシザワ・ファインテック株式会社

，
（同）9 s コーポレーション／三立機械工業㈱
㈱ミヤコシ／㈲茶の丸六園

第25回法人会フォーラム

東国原英夫氏講演会は

年明け3月4日㈮ 15：00 〜 16：30に

延期されました！！

是非、
御予定下さい。

（詳細は秋号で御案内します）

裏表紙

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。

https://www.chibanishi.or.jp

公益社団法人千葉西法人会

第45回通常総会開催
【議事項目】
議案第1号 令和2年度事業報告の承認に関する件
議案第2号 令和2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 定款の変更について
議案第4号 役員の選任に関する件
報告事項（1） 令和3年度事業計画に関する件
報告事項（2） 令和3年度収支予算に関する件

令和 3 年 6 月 8 日
（火）
於：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

司会は、青年部会 伊藤 勝巳 副部会長

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/伊藤 勝巳 副部会長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、総会成立宣言の後、渡邉 敏美 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、渡邉会長が議長となり、議案4件の審議と2件の報告が行わ
れました。議案第１号は市原総務委員長より、同２号、3号は事務局から、
同4号は議長による説明があり、同時に議案第2号説明後に、田久保 浩一
監事から監査報告が行われ、何れの議案も挙手多数にて承認され、報告事
項へと進みました。

渡邉 敏美 会長 挨拶

執行部の役員は正面左に着席

千葉西税務署、
千葉県千葉西県税事務所からのご来賓

総会後、隣室にて新理事による臨時理事会が開かれ、満場一致で渡邉
敏美 現会長に引き続き会長職を、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、新た
に事務局から土橋 直樹専務理事を選任しました。
（P2 ※令和3年度・4年
度（公社）
千葉西法人会 役員名簿 参照）

議長の渡邉会長

その後、理事、監事は元の会場に戻り、渡邉 敏美 会長から改めて就任
挨拶がありました。また、ご来賓代表（菅田 進 千葉西税務署長、 佐々木
輝子 千葉県千葉西県税事務所長）からご祝辞を頂戴し、祝電披露後、閉
会となりました。
本総会は議案第3号 定款の変更について決議の為、総正会員の２/3以上
の議決権が集まりました。役員、会員各位の御協力に心より御礼申し上げ
ます。

表彰式典の司会は、
青年部会 沖村 将哉 副部会長

福利厚生制度推進功労表彰伝達式

尚、総会に先立ち、永年功労役員への感謝状、全法連・県連からの組織功
労表彰の贈呈式、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/沖村 将哉 副部会長の進行案
内により、渡邉
会長から、それぞれ表彰されました。
ご祝辞
《永年功労役員感謝状 受賞者》
菅田 進 千葉西税務署長 佐々木 輝子 千葉西県税事務所長
㈱ジェーエイシー
礒貝 幸子 様
㈱サトウオート
佐藤 正直 様
永年に亘る功労への感謝状受賞者
㈱展商
早野 吉子 様
㈱誠美
今泉 重弘 様
㈱冷研エンジニアリング 吹出 國男 様
白鳥製薬㈱
武居 政則 様
㈱サカエヤ
高橋 秀治 様
㈱第一タイムリー 前島 敏一 様
㈱小池電機
小池 康博 様
《令和2年度組織功労ブロック表彰状 受賞ブロック》
礒貝 幸子 理事
佐藤 正直 理事
金賞 八千代ブロック、 銀賞 習志野ブロック
《全国法人会総連合 組織功労者表彰》
㈱サトウオート
佐藤 正直 様
㈱サンライズジャパン
中山 哲志 様
《千葉県法人会連合会 組織功労者表彰》
Y.K.メタル㈱
山崎 和夫 様
早野 吉子 理事
吹出 國男 理事
㈱ブロンズオート
植村 正徳 様
《福利厚生制度（経営者大型保障制度）推進功労者》
アフラック生命保険㈱代理店 中島 千恵子 様

全法連・県連功労者表彰
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市原 正男 総務委員長から昨年度の事業報告、田久保 浩一 監事が監査報告

武居 政則 理事

前島 敏一 理事

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。
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本 部

（業務執行理事）

渡邉 敏美 会長

山崎 和夫 副会長
佐藤 浩昭 副会長
吉田 茂雄 副会長
植村 正徳 副会長
( 千葉西ブロック長 ) ( 千葉北ブロック長 ) ( 習志野ブロック長 ) ( 八千代ブロック長 )

（常設 6 委員会委員長）

市原 正男
総務委員長

飯田 明彦
組織委員長

ブロック

依田 公人
税制委員長

髙橋 勝
広報委員長

時田 清信
研修委員長

安宅 照男
厚生委員長

（ブロック 5 委員会委員長）

（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）

久野 敬一郎
B 総務委員長

徳永 康子
B 組織委員長

篠原 秀作
B 広報委員長

黒子 恭伸
B 研修委員長

三枝 千代子
B 厚生委員長

永野 徹
B 総務委員長

佐藤 康弘
B 組織委員長

月山 早人
B 広報委員長

朝倉 健吾
B 研修委員長

木全 喜敬
B 厚生委員長

中島 広明
B 総務委員長

横打 研
B 組織委員長

髙橋 勝
B 広報委員長

時田 清信
B 研修委員長

久保木 慎一
B 厚生委員長

市原 正男
B 総務委員長

飯田 明彦
B 組織委員長

吉橋 雅晴
B 広報委員長

髙際 完純
B 研修委員長

安宅 照男
B 厚生委員長

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

部 会

依田 公人
税法研究部会長

監 事

髙山 貴子
女性部会長

大田 嘉之
青年部会長

佐久間 雅子
監事

中山 哲志
監事

田久保 浩一
監事

須田 康男
監事

築後12年となる法人会会館
（今年3月「修繕積立引当資
産取扱規則」が制定され、今
後への備えを強化しました。
）

税のオピニオンリーダー法人会
ほうじん千葉西
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千葉西法人会

会員企業の皆様へ

法人会ホームページとの
リンクをご活用ください
千葉西法人会ホームページの「会員企業検索」
の機能が新しくなりました。
セールスポイントも掲載可能で、貴社の引き合い増に役立ててください。
登録依頼方法

メリット

①まずは、メールまたはお電話で、千葉西法人会の事務局

・法人会のホームページにリンクする事で、

②事 務局より
「ホームページのリンク承諾書」をメールまたは

までご連絡ください。

Google の評価向上に役立ちます。

・会員企業や一般の方からのアクセス向上・
引き合い増に役立ちます。

FAX にてお送りいたします。
③送付された用紙に必要事項を記載し、
事務局宛メールまたは
FAX でご返送ください。
④法人会のホームページに登録され公開されます。
※公開は「承諾書」が届き次第順次登録いたします。公開日のご指定
はできませんのでその点はご容赦ください。概ね、1 か月毎に更新
しています。

るな！！

負け
ロナに

コ

会

企
援
応
業
企
員

■申し込み要領

画

広告チラシ同封サービス
コロナ禍で影響を受けた会員企業の皆様に、

次号10月発行の千葉西法人会の広報誌に
同封して配布させていただきます。

申し込み方法

千葉西法人会事務局までお問い合わせください。
TEL： 043-272-8567

同封チラシの仕様

A4 判または A3 判の二つ折りにしたもの（1 枚に限定します）

無料

カラー、白黒、片面・両面印刷問いません。厚紙でなければ普通紙、光沢紙、
色紙等も OK です。

チラシの持ち込み期限

令和３年 9 月 1 日～ 10 月 1 日事務局到着分まで

配布枚数

2,400 枚
全会員企業に配布されます。

ご注意

以下のような内容のチラシはお断りいたします。
・誹謗中傷、公序良俗に反するもの

・社会秩序を乱す表現が記載されているもの
・法律上取引が禁止されているものなど適切でないと判断されたもの

国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です
3 ほうじん千葉西

本部・委員会だより
令和3年度 第1四半期
会議名

開催日時

会 場

内

容

出席数

令和3年度 第1回
総務委員会

4月8日(木） 千葉西法人会
17:30 ～ 19:10 1階 研修室

・第45回通常総会事前協議
・令和3年度第1回理事会について
・新年度役員改選の件

監事監査

4月15日(木） 千葉西法人会
15:30 ～ 17:00 1階 研修室

前事業年度の事業報告・計算書類・理事の職務執行に関し、報告を受け、
会計帳簿等資料・現預金の実地調査等を通し、法令、定款に従い適正で
あることの監査が行なわれた。

令和3年度 第1回
4月16日(金） 千葉西法人会
正副会長・委員会会議 17:30 ～ 18:30 1階 研修室
令和3年度
理事会

第1回

10名

・令和3年度第1回理事会、第45回通常総会、上程議案について
・新年度役員選任の件
・第45回通常総会の運営に関する件

10名

ホテル ザ・マン ・第45回通常総会付議事項について（令和2年度事業報告、収支決算、定
4月20日(火）
ハッタン
款変更について、役員改選の件）
11:00 ～ 12:00
2階ルーナ
・令和3年度事業計画、収支予算について（報告）
・広報誌春号（163号）の反省点について
・広報誌春号（164号）編集会議
・本会ホームページの更新について

令和3年度 第1回
広報委員会

5月11日(火） 千葉西法人会
12:30 ～ 14:30 1階 研修室

令和3年度 第1回
研修委員会

・役員改選に伴う副委員長の互選
5月21日(金） ホテルスプリン
・新年度研修事業計画について
16:00 ～ 17:00 グス幕張 1階
・第25回法人会フォーラムについて（3月4日㈮への延期を決定）

5名

49名

12名

10名

4/8 第 1 回 総務委員会

4/15 監事監査

4/16 第 1 回 正副会長・委員長会議

4/20 第 1 回 理事会

5/11 第 1 回 広報委員会

5/21 第 1 回 研修委員会

研修委員会担当の研修等活動状況
研修事業名

開催日時

会 場

第1回(4月)
新設法人説明会

4月7日(水） zoomによる
13:30 ～ 16:30 オンライン

第1回(4月)
決算設法人説明会

4月8日(木）
13:30 ～ 16:30

第2回(5月)
決算設法人説明会

第3回(6月・7月)
決算設法人説明会

一日でわかる簿記の
仕組み
仕事に役立つ！
エクセル基礎講座

5月19日(水） zoomによる
13:30 ～ 16:30 オンライン

6月23日(水）
13:30 ～ 16:30
6月16日(水)
9:30 ～ 16:30

千葉西法人会
1階 研修室

6月18日(金)
千葉西法人会
13:30 ～ 16:30 1階 研修室

4/7 第 1 回新設法人説明会

内

容

出席数

「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

17名
6名

「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

12名
8名

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

5名

パソコン実務研修の基礎コース。各々がノートパソコンを使ってExcelの
基本操作を修得する。（10月は中級コースを予定）
講師：（株）イー・ブレーン 中村 和彦 氏

2名

4/8 第 1 回決算設法人説明会 5/19 第 2 回決算設法人説明会

6/16 一日でわかる簿記の仕組み

6/18 エクセル基礎講座

地域に密着したスポーツ・文化活動を行います
ほうじん千葉西
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税 務 署

だ よ り

着任のご挨拶
千葉西税務署長

渡部

淳

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、東京国税局課税第二部資料調査第三課長から千葉西税務署長を拝命いたし
ました渡部でございます。前任の菅田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。
着任の挨拶に先立ちまして、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多大なる被害や損害を被っ
た皆様に対しまして、心からお見舞い申し上げます。
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」の開催など、税のオピニオンリーダーとして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、深く敬意を表するとともに、心より御礼申し上げます。私どもとしましても、引き
続き千葉西法人会の皆様との相互信頼・協調関係を維持しつつ、各種の説明会・研修会へ職員を派遣す
るなど、できる限りのご協力をさせていただきます。
さて、令和５年10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入される予定であり、
本年10月には適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。国税庁では、インボイス制度の
円滑な導入に向けて、各種パンフレットを作成して国税庁ホームページに掲載するとともに、全国どこか
らでも参加可能なオンライン説明会を開催しております。また、インボイス制度に関する説明を国税庁動
画チャンネルに掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
今後も、引き続きインボイス制度の周知・広報に取り組んで参りますので、法人会の会員の皆様にお
かれましても、ご協力を賜りますようお願いいたします。
ところで、令和３年12月下旬から「東京国税局業務センター千葉西分室」において千葉東税務署及び
千葉西税務署の一部の内部事務を集約して処理する「内部事務のセンター化」を実施することとしてお
ります。
令和３年12月下旬以降、千葉西税務署管内の皆様が申告書や申請書等の書類を郵送等で提出される場
合には、
「東京国税局業務センター千葉西分室」宛てに送付していただくこととなります。
詳細につきましては、12月上旬に国税庁ホームページに掲載する予定でございますので、皆様方のご
理解・ご協力をお願い申し上げます。
また、申告や納税につきましては、税務署や金融機関など人の集まる場所に出向く必要のないe-Taxに
よる申告や電子納税・ダイレクト納付があります。貴会におかれましては、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、新型コロナウイルスの感染防止対策の観点からも、今一度
ご検討いただきますよう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。

公平に 次の世代の繁栄を 消費税とマイナンバー
5 ほうじん千葉西

退任のご挨拶
前千葉西税務署長

菅田

進

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、この度の定期人事異動により、東京国税局総務部企画課長を命じられ、過日着任いた
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、渡邉会長をはじめ会員の皆
様には、税務行政に対しまして深いご理解と温かいご支援を賜り、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。心より感謝申し上げますとともに、厚く御礼申し上げます。
この１年間を振り返りますと、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、法人会としての事業活
動にも制約を受ける中で、役員並びに会員の皆様には、法人会の事業活動の継続にご尽力いただきまし
た。そして、
限られた行事の中ではございますが、
「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」や「座談会」
、
「租税教室」の視察など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。今後も皆様からのご意見を糧とさせていただきまして、
より一層職務に邁進していきたいと思っております。
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、私の転任の挨拶とさせていただきます。

在宅で 気軽にチャレンジ e-Tax
ほうじん千葉西
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ブロックだより
令和3年度

事業計画

・・・現時点での年末迄の計画です。コロナの影響等により、今後変更が出る場合もございます。日程近くには、

昨年度計画し、延期となっている
管外研修会
（沖縄／宮古島）

ゴルフ大会

（写真は一昨年度のもの）

※全ブロック
・9 月 2 日
・日 程未定

会員大会・税務等研修会・会員交流会（写真は一昨年度のもの）

ボウリング大会（写真は一昨年度のもの）

親睦ゴルフ大会（写真は一昨年度のもの）

管外研修会（写真は一昨年度のもの）

「会員増強」運動について
今年も、法人会会員増強について、会員各位からのご協力をお願いします！

① 会員増強統一月間
② 年間会員増強

決定次第、ホームページ等にてお知らせします。
（組織委員長 / 飯田

法人会で多彩な出会いのチャンスを
7 ほうじん千葉西

明彦）

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 か月前後前に FAX 又はお葉書等にてお送りしています。

役員会等

研修会（写真は一昨年度のもの）

合同事業（本部事業）として、

管外研修会

（木）役員大会 ホテルニューオータニ幕張

（写真は一昨年度のもの）

ですが、秋に隔年開催の全ブロック合同
親睦ゴルフ大会が計画されています。
今後のご案内にご注目ください。

役員会等

ゴルフ大会

（写真は一昨年度のもの）

研修会（写真は一昨年度のものですが、本年度この第 2 弾も計画中です）

※写真は一部を除き、一昨年度のものです

交流を通じて経営感覚を磨き、視野を拡げよう
ほうじん千葉西

8

部会だより
令和3年度事業計画

各部会

…現時点での計画です。日時等の変更が出る場合もございますので、日
程近くなりましたらば、個別のご案内、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 か月前後前に FAX 又はお葉書
等にてお送りしています。

税法研究部会

最近の定時総会の様子
武居 政則 前・部会長

依田 公人 新・部会長

実務セミナーでは毎年「事業承継」をテーマに勉強会を実施

部会研修風景（一昨年度）

昨年度の実務セミナーは年末調整説明会を実施

きめ細やかな女性部会（部会員募集中！）
9 ほうじん千葉西

女性部会

髙山 貴子 部会長

管外研修会と年末部会員交流会
は楽しい恒例行事（いずれも一
昨年のもの）
4月の定時総会を終えて

租税教室は大切な公益活動です

6 年目となる税に関する絵はがきコンクール

青年部会

伊藤 勝巳 前・部会長

大田 嘉之 新・部会長

今年度定時総会の様子

実施している租税教室（左2枚）に加え、幕張南小学校で『税レンジャー』による、わくわくワークショップ授業も開催（一昨年）

若手経営者がメンバーの青年部会（入会受付中！）
ほうじん千葉西
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ブロック・部会だより
令和3年度 第1四半期
委員会名

開催日時

会 場

ブロック事業
議

題・内

容

出席数

八千代ブロック
八千代台
4月8日(木)
第1回正副ブロック長
ユアエルム
11:00 ～ 13:00
委員長等会議
2階ブラームス

・令和2年度 事業報告及び収支決算の件
・令和3度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
・新年度ブロック・支部役員改選の件

千葉北ブロック
第1回正副ブロック長
委員長等会議

4月16日(金)
花見川/川京
12:30 ～ 14:00

・令和2年度 事業報告及び収支決算の件
・令和3度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
・新年度ブロック・支部役員改選の件

習志野ブロック
役員総会

・令和2年度 事業報告及び収支決算の件
5月17日(月) 習志野商工会議所
・令和3度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
16:00 ～ 17:00 3階会議室
・新年度役員改選の件 ・総会への対応について

18名

八千代ブロック
役員総会

八千代台
5月18日(火)
ユアエルム
18:00 ～ 19:00
2階ブラームス

・令和2年度 事業報告及び収支決算の件
・令和3度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
・新年度役員改選の件 ・総会への対応について

22名

千葉北ブロック
役員総会

5月20日(木) ホテル ザ・マン
15:00 ～ 17:30 ハッタン

・令和2年度 事業報告及び収支決算の件
・令和3度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
・新年度役員改選の件 ・総会への対応について

20名

千葉西ブロック
役員総会

5月27日(木) 千葉西法人会
17:00 ～ 18:00 1階 研修室

・令和2年度 事業報告及び収支決算の件
・令和3度事業計画(案)及び収支予算(案)の件
・新年度役員改選の件 ・総会への対応について

11名

令和3年度 第1四半期
委員会名

開催日時

会 場

10名
13名

部会事業
議

題・内

容

出席数

女性部会
第1回役員会

4月5日(月)
ホテルグリーン ・第41回定時総会事前協議
15:00 ～ 15:30 タワー幕張
・年度上期の事業運営について

9名

税法研究部会
第1回役員会

4月5日(月)
ホテルグリーン ・第45回定時総会事前打合せ
15:30 ～ 15:40 タワー幕張
・

7名

令和3年度
第45回税法研究部会総会

・令和2年度事業報告、収支決算について
・令和3年度事業計画、収支予算について

・役員改選の件

令和3年度
4月5日(月)
ホテルグリーン ・令和2年度事業報告、収支決算について
第41回女性部会総会 16:00 ～ 17:00 タワー幕張
・令和3年度事業計画、収支予算について

・役員改選の件

令和3年度
第31回青年部会総会

・役員改選の件

・令和2年度事業報告、収支決算について
・令和3年度事業計画、収支予算について

青年部会
第1回部会員会議

4月20日(火) 千葉西法人会
18:00 ～ 19:30 1階 研修室

・令和3年度前期事業について
・次青年連協担当役員選任
・租税教室担当割り、リハーサル

青年部会
第1回税務研修会

5月21日(金) 千葉西法人会
18:00 ～ 19:00 1階 研修室

テーマ「令和3年度の税制改正について」
講 師 徳山博章 税理士

13名
16名
19名
9名
13名

優申会だより
会議名

開催日時

会 場

議

6月29日(火)
WBGクラブ
17:00 ～ 18:30 ラウンジ

理事会

新会員紹介
事業所名

題・内

容

出席数

・令和2年度事業報告、収支決算
・令和3年度事業計画、収支予算
・新年度役員改選
・定時総会日程協議

4名

(2021.4.1 ～ 2021.6.30）
※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、
( 敬称略 )
どうぞご連絡下さい。

所

在

地

電

話

業

種

千葉西ブロック
花園支部
㈲優和

千葉市花見川区朝日ヶ丘 1-33-35

043-274-9450

建設業
（内装仕上等）

千葉市稲毛区小深町 114-38

043-421-7799

とび・土木
コンクリート工事

千葉北ブロック
山王六方小深支部
㈱白樺基工

税の普及・啓発活動をすすめます
11 ほうじん千葉西

会員投稿ページ

第3弾

心理学を社内、家庭、社会に活かす！
4 回シリーズ
第2回

家庭で
アニモプラス株式会社

代表取締役社長

心理カウンセラー

「家庭」について

家庭は自分の人生・生活をかたち作る基盤となります。家

高橋

晃子

「子ども」

子育ては、自分の成長でもあると言います。時代によって

族の者を身内というように、身近な存在であり、夫婦や子ど

子育ても大きく変化しています。子供がいくつになっても、

もをみて、自分を顧みる。例えるなら鏡のような存在です。

変わらないのは親が子を思う気持ちです。子育ての仕方やし

一番身近な関係性を持つ家族と暮らす家庭ではどのような意

つけのやり方が変わったとしても、子どもの幸せをいつも

識の持ち方が大切でしょうか。

願っているのが親です。

それぞれの関係性ごとに考えてみましょう。

親子である限り、関係性は持続します。
親としての最大の愛は、子どもを信じる事ではないでしょ

「夫婦」

うか。

家庭を築いていくとき、基礎（土台）になる大切な関係

です。

そして、認めて、受け入れて、ほめてあげる事。
子どもは親を選んで、この世に生まれてくると言います。

時間の経過によって、この関係性が変化する、そして他

親になることを選ばれたことは、素晴らしいことですよね。

の人とは比べることの出来ない、それぞれの形があります。

自分のDNAが引き継がれていくわけです。親の背中を見

よく知っているけれど、何を考えているかわからないと
おっしゃる方もいます。

て育つ。
気づいたときが、実行のときです。

人には長所も短所もあります。好きなこと、嫌いなこと
も皆、違います。育ってきた環境も、食べてきたものも。
それは、ひとりひとり顔が違うのと同じです。

「両親」

親は、自分自身をこの世に生まれてくるとき、そして成長

性格も感性も違うのです。

を見守ってくれていた存在です。今の自分があるのは、両親

気分が良いときは、相手の良いところも見ることが出来

がいてくれたから。子ども（自分自身の立場）から親への想

ます。

いは、育ってきた環境によって、違いはありますが、生をく

しかし気分の悪いときは相手の悪いところばかりが目に
ついてイライラしますよね。

れたことに『感謝』、生きることで学ぶ時間を与えてくれた
ことに「感謝」する意識を持つことが更に豊かな人生のあり

こんな時、どうしたらよいでしょう。方法はひとつでは

方を感じることが出来るでしょう。

なくて、自分の意識の持ち方次第で、よりよい関係性を作っ

親から受け継いだものは、とてもたくさんあります。

ていくことは可能です。その一つにはそれぞれを尊重する

目に見える、財産や土地、仕事だけではありません。愛情

こと、自分の時間を作ることです。好きなことを思いっき
りやる。そして、家庭に帰る。気分も変わりますよね。そ
の時に相手の長所をみてほしいと思います。日々の生活の
中には、多くのヒントが隠れています。他にもいろいろと

や厳しさのような目に観えないものもあります。
親からの愛によって、また意見が合わずぶつかったことで、
考え方や生き方を知らずのうちに学んでいます。
人は、人と接することで成長します。その一番近い存在、

方法はありますが、夫婦としてのパートナーをもう一度見

大きな影響与える存在だからこそ、大切にする「意識」をも

直し、お互いに感謝する、それを言葉に出すことも大切な

つことが自分を大切にすることにつながっているのではない

ことですよね。

でしょうかそれぞれの人間関係性を意識し、気づくことで、
更によりよい関係を築いていきたいものですね。
次回は「社会」です。

（会社概要）アニモプラス株式会社（習志野ブロック東習志野支部所属）
カウンセリング、少人数子供教室、社員教育、各事業を柱に元気な
「職業と人生
（ライフキャリア）
」
を目指す人材育成コンサルティング会社

法人会という仲間があなたを支える力になる
ほうじん千葉西
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アシザワ・ファインテック株式会社
代表取締役社長

芦澤

直太郎

今回のトップに直撃は微粉砕機・分散機の総合メーカー、
アシザワ・ファインテック株式会社にお邪魔しました。社
名は知っていてもどんなものを作られているのかご存じな
い方が多いのではないでしょうか？
今回は製品の事も含めトップに直撃します。
インタビュアー：髙橋広報委員長、市原広報委員
日時：2021年６月９日（水）
場所：アシザワ・ファインテック株式会社（習志野市茜浜1-4-2）

■ナノレベルの粉体を作る技術

芦澤社長：当社は1903年（明治36年）の6月に東京の中
央区月島で創業しました。関東大震災と東京大空襲で被
災し、その度復興してきました。昭和に入って大きな機
械を作るため、広い工場が必要になり江東区南砂町に移
転しました。その後高度経済成長期が終わり、大きな物
は売れなくなり、大きな騒音の出る工場が不要になった
ため、現在の習志野市に移転してきたのが1990年（平成
2年）でした。
髙橋委員長：御社が培ってきた技術は「微粉砕・分散技術」
を使ったナノレベルの粉体製造機で世界一の会社を目指
しているという事ですが、具体的にお教えください。
芦澤社長：当社が得意としているのは、小麦粉や片栗粉
のような粉状になった物を、更にミクロンやナノのレベ
ルまで細かくする機械です。お客様の業種は多岐に渡っ
ていますが、例えば口紅の色の元になる顔料は細かくす
る事で色鮮やかになったり、透明感が増したり光沢が出
てくる効果があります。
髙橋委員長：素人考えでは乳鉢ですりつぶすようなイメー
ジですが。
芦澤社長：例えば家庭用ミキサーに具材とパチンコ玉を
入れて羽根でかき回すと、パチンコ玉同士がぶつかり合っ
て具材との接点が増え、まんべんなく粉砕されるイメー
ジです。このパチンコ玉にあたるものが「ビーズ」
、ミキ
サーにあたるものが「ビーズミル」です。

一般の方が手にする商品の一例として、なめらかな書
き味が評判の三菱鉛筆さんのジェットストリームという
ボールペンは、当社の機械でインクの顔料を細かく粉砕
する事で「なめらかさ」が実現できています。
髙橋委員長：会社案内を拝見して不思議だなと思ったの
ですが、スマートフォンや電池、電子部品はどのような
関わり合いがあるのですか。
芦澤社長：スマートフォンは私共の技術の塊みたいな物
で、液晶画面はインクの小さな粒子をガラスの表面に付
着させているもので、タッチパネルも導電性のある小さ
な粒子を透明なフィルムにする事で出来ています。電池
や電子部品はそれに使われる材料の粒子を焼き固めるな
どして作られています。
髙橋委員長：そのようなナノレベルの技術を使う事で、
社会がどのくらい変わっていくとお考えですか。
芦澤社長：当社の機械は、お客様の工場で材料をすり潰
しているだけですが、物を粉砕して小さくする技術は小型
化や軽量化、レアメタルなどの使用量削減にも貢献し、商
品が小さくなる事で廃棄する場合も環境にやさしくなりま
す。自動車でいえば、ハイブリッド車、電気自動車、自動
運転の技術は、原料を小さくする事で電池や電子部品の
重要性や品質の安全性を高める事に貢献しています。
髙橋委員長：私の気になった点は、お客様ではなかなか
手を出せないメンテナンスがしにくい機械を作られてい
るので、販売後のメンテナンスにもお力を注がなくては
ならないと思いますがその点はいかがですか。
芦澤社長：自動車と似ていますが、次に買うときに同じ
メーカーの同じ営業マンからまた買うかどうかは、アフ
ターサービスにあると思います。今では当社の8人のサー
ビスマンが現場監督のような形で、全国各地の協力会社
様と連携しながらアフターサービスを行っています。

■会社にとって社員は財産です。

市原委員：エントランスに社員の方の映像が流れていま
したが、社員の方々に関して特に力を入れている事は何
でしょうか。
芦澤社長：現在20歳代の若手社員が全体の4分の1以上

法人会活動で自らの向上と社会へ貢献の喜びを
13 ほうじん千葉西

■鉄道とタイガースとカラオケ

を占めています。20年前位からこの若手社員が仕事で活
躍し、会社にとってなくてはならない存在まで育成して
きました。特に女性の採用には力を入れており、妊娠、
出産から復職まで、会社として応援しています。2014年
度（平成26年度）には森田千葉県知事から男女共同参画
の表彰も受けました。
バブル崩壊後、会社を安定させる事を考えた結果、技
術屋ではない私の代わりに頑張ってくれる社員さんのた
めに、それぞれの持ち味を発揮できる会社にする事でし
た。改善を続けた結果、業績の好転につなげる事が出来
ました。採用時だけでなく、入社後も「社員は財産です」
と公言しています。

■118年続く事業承継とは

髙橋委員長：法人会の中で必ずついて回るのが事業承継
の話で、三代目のお父様から四代目の社長に引き継がれ
た事に関して伺いたいのですが。
芦澤社長：私が物心ついた頃から二代目の祖父に「大き
くなったらお前が社長になってくれるかい」といわれ、
洗脳されたように親の跡を継ぐものだと思っていました。
また、三代目の父は創業家の中で株式が分散してしまい、
それをまとめる苦労をしたので、父は祖父の持っていた
株式を自分をスルーして、まだ成人していない私に譲渡
してくれました。また、粉砕機の事業も父が道筋をつけ
てくれました。更に父の世代を一緒に支えてくれた当時
の役員達には父が引導を渡し、父と私の中間世代の幹部
候補に対しては、私を支えることを条件に役員として引
き上げました。そのおかげで私が無事後継者としてスター
トを切る事が出来ました。
そろそろ私も次の世代にバトンを渡す時期になってき
ましたが、私には娘はいますが息子はいません。男女に
はこだわりませんし、芦澤家の第一子が無条件で跡を継
がなければいけないと決める必要もありません。
これだけ変化が激しい時代は、過去の実績や、経営手
法は通用しないので、娘が一人前になるまで私が社長を
続けるのもいかがなものかと思います。
まずは私と年が 近くて一緒に頑張ってきた社員に
ショートリリーフで五代目の社長をお願いし、芦澤家の
一族でなくても社長になれる事を内外に示したうえで、
私よりも一回り以上若い社員に本当の意味での世代交代
をしていこうと考えています。会社の成長と家族の幸せ
は必ずしも同一線上にはありませんから。

髙橋委員長：話はガラッと変わりますが、鉄道がお好きで、
更に阪神タイガースファンでもあると聞いていますが。
芦澤社長：一番の趣味は「乗り鉄」という鉄道に乗って
全国を旅する事です。路線図に線路が引いてある所は全
て乗るのが目標で、学生時代から暇を見つけては各駅停
車に乗っていて、既にJR全線は乗り終えました。
経営再建中の銚子電鉄は各駅に名前を付ける「ネーミ
ングライツ（命名権）
」を募集していて、乗降客も少ない
西海鹿島（にしあしかじま）駅をぜひと、竹本社長から
お願いされ、千葉に貢献したいという思いもあったため
協力させていただきました。
鉄道がらみでもう一つ夢は、当社が粉砕機を手掛ける
はるか前、2度の被災を抜けて奇跡的に残っていた大正4
年の日付が入った蒸気機関車の図面を元に復元して、ど
こかで走らせたいと思っています。
習志野市が巨人軍発祥の地のだという事と矛盾してい
ますが、子供の頃から父親譲りのタイガースファンで、
「た
まにしか勝たないから、勝った時の喜びが大きい」と思っ
ており、私の生まれた年の昭和39年を除き過去3回リー
グ優勝した時は全て球場で見ていました。今年もしかし
たら16年ぶりの優勝が見られるかもしれません。
最後にもう一つの趣味がカラオケで、20年前にNHKの
「のど自慢」に出場したのがきっかけで、NHKが全国47
都道府県にちなんだ歌を、作詞秋元康、作曲後藤次利で
作るという番組のオーディションに友人と共に応募した
ところ500人の中から選ばれ、
「落花生のうた」という曲
でCDデビューをしました。
NHKの番組の生放送で何度か歌わせてもらったり、千
葉のローカル番組の主題歌になるなどちょっとした芸能
活動をやりかけました。
髙橋委員長：CDデビューは意外でした。興味深いお話、
そして社長のお仕事とは別のキャラクターを拝見する事
が出来ました。本日はありがとうございました。

社是

創業118年目を迎え、今後の夢を語る芦澤社長

〜 編集後記 〜

芦澤社長にはこの記事では書ききれないほど詳しく
お話しいただきました。また、お仕事を離れた親しみやす
いお人柄も拝見できました。創業100年を超える重圧を
背負って
「会社の財産」
である従業員の皆様と芦澤社長の
信頼関係は、インタビューに同席された吉田部長、広報
担当の蜂谷さんの様子からも、感じ取る事が出来ました。
（千葉西ブロック 広報委員 市原 康）

全国440の法人会が地域に密着した活動をしています
ほうじん千葉西
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合同会社 9 s コーポレーション
代 表 者

代表社員

設

令和元年5月

立

幸脇

靖

事業内容

便利屋

住

千葉市花見川区長作町 1231-11

所

TEL：043-301-3344

三立機械工業株式会社

FAX：043-301-3344

代 表 者

代表取締役

設

昭和52年4月

立

亮一

事業内容

廃電線処理機・半導体破砕機・各種リサイクル装置

住

千葉市稲毛区山王町 335 番地

所

TEL：043-304-7511

E-メール：info@otasuke617.com		

中根

FAX：043-304-7512

E-メール：info@sanritsu-machine.com

URL：http://otasuke617.com/

URL：https://www.sanritsu-machine.com

お助け本舗 千葉幕張本郷店です。
どんな小さなお困り事でも、私たちにお任せ下さい。

0120-617-365

代 表 者

代表取締役

設

昭和36年1月

立

宮腰

亨

習志野市津田沼 1-13-5

TEL：047-493-3854

代 表 者
設
立
事業内容
住
所

FAX：047-493-3071

URL：https://miyakoshi.co.jp/

せたオーダーメイドのモノづくりを行っております。
国内、海外に数多く納められている当社の印刷機械では、
「紙」の印刷製品だけでなく、シール・ラベル、フィルム、布、
建材など、様々な基材に印刷する機械開発も手掛け、ワー
ルドワイドに事業領域を拡大しています。
ラッピングペーパー生産機

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

公益
社団法人 千葉西法人会会員証

◀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。

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。

印刷／株式会社翠松堂 BTL

高速デジタル印刷機(100m/分)

勝

ハンバーガー等食品包装用
「包み紙」
の印刷機

産業用インクジェットプリンター

エピガロカテキンで免疫力を高めましょう！
ご注文のお茶を職場やご自宅までお届け。当店より半径30㎞以
内は配送無料です。地元八千代市の水で淹れておいしいお茶を茶
処の静岡より仕入れております。
暑いこの時期は、水出し緑茶がオススメです。カフェインが出
にくく、まろやかな味をお楽しみ
いただけます。
また、体内に侵入してきたウィ
ルスや細菌などから体を守る粘膜
免疫系の働きを良くする効果の確
認されている「エピガロカテキン」
を多く摂取することができます！

編集責任者／広報委員長 髙橋

産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守メンテナン
スまで一貫したサービスを展開し、お客様のニーズにあわ

代表取締役 角﨑 浩志
昭和53年3月
お茶販売
八千代市ゆりのき台
2-5-5
T E L：047-484-5170
FAX：047-485-2788
E-メール：yurinoki-2-5-5@maru6en.com
URL：https://maru6en.com
営 業 日 月～金 9:00 ～ 18:00 土 9:00 ～ 13:00 日曜定休

敏美

印刷機械の製造販売

住

茶の丸六園

TEL 043-272-8567 FAX 043-275-1626

事業内容
所

有限会社

発行人／会長 渡邉

株式会社 ミヤコシ

発行日／令和３年7月28日

その他色々出来る事は
何でもやります！
お見積り無料ですので、
お気軽にご相談下さい。

〒 262-0031 千葉市花見川区武石町 2-612-16

（サービス内容）害虫駆除、
お庭の木の伐採剪定草刈り、
家具の移動、お掃除、お引越し不用
品処分お手伝い、各種代行など。

ワケル技術のプロ集団
廃電線リサイクル装置・金属リサイクル装置のパイオニア。あ
らゆる電線の処理現場にオンリーワンの「ワケル技術」で応える。
日本国内シェア70%のリーディングカンパニー。
「剥離解体」
「比重選別」などの分離技術で銅回収を目的とした装置とノウハ
ウを提供。重要性の高まるリサイクルの社会ニーズに対し、
開発・
製造・販売ワンストップ体制で省力化を極めた「ワケル技術」を
提供し、循環型社会に貢献します。

編集・発行
公益社団法人 千葉西法人会 広報委員会

地域の仲間たち

掲載原稿
募集中！

