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鷹之台カンツリー倶楽部

鷹之台カンツリー倶楽部

U R L：https://www.takanodaicc.or.jp
開 業：昭和7年6月26日
所在地：千葉市花見川区横戸町1501番地

当倶楽部は、英国式本格ゴルフコースとして、戦前
にオープン。現在でも伝統と格式、会員のクラブライ
フ満喫を優先した運営が進められている中、新卒キャ
ディ採用・教育や地元との積極的な交流事業にも熱心
に取り組んでいる。
（Ｐ 17-18「トップに直撃！」より）

新年のご挨拶（会長・署長）
令和3年度 納税表彰授与式
税務署だより
全法連だより（インボイス制度準備編/ネット研修案内）

会員投稿頁
(Ⅳ) -最終回『心理学を社内、家庭、社会に活かす！』

こんにちはトップに直撃！ 第23弾

一般社団法人 鷹之台カンツリー倶楽部

地域の仲間たち ㈱ビュート／㈱千葉流通プランニング
㈱ミキ・プランナーズ／㈲久土地自動車工業
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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

令和4年

新年のご挨拶

皆様、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、お正月をまた新しいお気持
ちでお迎えのことと存じます。
コロナ禍はなお油断出来ない状況が続きますが、人類の
英知と皆様のご努力により、昨年は、少しずつでも確かな
前進があった１年であったと思います。
法人会も厳しい状況ではございましたが、会員各位か
ら求められる事業を安全に、より便利に実施することに向
け努力を重ねた年でありました。
昨年６月総会で、２期目の会長職をお受けしました。大
きな自然災害、コロナ等、想像を超えた環境変化の前で、
これ迄、普通に行われていた様々な活動の多くが、そのま
までは、開催できなくなったり、止む無く集まらずに行う
方法に切り替えられたりしております。役員・会員の皆様
のご協力、ご支援に心より感謝申し上げる次第です。
今後も、
「法人会」は会員各位の為、そして全ての法人
の皆様にも貢献できる唯一の団体として、その存在意義を
高めて行くべき組織であると思います。
「千葉西法人会」は、会員相互の繋がりを基盤に、税務
当局との意思疎通も大切にして、どなたからも頼りにして
頂ける公益社団法人として、引続き活動を進めて参る覚悟
であります。
私は、皆で協力し合うことの大切さについて何度かお話
しして参りました。昨年の定時総会開催に際しては、創設

以来初めて、定款変更という大きな決議をさせていただき
ましたが、総務委員会をはじめ、各ブロック或は支部単位
での情報共有や協力体制が功を奏し、お陰様で、多くの
皆様から、本部提案に対しご支持いただくと共に、これを
機に、更に会員相互の理解を進めることもできたかとも感
じております。これからも、相互の交流を大切にして、話
し合いを基に、本会の組織力を更に盛り上げて参りたいと
存じます。
今年は、戦後設立された法人会の歴史の中で、初めて
法人会の『全国大会』が千葉県で開催されます。会場が
幕張メッセとなりますので、本会はその地元中の地元にな
ります。全国から440を数える各地法人会の役員や多くの
来賓が、ここ幕張に集結します。是非、“世界のマクハリ”
を見ていただき、少しでも我々「千葉西法人会」の活動を
知っていただければと思っています。
本年もこれ迄に倍するご支援、
ご指導を頂戴できます様、
何卒宜しくお願い申し上げます。
結びにあたり、会員企業並びに会
員各位、そして社員、ご家族の皆様
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。

明けましておめでとうございます。
令和４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。
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、日頃から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。
さて、新型コロナウイルス感染症により、皆様方の事
業及び会活動に多大な影響を及ぼしているものと拝察し
ており、心からお見舞い申し上げます。一日でも早く感染
症が終息することを祈っております。
このような状況下におきましても、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」や「税に関する絵はがきコンクール」への取り
組み、また、女性部会創立40周年記念として、管内69の
小学校に「税」や「お金」に関する書籍の寄贈をするなど、
税知識の普及に努められるとともに、各種講演会・研修
会の開催など「新しい生活様式」にも配意しながら幅広
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。
なお、間もなく令和３年分の所得税、個人事業者の消
費税及び贈与税の確定申告期を迎えます。所得税等の確
定申告につきましては、
「マイナンバーカード方式」や「Ｉ
Ｄ・パスワード方式」による電子申告が可能となっており、
スマートフォンを利用した申告の対象範囲も拡大されてお
ります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か
らも自宅からe-Taxを利用した申告をお願い申し上げます。
更に千葉西税務署では、昨年同様に確定申告期間中は
駐車場が使用できません。皆様方には、ご不便をおかけ
いたしますが、ご理解とご協力を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。
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令和3年度 納税表彰授与式

受彰者の皆様、おめでとうございます
11 月 15 日（月）千葉西税務署 ３階

東京国税局長表彰

令和３年度の「千葉西税務署管内 納税表彰式典」も、残念ながら、前年
に続きコロナ禍で中止され、
代わりに、
11月15日（月）千葉西税務署にて、
税務当局からの表彰状、感謝状の授与式だけが執り行われました。別途、
団体長感謝状の贈呈者も含めた同年度の受彰者は以下のとおりです。
【納税表彰関係は、本会ホームページの広報誌WEB版で、
詳しくご紹介しています】

渡邉 敏美 会長（八千代ブロック）京葉ビルサービス㈱

千葉西税務署 署長表彰（本会から3名）

前列右より
依田 公人 理事（千葉西ブロック）
松本 ES テック㈱
永野 徹 理事（千葉北ブロック）
㈱永野工業
伊藤 勝巳 青年部会副部会長
（八千代ブロック）
㈲コトブキ

千葉西税務署 署長感謝状受彰者（本会から3名）

前列右から 2 番目より
吉橋 雅晴 理事（八千代ブロック）
㈲ハウジングトラスト
横打 研 理事（習志野ブロック）
㈱横打
前列左から 2 番目
井上 節子 女性部会副部会長
（八千代ブロック）
テレコムインターナショナル㈲

千葉西法人会 会長感謝状受彰者（7名）
・小石川 雅美 理事（千葉北ブロック花見川柏井支部長）㈲小石川オートショップ
・田久保 吉則 理事（習志野ブロック藤崎支部長）㈲田久保石油
・高橋 伸易 理事（習志野ブロック東習志野支部長）㈲伸和
・田久保 浩一 監事（習志野ブロック）田久保建設㈱
・中䑓 智子 女性部会副部会長（八千代ブロック）かもめトラベル㈱
・鈴木 恵介 青年部会前副部会長（管外）㈱空間計画提案室
・伊東 慶浩 青年部会副部会長（管外）㈱東都産業

中䑓 智子 女性部会副部会長（真中）

全国青年の集いでプレゼンする
鈴木 恵介 青年部会前副部会長（左側）

小石川 雅美 理事

田久保 吉則 理事

伊東 慶浩 青年部会副部会長

千葉西間税会主催「令和3年度 税の標語」入選作品の紹介
ほうじん千葉西
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本部・委員会だより
『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。感染症予防の観点より、街頭
広報活動や税務署での公開講演会は中止となりましたが、千葉西法人会では以下の２事業を実施することができました。ご
協力ありがとうございました。
【
『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】

◆「署長を囲む懇談会」 11/17（水）

ＨＰは
⇒こちら
から

優申会だより

今回は、千葉西法人会会館にて、優申会会員と千葉西税務署長、副署長、
法人課税第一部門統括官、上席との懇談会を開催しました。優申会からは
田久保新会長他、7名の参加がありました。開催に先立ち、9月の法人会役
員大会中止の為、開催延期となっていた渡部千葉西税務署長から「税務調査
と人材育成」と題しての講話をお願いしました。この様子は、Zoomを使っ
て配信され、優申会以外多くの法人会の皆様にも視聴いただきました。

◆女性部会主催「署の幹部を囲む座談会」11/22（月）
千葉西税務署３階会議室にて、署長以下、幹部の皆様と女性部会員5名に
よる意見交換会が行なわれました。渡部署長からのご挨拶に続き、女性部
会参加者からの近況報告や今後の税務行政等に関する質問も出されました。
また、女性部会が進めている「創立40周年記念事業」の説明等を通し、租
税教育の意義についても意見交換をすることができました。


（女性部会長/髙山 貴子）

◎税制改正提言活動
・・・年に一度、法人会の大きな事業のひとつです。
今回も会長・副会長らの手で直接、地元選出国会議員と管内の３市長、副市長に、税制改正の提言を行いました。
事業名

税制改正
提言活動

開催日時

会 場

内

容

出席数

・吉田茂雄副会長(習志野ブロック長)が市長室を訪問し、地方税制への要望等、
11月8日(月)
習志野市 法人会としての提言を行った。長引く感染症対応についても、意見交換を行い、
11:30 ～ 12:00 市長応接室 年明けには2年振りの賀詞交歓会開催に向けて方向性を話し合うことができた。
（賀詞交歓会はオミクロン株感染拡大防止の観点より、開催日1週間前に中止決定）

2名

・渡邉敏美会長と植村正徳副会長(八千代ブロック長)が、市長室を訪問し、地
11月16日(火)
八千代市 域経済の状況についての意見交換に続き、今後の税制についてテーマを確認し
14:30 ～ 15:00 市長応接室 た。また、市長からは、こうした時期の法人会の諸活動について激励を得るこ
とができた。

3名

・渡邉会長、植村副会長が、地元選出国会議員の小林鷹之経済安全保障担当大
臣と面談し次年度税制改正提言を行った。今回提言の主旨は、地域経済の土台
である中小企業の活性化に資する税制と国家的課題、財政健全化の両立を求め
るものであり、大臣と忌憚のない意見を交換した。

3名

・今回も千葉東法人会と共同活動を行い、千葉県連会・千葉東法人会/花島恭一
千葉市
会長と本会からは山崎和夫副会長（千葉西ブロック長）が、鈴木達也副市長に提
市長応接室 言書を手渡した。副市長からは、最近の千葉市政についての説明、日頃の法人会
諸活動に対し、御礼の言葉があった。

2名

11月20日(土)
11:00 ～ 11:30
11月24日(水)
9:00 ～ 9:30

小林鷹之
事務所

11/8 習志野市 宮本 泰介 市長への 11/16 八千代市 服部 友則 市長への 11/20 小林 鷹之 議員（経済安全保 11/24 千葉市 鈴木 達也 副市長への
税制改正提言活動
税制改正提言活動
障担当大臣）への税制改正提言活動
税制改正提言活動

親と子で 深める理解 税知識
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令和3年度 第3四半期
委員会活動
会議名

開催日時

会 場

内

容

出席数

第2回厚生委員会

10月5日（火）
17:00 ～ 18:00

アーサー幕張店

・本年度の厚生委員会事業について
・全ブロック合同交流ゴルフ大会について

第2回組織委員会

10月14日（木）
18:00 ～ 19:00

津田沼モリシア
銀座アスター
津田沼賓館

・
「会員増強運動」の現況について
・12月末迄のブロック毎、推進見込み
・今後の組織強化施策について

10名

第4回広報委員会

11月19日（金）
17:00 ～ 18:00

千葉西法人会
1階研修室

・広報誌秋号(165号)の反省
・広報誌新年号(166号)編集会議①
・広報誌新年度企画 ・会員検索システムの現況について

12名

第3回総務委員会

11月30日（火）
17:30 ～ 18:30

津田沼モリシア
銀座アスター
津田沼賓館

・本年度事業計画運営状況について
・諸規定見直しについて
・次年度予算の組み立てについて

第5回広報委員会

12月17日(金）
15:00 ～ 16:00

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌新年号(166号)の編集会議②
・広報誌春号からの新企画について
・会員検索システムの強化について

10/5

第 2 回 厚生委員会

10/14

第 2 回 組織委員会

11/19

第 4 回 広報委員会

5名

8名

11名

11/30

第 3 回 総務委員会

令和3年度 第3四半期
研修委員会研修関係
研修名

開催日時

会 場

内

容

第3回
新設法人説明会

「企業経営と税金の関係」
10月14日（木）
Zoom配信による 「法人税、消費税、源泉所得税の基礎知識」
13:30 〜 16:30
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

1日でわかる簿記の
仕組み

10月19日（火） 千葉西法人会
9:30 〜 16:30
１F研修室

第2回
パソコン研修会
《Excel中級編》
第６回
決算法人説明会

11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

10月26日（火） 千葉西法人会
13:30 〜 16:30 １F研修室

10/19 1 日でわかる簿記の仕組み

2名

6月実施の基礎コース続編として開催されるパソコン実務
研修中級コース。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。

「決算と申告事務の流れと注意点」
11月24日（水）
Zoom配信による 「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
13:30 〜 16:30
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

10/14 第 3 回新設法人説明会
（Zoom 配信）

出席数

3名

23名

10/26 パソコン研修会 Excel 中級編 11/24 第 6 回 決算法人説明会（Zoom 配信）

八千代市立村上東中学校 3年生 【千葉西税務署 署長賞、全国間税会総連合会 佳作】
ほうじん千葉西
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税 務 署

だ よ り

みんなの税 とても大切 ありがとう
5 ほうじん千葉西

千葉市立花見川第三小学校 6年生 【千葉西税務署 署長賞】
ほうじん千葉西

6

ブロックだより
ブロック・事業名

開催日時

令和3年度 第3四半期
役員会、正副ブロック長委員長会議
会 場

内

容

出席数

千葉北ブロック
第1回役員会

10月12日(水） ホテル
17:00 ～ 19:30 フランクス

・本年度事業進捗状況について
・今後の本部・ブロック事業予定について
・
「会員増強運動」について

15名

千葉北ブロック
第1回正副ブロック長
委員長会議

10月22日(水）
花見川「川京」
11:30 ～ 13:30

・
「会員増強運動」の進捗状況報告
・同、支部毎の勧奨先確認

10名

習志野ブロック
第1回役員会

・本年度事業進捗状況について
10月28日(木）
津田沼「志福楼」 ・今後の本部・ブロック事業予定について
18:00 ～ 20:30
・
「会員増強運動」について

15名

八千代ブロック
第1回役員会

・本年度事業進捗状況について
10月29日(金) 八千代商工会議所
・今後の本部・ブロック事業予定について
17:30 ～ 18:30 2階
・
「会員増強運動」について

18名

千葉西ブロック
第1回役員会

11月12日(金)
アーサー幕張店
18:00 ～ 20:00

・本年度事業進捗状況について
・今後の本部・ブロック事業予定について
・
「会員増強運動」について

15名

習志野ブロック
第2回役員会

・第4四半期本部・ブロック事業について
12月16日(木)
津田沼「志福楼」
・
「会員増強運動」の進捗確認と勧奨予定について
18:00 ～ 20:00

10/12

千葉北ブロック 第 1 回役員会

10/22

10/28

習志野ブロック 第 1 回役員会

10/29

八千代ブロック 第 1 回役員会

11/12

千葉西ブロック 第 1 回役員会

12/16

習志野ブロック 第 2 回役員会

15名

千葉北ブロック 第 1 回正副ブロック長委員長会議

令和 3 年度県連会員増強運動進捗状況（途中報告）

本年度の会員増強運動のメインテーマは、前年末比、12 月末現在法人会員数増加です。
最終結果は、春号でのご報告となりますが、12 月 10 日現在での状況を報告します。
役員、会員各位のご協力のお陰様を持ちまして、もう一歩のところにございます。会員増強へのご協力に心より
感謝申し上げます。引き続き、法人会活動へのご理解、ご支援宜しくお願い申し上げます。

12/10 現在

法人会員数

2,269 社（目標迄、41 社）

公平な 学び場つくる 税金で
7 ほうじん千葉西

コロナに注意して

支部活動を再開しましょう！

法人会活動の基本は、
「支部活動」です。千葉西法人会には、現在 33 の支部があります。それぞれの支部には支部活
動をリード頂く「支部役員」が決められ、
その中から選出された「支部長」
（理事）がいます。（「支部一覧」ご参照下さい）
コロナ禍で、会員相互の交流はこれまでと同様には進められないかもしれません。大勢が一同に集まる従前型の会議や
研修は、尚、十分な注意と準備が必要です。ある支部長は、集合型の会合は時期尚早と判断し、近隣で使えるコーヒーチ
ケットを会員に配布し、都合がつく会員同士での情報交換を勧め、組織強化の一助としました。ＬＩＮＥ等ネットを利用
しての会議も一つの方法かもしれません。
これ迄、広報誌でご案内はして参りませんでしたが、本年度、支部役員会開催報告があった支部は下表のとおりです。
どうか地域に合わせて、工夫をしつつ、同じ地域の会員間の意見交換を深め、こうした中だからこそ、相互の情報交換や
交流を進めてい頂きたいと思っております。今後の税制改正へのご意見、法人会事業へのご要望等、いつでも支部役員或
いは事務局宛、ご連絡、ご相談をお待ちしております。（千葉西法人会ホームページを通してのご連絡も可能です。
）

支部役員会開催状況（本部へ報告済の支部のみ）
支部役員会

開催日時

会 場

内

容

出席数

習志野ブロック
実籾支部

4月10日(土)
実籾
17:30 ～ 18:30 「寿司ふじ」

千葉北ブロック
こてはし台支部

11月18日(木) ホテルグリーン ・
「会員増強運動」について
11:30 ～ 13:30 タワー幕張
・同、支部内の未加入法人勧奨先確認

8名

千葉西ブロック
花園支部

11月30日(火) リストランテ ア ・今後の本部・ブロック事業予定について
11:30 ～ 13:00 ピアチェーレ
・
「会員増強運動」進捗確認、未加入法人確認

3名

習志野ブロック
津田沼支部

12月6日(月)
津田沼
18:30 ～ 19:30 「本田商店」

・本年度事業進捗状況と今後の事業予定について
・
「会員増強運動」について

6名

八千代ブロック
睦支部

12月10日(金) 島田台
18:30 ～ 19:30 「一匠」

・本年度事業進捗状況と今後の事業予定について
・
「会員増強運動」について

14名

習志野ブロック
実籾支部②

12月11日(土) 実籾
18:00 ～ 19:00 「寿司ふじ」

・今後の本部・ブロック事業予定について
・
「会員増強運動」進捗確認

6名

千葉北ブロック
こてはし台支部②

12月15日(水) 萱田町
11:30 ～ 13:30 「さわ田茶家」

・今後の本部・ブロック事業予定について
・
「会員増強運動」進捗確認

9名

千葉西ブロック
真砂磯辺支部

12月23日(木) 稲毛海岸
17:00 ～ 19:30 「だんらん炎」

・今後の本部・ブロック事業予定について
・
「会員増強運動」進捗確認

10名

令和 3 年度
支部

支部長

千葉西ブロック（8 支部）

・通常総会について(欠席予定会員への委任状提出要請)
・前年度の事業報告 ・本年度事業計画について

支部一覧（全33支部）

事業所名

支部

支部長

習志野ブロック（9 支部）

幕張南部
幕張東部
幕張西部
作新
検見川
花園
真砂磯辺
幕張新都心

依 田 公 人
磯 貝
正
曽 我
浩
里 見
陽
鈴 木
卓
久 野 敬一郎
佐 藤 あかね
大 木
実

松本 ES テック㈱
松磯工産㈱
曽我社労士事務所
里見興業㈱
㈱マツヤ
㈱久野敬一郎建築事務所
アップ・テック・ジャパン㈱
㈱幕張メッセ

津田沼
谷津
臨海
藤崎
大久保
本大久保鷺沼
花咲屋敷
実籾
東習志野

髙 山
伊 藤
横 打
田久保
高 橋
鳥谷部
中 野
時 田
高 橋

長沼
千種
犢橋
三角
花見川柏井
畑天戸
こてはし台
山王六方小深

佐 藤 康 弘
熊 谷 正 喜
積 田 光 生
朝 倉 健 吾
小石川 雅 美
永 野
徹
柳 澤
裕
木 全 喜 敬

㈱サトウオート
ハイテック精工㈱
㈱与志建設
立山工業㈱
㈲小石川オートショップ
㈱永野工業
㈱アートライフパートナー
㈲キマタ空調サービス

大和田萱田
大和田第２
大和田第３
睦
八千代台
勝田台
上高野阿蘇
村上下市場

福 島
小野尾
山 口
石 上
市 原
江 口
日下部
植 村

千葉北ブロック（8 支部）

5名

貴
達

子
也
研
吉 則
久美子
貴 行
尚 宏
清 信
伸 易

八千代ブロック（8 支部）
忠
博
久
浩
茂
良
真

昇
一
成
男
一
勇
夫
司

事業所名
本田土木工業㈱
藤建㈱
㈱横打
㈲田久保石油
㈱サカエヤ
㈱ジャック
㈲アールナカノ
㈲時田
㈲伸和
㈲八千代運送
末広自動車工業㈱
㈱追分水道
㈱石上水道
サンコー住宅産業㈱
三祥㈱
㈱日信興運
植村建設㈱

習志野市立第四中学校 3年生 【千葉県間税会連合会 会長賞】
ほうじん千葉西
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部会だより
令和3年度 第3四半期
会議名

開催日時

会議・研修会関係

会 場

内

容

出席数

青年部会
第3回部会員会議

10月8日(金)
「煮りん」千葉店
18:00 ～ 20:00

・本年度後期の部会事業について

14名

税法研究部会
第4回研修会
(源泉所得税講座)

10月21日(木)
15:00 ～ 16:30

・源泉所得税講座「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部門担当官

14名

税法研究部会
第5回研修会
（年末調整）

千葉西法人会
1階研修室

11月2日(火)
津田沼モリシアホール
①9:30 ～ 12:00
4階
②14:00 ～ 16:30

年末調整等説明会（午前、午後2コマ開催）

①25名
②34名

税法研究部会
Excel時短術
( ３会合同研修)

11月10日(水)
14:00 ～ 16:00

Zoomによる
オンラインセミナー

・千葉東、南、西３法人会共催、相互ライブ研修事業
・Excel技能向上による業務の質・スピードアップを狙うもの

6名

女性部会
第3回役員会

11月22日(月)
12:00 ～ 13:30

千葉西法人会
1階研修室

・
「署の幹部を囲む座談会」について
・今年度事業（租税教室、絵はがきコンクール、年末交流会）
・創立40周年記念事業について

9名

10/21

11/10

税研部会 第 4 回研修会（源泉所得税講座）

11/2

税研部会 Excel 時短術（３会合同研修 )

11/16

税研部会 第 5 回研修会（年末調整）

11/22

女性部会 第 3 回役員会

第 15 回全国女性フォーラム（新潟大会）

12/21

青年部会忘年会

消費税 身近なことで 納税者
9 ほうじん千葉西

11/25

第 35 回全国青年の集い（佐賀大会）

令和3年度 第3四半期
事業名

開催日時

女性部会(全法連)
第15回全国女性ﾌｫｰﾗﾑ
（新潟大会）

会 場

容

出席数
4名

コロナ対応の中、本会からは、大田部会長が代表して参加しました。大会終
了後、部会員5名が加わり26㈮〜 28㈪で周辺の視察研修を実施。

6名

八千代市教育委員会 本年度、部会創立40周年を迎えた女性部会は、コロナ禍で、敢えて式典等は
開催せず、積み立てた資金を使い、日頃、租税教育事業の中で、関係の深い
千葉市教育委員会
習志野市教育委員会 管轄区域内の全小学校への図書の寄贈を行いました。

3名
3名
3名

青年部会(全法連)
11月25日(木) 佐賀市
第35回全国青年の集い
14:00 ～ 16:30 佐賀文化会館
（佐賀大会）及び管外研修会
11月29日(月)
16:00 ～
12月 3日(金)
10:00 ～
12月17日(金)
13:30 ～

内

女性連協の全国大会「全国女性フォーラム」が2年半振りに開催されました。
新潟県新潟市、朱鷺メッセの会場には、全国から1,167名が参集し、本会か
らは、髙山部会長以下4名が参加しました。

11月16日(火) 新潟市
14:00 ～ 16:30 朱鷺メッセ

女性部会
創立40周年
記念事業
- 小学校へ図書の寄贈 -

公益事業・交流事業関係

女性部会
年末交流会
(創立40周年記念)

12月3日(金) ホテルニューオー
18:00 ～ 20:00 タニ幕張

こちらも2年振りの開催となりました。部会創立40周年に当たり、式典等は
開催できませんでしたので、この交流会をその記念大会としました。

22名

青年部会
忘年会

12月21日(火)
「楽しくなければ法人会じゃない‼」がテーマの青年部会は2021年の最後も
ホテルフランクス
18:00 ～ 20:00
皆で楽しさを満喫し、1年間の互いの成長を実感できました。

18名

女性部会創立40周年記念/年末交流会
12月3日ホテルニューオータニ幕張にて『女性部会創
立40周年記念年末交流会』を開催いたしました。
久しぶりにお会いする皆様は夜景を楽しみながら美味
しいお料理を堪能し会話に花を咲かせていました。
髙山部会長から40周年記念事業は式典を行わず公益
的な事業・将来に残せるものへ向け、年末交流会を記念
大会とし部会員全員へ名前入りのボールペン、租税教室
等でお世話になっている管内の小学校へ税に関する学習
図書寄贈のご報告と40年の歴史を築きあげてくださった
部会員の皆様や多方面からの部会へのご支援に感謝の思
いをお話しいただきました。
女性部会恒例のビンゴ＆カラオケ大会で盛り上がりた
いところですが、今年は自己紹介と近況報告をしご家族
の嬉しい報告の際はお祝いの言葉が飛び交い温かい絆
を感じました。
このような状況下でのご参加に感謝し、早く新型コロ
ナウイルスが収束し密を気にせず交流会が開催できるこ
とを願うばかりです。
（女性部会 広報委員 及川 直子）

12/3 ホテルニューオータニ幕張 24 階シリウスにて

女性部会

69小学校に本を贈る

習志野市教育委員会贈呈式
船橋よみうり 12/25 号

千葉市教育委員会贈呈式

八千代市教育委員会贈呈式 千葉日報 12 ／７（火）朝刊

習志野市立第二中学校 3年生 【全国間税会総連合会 入選】
ほうじん千葉西
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全法連
だより

コロナ禍が続く中、皆様、それぞれに工夫を凝らして、日々の生活を模索されて
いることと思います。全国法人会総連合では、こうした仕事や家庭での新体験に対

する、ちょっとした注意点やお役立ち情報を提供してくれていますので、前号から
ご紹介しています。お読み頂き、
「役立った」
「面白かった」
「イマイチ」
と思われた方は、
是非、千葉西法人会ホームページ、トップページの最下段にあります、
「メールでの
お問合せ」をクリック頂き、感想やご要望をお寄せ下さい！お待ちしています‼

制度・準備編
いよいよスタート！ インボイス
～経理課社員

リサと顧問税理士

サキ先生の税務問答～

税理士

小池 正史

が大きく変わるので準備
令和５年10月1日から消費税の制度
うに変わるのですか。
が必要だと聞いたのですが、どのよ
制に関する情報に常にアンテナを
サキ先生 さすがはリサさん、税
改正は主に税率の改正でしたが、
張っていますね。これまでの消費税
いって、売手が買手に対して「イ
今回の改正は「インボイス制度」と
及び発行して正確な適用税率や消費
ンボイス（適格請求書）」を作成
することを義務化するものです。
税額等を伝え、買手はそれらを保存
な制度なのですか。
リサ それは、具体的にどのよう
求書、
ス」という記載事項の定められた請
ボイ
イン
が「
売手
は、
」と
制度
サキ先生 「インボイス
められな
しないと消費税の仕入税額控除が認
保存
らを
それ
手が
、買
成し
を作
納品及び領収書等
影響が出てく
していないと皆さんの事業に大きな
把握
かり
しっ
容を
の内
。そ
です
いというもの

リサ

るので少し勉強しましょう。
の負担もかなり大きいも
税額控除が認められなければ、税金
リサ そうですね、消費税の仕入
り教えてください。
のになってしまうので、先生しっか
告を行う上で売
導入されたことにより、消費税の申
率が
減税
に軽
１日
10月
元年
サキ先生 令和
及び領収書等の金額を
に計上するため、請求書、レシート
正確
率を
費税
る消
応す
に対
上や仕入
求書」の作成及び保存が
分に区分して記載する「区分記載請
の部
８％
分と
の部
0％
が1
税率
消費
令和５年10月１日以降は、
と思います。今回はそれに代えて、
必要となったことは記憶に新しいか
及び保存す
が発行できる「インボイス」を作成
だけ
業者
た事
録し
に登
者」
事業
「適格請求書発行
ることが必要となりました。
がどのように違ってくるの
の「インボイス」では記載内容など
今回
」と
求書
載請
分記
「区
リサ
ですか。

取引内
又は名称、取引年月日、金額などの
氏名
先の
発行
」は
求書
載請
分記
サキ先生 まず、「区
ば仕入税額控
の取引を明確に区分し記載していれ
８％
引と
の取
10％
率が
ち税
容と取引金額のう
た現行の請求書に①
「インボイス」には、区分記載され
が、
ころ
。と
した
りま
とな
書類
除の証拠
記載事項を追加しなければ
に区分した消費税額等の３つの
ごと
税率
、③
税率
適用
、②
番号
登録
」を必ず交付し、写しを保
求められた時には、「インボイス
なりません。また、売手は買手から
存しなければならなくなりました。

社会保障 みんなでつくる 日本の基盤
11 ほうじん千葉西

とは何ですか。
事前に準備しなければいけないこと
」で
制度
イス
ンボ
「イ
、
ろで
リサ とこ
りますが、これがないと
載事項の追加に「①登録番号」とあ
の記
書等
請求
どの
先ほ
先生
サキ
５年３月31日までに「適格
で、令和３年10月１日から令和
「インボイス」の発行ができないの
す。登録申請
」を取得しておく必要がありま
番号
登録
て「
をし
申請
登録
」の
請求書発行事業者
忘れずに行ってく
はｅ-Ta xソフトでもできるので、
求書発行事業者」
ださい。ただし、すべての「適格請
基準期間の課税売上
は消費税の課税事業者となり、
事業 者に なら ない
が1,000万 円以 下に なっ ても 免税
者の方は、今後消費
のでご注意ください。免税事業
前に税務署や税理士
税の申告が必要になるので、事
行事業者」に登録す
によく相談して「適格請求書発
るか検討するといいですね。

課税課、統括国税実査
れ。東京国税局事務管理課、同法人
生ま
４年
９６
）１
さし
・ま
いけ
生かし、
【筆者紹介】小池正史（こ
る企業の財務状況を見てきた経験を
市中区で税理士登録。多業種にわた
官、酒類指導官勤務などを経て、横浜
ルティングを行う。
の効率化、税務調査対策等のコンサ
中小企業を中心に決算分析から経営

会員無料！

緊急案内
します ・ ・ ・
催
開
を
会
修
研
ネットを使った

このネット研修は①テキスト付研修が、会員は無料
時間に何回でも聞ける
視聴期間：3

② 2 週間の期間内なら、自由な

③消費税の基礎から再度、説明してくれる

のが特徴です。

月 3 日（木）〜 3 月 16 日（水）２週間

対 象 者：
「消費税についてゼロから知りたい 」
「インボイス制度とは？」
「自社に与える
影響は？」について知りたい方

講

師：五島

受 講 料：

秀明 氏 税理士（東京税理士会 所属）

会員 無料

非会員 4,000 円

定員 20 名

「資格の学校 TAC」が
全力支援

詳細・お申し込みは同封のチラシをご覧ください！

受付は先着順

習志野市立第三中学校 3年生 【全国間税会総連合会 入選】
ほうじん千葉西
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新会員紹介
事業所名

(2021.10.1 ～ 2021.12.20）
※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。追加登録のご要望
があれば事務局宛、どうぞご連絡下さい。
( 敬称略 )

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
㈱ヘルパーリンク

千葉市花見川区幕張本郷 2-3-15
ラフィネ幕張本郷 302

(同)ともろう Jr.

千葉市花見川区幕張本郷 2-9-1-103

㈱まちリノベ

https://nokisakicoffee.com 千葉市花見川区幕張本郷 3-11-1-611

㈲あるかす

ビジネスマッチング
サイト運営
その他サービス
043-275-4129
（飲食業）

090-6546-0358

090-9005-7906 建築設計

千葉市花見川区幕張本郷 2-5-1-407

043-306-9339 ソフトウエア業

千葉市花見川区幕張町 4-544-14-5-304

090-6927-9827

幕張南部支部
㈱クィーンズ Club

ガーデンサービス
（園芸）

㈱桜咲造園

www.ohsaki-landscape.co.jp

千葉市花見川区幕張町 5-400-13

043-205-4440 造園業

㈱アクシアリンク

https://axialink.com

千葉市花見川区幕張町 5-408-6
メゾングランベルデ 203

043-274-5030 保険業

幕張新都心支部
(医) 社団葵会
https://www.aoikai.jp/tokyobay/ 千葉市美浜区豊砂 1-17
東京ベイ先端医療・幕張クリニック
㈾ライフコミュニケーション
(同)ジパングインターナショナル
(同)Feel so Free

https://lcom-group.jp/company.html 千葉市美浜区中瀬 1-7-1 SCEC ビル 17 階
https://zipang-international. 千葉市美浜区若葉 3-1-18
jimdosite.com
幕張ベイパーククロスレジデンス S2-1
千葉市美浜区打瀬 3-5
https://feelsofree2017.com
マリンフォート 4-806 号

043-299-2000 医業
（放射線科 )
043-312-6310 教育・福祉サービス
090-1745-5610 経営コンサルタント
080-4343-2474 ビデオ制作業

作新支部
㈱ PLUME

飲食店
(オ・プティ・ボヌール)

https://aupetitbonheur.gorp.jp 千葉市花見川区作新台 1-10-13

043-286-1619

https://www.hibinofudosan.co.jp 千葉市花見川区検見川町 3-302-24

043-301-5656 不動産賃貸・仲介業

検見川支部
日比野不動産㈱
花園支部
障害児通所
支援事業

㈱ダンデライオン

千葉市花見川区花園 2-1-25
万仁ビル 1階 D 号

043-307-8831

㈱エアネストグループ

千葉市花見川区瑞穂 1-11-21-B

043-239-9593 内装工事業

㈱ハーモニー・ソリューションズ www.harmony-sol.com

千葉市花見川区朝日ヶ丘 1-13-10

043-273-3655

ガンバアセットマネージメント(同)

茨城県筑西市協和町小栗 5556

太陽光発電

福知山ソーラーファーム(同)

東京都中央区銀座 1-22-11

太陽光発電

IT コンサルティング
（ソフト開発）

千葉北ブロック
畑天戸支部
㈱ wood 凪

千葉市花見川区天戸町 1364-2

090-2481-5160 家具製造業

千葉市稲毛区長沼原町 241-1

043-441-7481

千葉市花見川区犢橋町 1752-2

043-386-3410 太陽光事業

千葉市花見川区犢橋町 829

043-250-9513

千葉市花見川区三角町 584-3

043-215-8257 サービス業

長沼支部
㈱千葉流通プランニング

サービス業 ( メーリ
ング受発注業務 )

犢橋支部
   (同)RECS
㈱ヒサヤ軽金

http://hisayakeikin.com

製造業
（軽金属加工）

こてはし台支部
㈱ TRS

あなたの税 きっとどこかで やくにたつ
13 ほうじん千葉西

事業所名

ホームページアドレス

ダイトグループ㈱

所

在

地

電

話

業

種

千葉市花見川区宇那谷町 101-1

043-312-1307 イベント業

千葉市花見川区こてはし台 6-37-4

043-441-4486 通信販売業

千葉市花見川区柏井 1-12-13

043-441-5117

習志野市谷津 1-22-52

042-816-2756 製造業、卸売

習志野市香澄 2-7-25

047-455-3005

㈱ファンタジア

習志野市大久保 3-15-20

047-470-0808 不動産業

㈱Ｅ企画

習志野市大久保 1-28-7

047-406-4919 美容院経営

習志野市津田沼 5-3-12

047-453-3970 鉄筋工事業

習志野市東習志野 8-21-15

047-473-1577 建築鉄骨

(同)カラフラ

https://karafura.jp/

花見川柏井支部
㈱クラウンテック

建設業
（外装・塗
装、防水、屋根）

習志野ブロック
谷津支部
㈱ Eureka
臨海支部
アトワジャパン㈱

https://atowajapan.jp

コンサルティング
(HR・経営）

大久保支部

津田沼支部
㈱小谷野鉄筋
東習志野支部
㈲山浦鉄工所
八千代ブロック
八千代台支部
アイクールジャパン㈱

https://www.ikool-japan.com 八千代市八千代台北 6-8-7 KIDA ビル１F

047-485-1629

水栓機器製造・
卸・建築

プラス・ワン㈱

八千代市八千代台北 13-13-14

(同)汀

八千代市八千代台東 2-6-7

㈱ネクサス

八千代市八千代台西 10-3-2

047-486-7477 不動産賃貸業

八千代市八千代台南 1-1-10

047-750-1512

RIO FOODS ㈱

https://rio-foods.com

047-484-2635 内装工事業

飲食業、
食肉製造販売業

大和田第 3 支部
未来設計ジャパン(同)

futuredesignjapan.com 八千代市緑が丘西 7-9-11

080-3933-1212 小売業

八千代市緑が丘 1-1-1

090-6481-1190 飲食店経営

八千代市島田 997-4

047-429-8374 自動車板金・塗装

千葉市美浜区幕張西 2-3-1

043-272-1192

しんえいペットクリニック

習志野市新栄 1-3-3

047-471-1200 動物病院

齋藤 剛

千葉市花見川区横戸町 1561-53

047-409-3979

TTSフード㈱
睦支部
ASA TRADING(同)
《準会員》
東邦ホールディングス㈱

https://www.tohohd.jp

グループ会社経営
管理、飲食業

《賛助会員》

秋号（Vol.165）新会員紹介欄でのお詫びと訂正
前号15頁の欄で、
有限会社セルブアパートメント様のお名前に誤りがございました。
お詫び申し上げますと共に改めて掲載させて頂きます。
《準会員》
㈲セルブアパートメント

千葉市稲毛区山王町 59-1

043-421-3368

不動産貸付及び
管理

千葉市立畑小学校 6年生 【全国間税会総連合会 入選】
ほうじん千葉西
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今後の事業予定のご案内
令和 3 年度第 4 四半期（令和 4 年 1 月～ 3 月）

新春賀詞交歓会
事

業

月日

※諸事情による変更もございます

「税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ」審査会

時間

会場等
千葉西法人会
13:30～16:30 1階研修室
（同時､Zooｍ配信）

主 な 内 容
｢決算と申告事務の流れと注意点｣
第7回
｢法人税､消費税､源泉所得税の改正事項と注意点｣
1月13日（木）
決算法人説明会
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官
･「千葉西税務懇和会」主催、新年の賀詞交歓（2年振りに
新春賀詞交歓会
1月20日
（木） 17:30～19:45 ホテルグリーンタワー幕張
⇨オミクロン株対策で中止
着席方式で実施予定）
・80名規模で隔年開催される4ブロック交流ゴルフ大会
全ブロック合同
太平洋クラブ
2月2日（水）
8：56～
親睦ゴルフ大会
成田コース
（昨年12月悪天候で延期となったもの）
千葉西法人会
「企業経営と税金の関係」
第4回
「法人税、消費税、源泉所得税の基礎知識」
2月8日（火）
13:30～16:30 1階研修室
新設法人説明会
（同時､Zooｍ配信）
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官
・本年度「租税教室」実施校から応募された作品が対象
女性部会
千葉西法人会
第6回税に関する絵
2月9日（水）
13:00～14:00
・千葉西税務署、千葉県千葉西県税事務所、女性部会幹
1階研修室
はがきｺﾝｸｰﾙ審査会
部らにより、優秀作品を選考
・本年度事業報告､決算見込み､次年度計画､予算
女性部会
千葉西法人会
2月9日（水）
15:00～17:00
第4回役員会
1階研修室
・
「絵はがきコンクール」審査結果報告、作品発表
・本年度事業報告と決算見込み
第4回総務委員会
2月14日（月） 17:30～19:30 未定
・次年度事業計画、予算について
・諸規程見直しの件 他
・広報誌秋新年号(166号)の反省
千葉西法人会
第6回広報委員会
2月16日（水） 13:30～14:30
・広報誌春号(167号)編集会議①
1階研修室
・会員検索システムの活用拡大について
・第25回法人会フォーラムについて
第3回研修委員会
2月17日（木） 18:00～19:00 ホテルスプリングス幕張
・本年度研修事業報告
・次年度研修事業計画
・第42回定時総会の議案と運営の件
女性部会
千葉西法人会
3月2日（水）
15:00～17:00
第5回役員会
1階研修室
・
「新年度諸事業」
「租税教室」担当分担 他
・2年振り開催の公開講演会（昨年6月予定を延期）
ホテルスプリングス幕張新館
第25回
・講師：元宮崎県知事・元衆議院議員、東国原英夫氏
3月4日
15:00～16:30
法人会フォーラム
スプリングスホール
・演題：
「ピンチをチャンスに ～社会を生き抜く人間力～」
3月10日
（木）
、
11日
（金）
千葉鉄工団地会館
(一財)全日本労働福祉協会による会員企業向け健康診断
生活習慣病健康診断
9:30～11:00
3月14日（月）
八千代市市民会館
（事前、申し込みが必要です。本会HP又は別送されるご
(受付時間)
(巡回健診)
3月22日（火）
幕張勤労市民プラザ
案内参照下さい）
令和3年度
新年度予算理事会
3月8日（火）
11:00～12:00 ホテルグリーンタワー幕張
第2回理事会
（令和4年度事業計画、収支予算についての協議）
｢決算と申告事務の流れと注意点｣
第8回
9:30～12:30 津田沼モリシアビル
｢法人税､消費税､源泉所得税の改正事項と注意点｣
3月17日（木）
決算法人説明会
13:30～16:30 ４階 モリシアホール
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官
・本度事業報告と決算見込み
青年部会
千葉西法人会
・部会総会について
３月上旬
18:30～20:30
第4回部会員会議
1階研修室
・新年度事業計画、収支予算

前々回、「法人会フォーラム」の様子

広報委員会

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
委
委
委
委

員
員
員
員
員

篠原
市原
月山
鈴木
長岡

秀作（千葉西ブロック）
康（千葉西ブロック）
早人（千葉北ブロック）
和弘（習志野ブロック）
勇（八千代ブロック）

消費税 学んで知ろう 大切さ
15 ほうじん千葉西

前回、第1 回理事会の様子（令和3 年4 月）

委
委
委

員
員
員

谷津真知子（女性部会）
及川 直子（女性部会）
加藤 直人
（千葉北ブロック、青年部会）

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
最終回

自身
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
最終回のテーマは「自身」です。
分かっているようで、実は自分が自分自身をきちんと理解
できていなかったりする存在です。
子供の時には意識していなかった、
「本音」と「建前」
、大
人になると使わざるえません。
あまりにも周りを気にするあまりに、自分自身がどのよう
にしたらよいのか見失ってしまうこともあります。自分自身
を大切にしつつ、周り（自分以外の人）と調和していくには
どうしたらいいのでしょう。内観と外観、自分との関係性を
どのように意識したらよいのかを考えてみましょう。
「内観」
どんなものが好きですか？ 落ち着く場所はどこですか。
どんな香りが好きですか。夢中になっている時間はどんなこ
とをしているときですか。人それぞれ、みんな違います。こ
れは、今まで生きてきた体験から学び、五感を使って自分自
身が判断し決定しています。
新しい情報と体験によって、どんどん自分自身の情報が
増えていったり、書き換えられています。
常に「今」に集中して生きることが、今の自分にとって最
適かつ、必要度の高いものを選択します。
この好きな物、好きなことを知っておくことは、自分自身
にストレスやショックなど精神的ダメージ（肉体的ダメージ
にも）が起きた時に、自分自身を救ってくれたり、クッショ
ンの役割をしてくれるので、ストレスなどが軽減されたり、
忘れるように促してくれます。
適度のストレスは、自分自身の精神的な面や忍耐強さを鍛
える点ではいいのですが、予期せぬ事態だったり、他人から
の誹謗、中傷、病気、気力の衰えなど、日々の生活の中で
起こりえる出来事によって、大きなストレスとなることもあ
ります。
こんな時、他人からの励ましやアドバイスも有効ですが、
最後に自分自身を立ち直ることができるのは自分しかいませ
ん。そのためにも、日頃から自分とはどういう人間なのか、
情報収集は大切な行動の一つでしょう。
「外観」
他者との関わりをどのくらいの距離を保って生活している
か。人によっては、家族であっても一定の距離を持ち、踏み
込んでもらいたくないと感じている人もいますし、家族以外
でも家族のように接したい、自分にとって近い距離にいて欲
しいと思う人もいます。
他人から自分が見えることもあります。時代が変わり、人

高橋

晃子

との接点が会って話すだけでなく、SNSを使ったり、そば
にいないのに、いるかのように会話が出来るアイテムによっ
て、会ったこともない人との会話も出来るようになりました。
このことを、プラスと受け取って活用できる人とかえって戸
惑ってしまったひともいます。自分を深く知る方法に、どう
いう人（性格・容姿など）が好みか逆に苦手意識があるか
を見つめてみるのもいいでしょう。
自分と他人という視点でお話しましたが、人との関わりは
他にもあります。
それは、ものです。お金・家・車・身に着けるもの（時計・
アクセサリー・靴・服など）そばに置いておきたいもの植物・
石・家具などがありますが、人によって、多く所持したい人、
逆に少ないほうが気持ち的に楽だと感じるひと。様々です。
人の幸せとは、多さや大きさには比例しません。
自分らしく生きることを考えた時に、自分を知ることと自
分にどのくらい正直であるか自分は何に対して幸せを感じ、
どういう風に生きていたいか時代に合わせて生きることも大
切なことですが、その中で生きる自分の中に変えてしまって
は生きづらくなってしまうなら、変えないように工夫してい
くことも大切なことです。
そして、
「言葉」の力を使うということも大切にしてほし
いひとつです。
言葉は言霊とも言います。
言葉によって人は元気にもなり、
また傷ついたりもします。
言葉には強いエネルギー（パワー）があるからです。その
言葉通りに現実化（場面が実現）していきますから、そうい
う意味でも言葉の使い方に気を使っていきたいものです。
自分自身の健康も、
他人との関係性も、
自分自身の運も、
自
分が良い言葉
（言霊）
を使っているかによって変わります。日
頃から自分自身はどのような言葉を使っているのでしょうか。
自分自身をより幸せにするためにも、意識して頂ければと
思います。
今回は自分自身について意識するということをいろいろな
視点からお話させて頂きました。
法人会には、大勢の諸先輩の方々がいらっしゃるなか、こ
のような投稿ページを書かせて頂き、
大変恐縮しております。
そして大変、感謝しております。ありがとうございます。
もし、文章の中に失礼な言い回しがございましたら、申し
訳ありません。
人が「幸せ」になりたいという気持ちは、共通した願いで
あると思います。
少しでも、そのお手伝いが出来たのであれば、幸いです。
４回の投稿、誠にありがとうございました。

（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） https://www.lifeanimo.com
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
次回シリーズ

会員投稿ページ

第4弾

税理士法人フロイデさんが 1 年間、4 回に亘り春号から寄稿下さることとなりました。乞うご期待‼

千葉市立磯辺小学校 6年生 【東京国税局間税会連合会 入選】
ほうじん千葉西
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空から見た日本有数の名門コース、
全長7,132ヤード

会員企業訪問シリーズ No.23

鷹之台カンツリー倶楽部
支配人 岩瀬 正明

一般社団法人

会員の方々が相互に、より深く理解し合うことをテー
マに企業経営の現場をご紹介するトップに直撃！
今回は、関東名門七倶楽部の1つに数えられる、伝統と
格式高い「鷹之台カンツリー倶楽部」様を訪問させて頂
きました。
インタビュアー：千葉北ブロック広報委員長 月山 早人
千葉北ブロック広報副委員長 加藤 直人
日時：2021年12月7日（火）
場所：鷹之台カンツリー倶楽部クラブハウス（千葉市花見川区横戸町）

月山：今回トップに直撃するのは「鷹之台カンツリー倶楽部」

ました。戦前からあったゴルフ場ですが、全く新しい組織とし

様です。早速ですが、概要と歴史をお聞かせ頂けますか？

て「社団法人 鷹之台カンツリー倶楽部」が再建され、この年

岩瀬支配人：現在の会員状況は、個人会員1,059名、法人会員

を創設の年としていますので、それ以降だけでも、67年の歴

254名、合計1,313名です。都内在住者が半分、千葉県在住者

史があります。

が半分の割合となっています。会員の平均年齢は67歳ですか

月山：ゴルフ場としては珍しい社団法人として再開された理由

ら他のゴルフ場と比べると少し年齢層は高いかもしれません

はなんでしょうか？

ね。年間来場者数は約3万4千〜 3万5千名程です。

岩瀬支配人：当時の『設立趣意書』には「何よりも民主的な

倶楽部の歴史ですが、戦前の昭和7年6月に「鷹之台ゴルフ

運営をモットーとする倶楽部を社団法人として組織発足する」

倶楽部」の名称で開場しました。千葉県では昭和5年開場の我

とあります。つまり利益追求ではなく、強いメンバーシップと

孫子ゴルフ倶楽部様に次いで2番目に歴史があるゴルフ場で

伝統・格式を重んじ、会員の皆様がクラブライフを満喫して頂

す。当時日本のゴルフ場はアメリカから入ってきたスタイルが

くことを優先して運営されています。現在は一般社団法人とし

主流で、本場英国式ゴルフ場がなかったので、日商岩井の前身、

てこの考えは継承されています。

鈴木商店の清木一男氏などが発起人となり、あくまで自然の
素朴さを生かした、英国風イングランドコースとして誕生しま
した。全長6,720ヤードという距離は、当時の日本では最も長

日本で2000以上のゴルフ場がある中で、一般社団法人とし
て運営されているのは当倶楽部を含めて29クラブのみです。
私は5年前に赴任しましたが、当初はまだ伝統と格式を重ん
じるという事を理解していない面がありました。

いコースでした。
昭和15年以降は戦争により、一部が農地に転用され、さつ

例えば、スタートホールに給水のための自動販売機がなく、

まいも畑に変わり、クラブハウスなどは、陸軍の鉄道連隊が徴

不便なので自動販売機を置くかどうか検討しました。便利にな

用して駐屯するようになりました。東京大空襲のあった昭和

るので置いたほうが良いというのが普通の考えだと思っていま

20年「鷹之台ゴルフ倶楽部」は閉鎖せざるをえなくなりました。

したが、鷹之台には馴染まないという理由で、不便でも置かな

戦後、再開したのは昭和29年5月です。新コースの設計は井

いことになりました。

上誠一氏に依頼し、樹林、丘、水の三位一体を達成した全長

また、当倶楽部では乗用カートを導入していません。集客を

7,000ヤードを超えるチャンピオンコースとして生まれ変わり

考えると幅が広がり導入した方が良いと思いますが、ゴルフの
基本は「歩き」という考え、景観の一部が削がれる、芝が痛
むなどの理由で導入はしていません。
他にも、最近多くのゴルフ場が導入している自動精算機など
も、人の合理化になるかもしれませんが、メンバーシップであ
る限り、会員とスタッフの距離が近いことがそれよりも優先さ
れます。朝のサインをしている時の挨拶、クラブハウス内での
ちょっとした会話などふれあいを大切にしています。
社団法人のゴルフ場運営というと、理事会が全ての方針を
決定しているとイメージしがちかもしれませんが、
『倶楽部ラ

インタビュアーの２人と岩瀬正明支配人
（右側）

イフコンセプト』には「会員はクラブを運営していくという責

税学び 納めて変える 日本の未来
17 ほうじん千葉西

任がある」と明示されて

るスタッフが10名おります。営業面ではこれだけ取得者が多

います。ですから、会員

いと厳しいのですが、子供ができたら辞めてしまうのではなく、

で構成される7つの分科

職場復帰してまた働けるということは、安心して仕事ができま

委員会が議論をして案を

すし、それは会員の皆様へのサービス向上に繋がると考えてい

出し、それを理事会が承

ます。

認することとなりますの

月山：とても参考になる考え方です。地域との関わりについて

で、やはり中心は会員の

も教えて頂けますか？

皆様です。今は新しい会

岩瀬支配人：千葉市の広域避難場所になり、災害時に一時的

員の方も増えているので、改めて自分達のゴルフ場という意識

な避難場所としての提供や、防災訓練なども地域の方と共同

を高めるために倶楽部ライフの考え方、エチケット、マナー等

で行なっています。地元自治会との継続的なお付き合いもさせ

のふさわしい振る舞いをすることを委員会で提唱し実行してい

て頂き、休場日には地域住民の体操倶楽部に練習場の一部を
開放したりしています。地域の方々との関係を大事にしていき

ます。
現在、多くのゴルフ場では合理化やカジュアル化が進んで
いますが、当クラブでは一般社団法人であるからこそ、今後も

たいというのは基本的な考えです。
また当倶楽部でプレーをして頂くには通常は会員同伴、もし

利益追求や合理化を最優先とはせず、会員の皆様が伝統を重

くは会員紹介が基本ですが、千葉県のゴルフ協会が主催する

んじながらクラブライフを満喫することができる運営を心がけ

「チャリティゴルフフェスタ」に参加し、同伴や紹介が無くて

ていきます。

も一般の方に広く「鷹之台」を体験して頂く取り組みをしてい

加藤：敷居が高いゴルフ場とイメージされがちですが、
メンバー

ます。昨年は7月27日から9月3日の期間で1,500名の方にご来

ファーストの考えで、人と人の繋がりを大切にしておられます

場頂きました。

ね。ところで、新型コロナの影響はいかがでしたか？

3年ほど前からは、独自に「鷹之台ゴルフデー」を開催して、

岩瀬支配人：コロナ禍では、会員の方の安全と社団法人として

こちらも会員同伴や紹介が無くてもご来場頂く機会を設けてい

の社会的責任を考えて、令和2年4月と5月の２ヶ月間、クロー

ます。この期間のグリーンフィは通常19,000円のところ、半

ズをするのが適切と判断しました。屋外のスポーツなので、営

額でプレーして頂けます。キャディフィなどの諸費用を含めて

業を継続したゴルフ場も多いと聞いていますが、社団法人だか

合計約20,000円ほどでプレーをお楽しみ頂けます。昨年は

らこそ決断できたかもしれません。その後も来場者数を制限す

850名ご来場頂きました。

るなど、コロナ対策を強めに運営して参りました。来場者の中

今年の「第4回鷹之台ゴルフデー」は1月6日から3月4日まで

から感染者も出ず、対策が実ったと思っています。この年のゲ

開催しておりますので、皆様のお越しを心よりお待ちしており

ストの来場者数は減少しましたが、会員のプレー回数は増えて

ます。

います。このゴルフ場は対策がしっかりしていて安心できると

月山：私も是非、
「鷹之台」を体験したいです！一般社団法人

思って頂いたり、倶楽部に協力したいとも思って頂けたのでは

ならではの、ゴルフ場の魅力が伝わるお話しをお聞かせ頂きあ

ないでしょうか。

りがとうございました。
クラブハウス正面玄関前にて

休場などもあり、コロナ禍で損失が生じた時には、年会費を
上げて補うと会員への強制になるので、任意で寄付を募る方
法を取りました。それでもほぼ大半の会員が寄付をして下さり
損失を補填できました。寄付の目安となる金額をお伝えしてい
ましたが、それ以上の驚く額を寄付して下さった方もいらっ
しゃいました。自分達の倶楽部を助けたいという思いが強いこ
とに感動しました。
加 藤：素 晴らしいゴ ルフ場 で すね。会 員の方を迎えるス
タッフの方の教育はどのように取り組んでおられますか？
岩瀬支配人：当倶楽部では平成元年からハウスキャディ（正
社員）を、新卒で採用して育てる取り組みをしています。他の
クラブも今では同様の取り組みをしていますが、この点では先
駆者だと思います。現在38人のハウスキャディがおりますが、
3分の2は20代です。座学でしっかりとマナーやサービス向上
の集合的な教育をしています。現場では年齢が近い先輩が新
人を育てていくOJTが自然と出来ています。
また、若い人が安心して働いてもらうために、産休・育休が
取得しやすい環境を作っています。その結果、常勤パート9名
を含む47名のキャディのうち現在、産休・育休を取得してい

〜 編集後記 〜
憧れのゴルフ場でのインタビューの機会を頂き感謝
致します。会員権もご存じのとおり 1 千万円超えです
が、コース、クラブハウス、キャディ、従業員の接客
にいたるまで、全てが超一流のゴルフ場でした。
憧れで終わるのではなく、本来のゴルフスタイルが
楽しめる「鷹之台クラブライフ」を送れるよう、もっと
仕事に精進しなければ‼と感じたインタビューでした。

（千葉北ブロック広報委員長  月山  早人）

八千代市立八千代中学校 3年生 【東京国税局間税会連合会 入選】
ほうじん千葉西
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株式会社 ビュート
代 表 者

代表取締役 村田

設

平成29年11月

立

洋一

事業内容

旅行業（クルーズ旅行）

住

千葉市美浜区中瀬 1-3

所

新会員

代表取締役 中野 誠
平成23年4月
サービス業 ( 発送代行業 )
千葉市稲毛区長沼原町 241-1
つばめ急便第１センター内
TEL：043-441-7481 FAX：043-286-0055
E-メール：chiba@ryutu.jp

FAX：043-273-7135

E-メール：otoiawase@bute.co.jp
URL：https://www.bute.co.jp

「発送代行業務」で10年！

（イタリアンレストラン / ジリオーラ）
代表取締役 小林

設

昭和49年12月

立

泰弘

習志野市津田沼 1-10-9 えび屋ビル 1F

所

代 表 者 代表取締役 久土地 剛
設
立 昭和63年2月
事業内容 自動車板金塗装
住
所 八千代市島田台 1287-3
TEL：047-450-6907 FAX：047-450-8655
E-メール：info@kudochi.jp
URL：https://www.kudochi.jp

TEL・FAX：047-767-8014
E-メール：giliola-tudanuma@outlook.com

地産地消⇒ “習産習消” です♪
地元習志野の契約農園さんから旬の食材で
本格イタリアンをご堪能いただきたい！
◎営業時間
ランチ 11:30 ～ 15:00（L.O. 14:30）
ディナー

17:30 ～ 23:00（L.O. 22:30、
ドリンクL.O. 22:50）

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

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!!

勝

おかげさまで創業38年。くるまの事なら、どんな事でも、ち
からになります。
今年で創業38年になりました当社では、車の修理、販売、各
種保険販売、24時間レッカーサービスなどを通じてお客様の
ニーズにお答えしたトータルモビリィテイサービスを行ってお
ります。各保険会社の指定工場をはじめ、
昨今ではキッチンカー
の作成など車に関するものは幅広いサービスをご提供しており
ます。また、自動車先進技術に対応した修理を提供できるよう
に一早く自動車特定整備認証を取得し安全で安心なカーライフ
をご提供できるよう
に取り組んでおりま
す。お 客 様 のご 希
望に添えるよう精一
杯取り組んでまいり
ますので、宜しくお
願い致します。

編集責任者／広報委員長 髙橋

URL：https://giliola-tsudanuma.gorp.jp/

◎定 休 日
月曜日

有限会社 久土地自動車工業

敏美

本格イタリアンレストラン

住

第１センター、第２センター … 本社併設
第３センター … 四街道市大日1165-67加藤運輸内
第４センター … 千葉市稲毛区長沼町107-1

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

事業内容

千葉北インター周辺に発
送センターを4箇所配置して
います。立地に応じて、素
早く丁寧に対応させて頂い
ています。

発行人／会長 渡邉

新会員

郵便等発送事務の合理化ご相談は、当社までどうぞ！

発行日／令和４年１月20日

株式会社ミキ・プランナーズ

順調に業務拡大中です‼

(千葉西法人会・東金法人会の広報誌発送業務も受注中)

〒 262-0031 千葉市花見川区武石町 2-612-16

豪華客船によるクルーズ旅行を専門に扱う旅行会社です。
コロナ禍になり、大きな影響を受けていますが、日本船籍
のクルーズシップによる国内クルーズは2020年冬より復活
をしており、横浜港を発着する外国船も2022年7月には完全
復活が見込まれています。
弊社では予約時にお部屋番
号を指定できる点が特徴で
す。揺れにくく、眺望が良
いお部屋をご用意させてい
ただきます。
豪華客船の船旅をご検討
の際は、お気軽にお声がけ
ください。

代 表 者

株式会社 千葉流通プランニング
代 表 者
設
立
事業内容
住
所

幕張テクノガーデン CB 棟 3 階 MBP
TEL：043-273-7123

新会員

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！

