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健 全 な 企 業 の 発 展 を 願 っ て
◆理事会開催
本部理事会は、４月９日（木）ペリエホールで役員50名出席のもとに開催されました。
理事会は、石井会長の挨拶に続き、千葉東税務署の野本署長よりご挨拶を頂いた後、第36回通常総会
（5/25 於：京成ホテルミラマーレで開催予定）議案、公益法人制度改革（３ページ参照）に対する公
益認定基準への対応について審議されました。

◆委員会だより
○総務委員会
平成21年３月27日㈮ 於：ほてい家
◦古谷委員長挨拶
（11:00～13:00）
◦千葉東税務署 吉田第１統括官挨拶
〔主な内容〕
理事会の開催（4/9）の件並びに第36回通
常総会議案、平成21年度暫定予算、公益法人
制度改革の施行に伴う規程類の整備等につい
て協議。
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○組織・事業合同委員会
平成21年２月26日㈭ 於：ペリエホール
◦白井組織委員長挨拶
（15:00～18:30）
◦及川事業委員長挨拶
◦千葉東税務署 吉田第１統括官挨拶
〔主な内容〕
（組織）平成20年度会員増強運動の結果及び
平成21年度組織関係予算、新設法人説明会
挨拶担当委員について。
（事業）平成20年度事業経過報告、平成21年
度事業活動及び予算、決算法人説明会挨拶
担当委員について。

○広報委員会

○税制委員会

平成21年２月19日㈭ 於：ポートプラザちば
◦江澤委員長挨拶
（16:00～17:30）
◦千葉東税務署 吉田第１統括官挨拶
〔主な内容〕
１）平成21年度広報活動について、前年度と
同様会報発刊
（年３回）
、
「ほうじん」
（全
法連発行分）年４回の郵送を決定。
２）会報第73号編集（H21/4発刊予定）等に
ついて。

平成21年３月10日㈫ 於：ペリエホール
◦竹内委員長挨拶
（16:00～18:00）
◦千葉東税務署 吉田第１統括官挨拶
〔主な内容〕
平成22年度税制改正要望大会に向け、各委
員へ要望事項提出のお願い。次回委員会で検
討し、５月中旬までに上部団体への提出を確
認。

変わる⁉法人会「公益法人制度改革」
新しい法人会（公益認定法人）を目指しスタート

平成18年公益法人制度改革関連３法が公布され、平成20年関連法令が施行されました。平成25年11
月末日までに、新たに登記或いは申請を行わない公益法人は解散になります。つまり、法人会も公益
法人にあたりますので、該当法人となります。そこで、改めて公益法人である法人会の存在意義と活
動内容を再認識したいと思います。

公益法人制度改革とは？

18.06

「関連三法」 公布
○組織の見直し

19.09

「政令 ・ 内閣府令」 公布

20.04

「ガイドライン」 公表
○運営の見直し

20.12

「関連法令」 施行

⇩
○定款変更案の作成

新制度が実施されると何が変わる？

○関係諸規程の整備

?.?

「公益認定」 申請
申請書類：申請書・定款・定款変更案・事業計画書・収支予
算書・財産目録・貸借対照表・役員報酬等支給基
準・その他内閣府令によるもの
「登記」

﹀

まず、非営利法人は２つの型に分かれます。登記のみ
で設立できる「一般社団法人」と公益性があること等諸
要件を満たす法人で、行政庁の認定を受けた「公益社団
法人」です。
「一般社団法人」は事業内容に制限がなく行政庁によ
る法人の業務・運営全体についての監督がないため、自
主的・自律的な運営ができますが、税制上の措置は受け
られません。
対して「公益社団法人」は税制上の措置が受けられま
すが、公益的事業を行なうことが主たる目的のため、遵
守しなければならない事項があり、ついては行政庁の監
督措置があります。
どちらの型も現行のような主務官庁制は廃止されま
す。そして、適正な法人運営が要請されますので、法人
の透明性、公開性の確保などが必要となります。
さらに「法人会の存在意義と活動内容の再認識」がな
ぜ必要かというと、法人会も平成25年迄には２つの型の
どちらかを選択しなければならないからなのです。

○事業の見直し
○財政の見直し

︿

民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の
公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従
来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登
記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そ
のうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法
人については、民間有識者による委員会の意見に基づき
公益法人に認定する制度を創設しました。
つまり、現行の公益法人は、主務官庁による事業分野
ごとの指導監督が縦割りで煩雑である問題点や、公益性
の判断基準が不明確で公益性を失った法人が存続してい
たり、情報開示が不十分で管理運営に対しての問題があ
る公益法人が存在しているので、それを抜本的に見直す
改革です。

公益法人制度改革（具体的対応・作業スケジュール）

25.11

「移行期間」 終了

主務官庁制が廃止されると法人会と
国税庁の関係もなくなる？
法人会が公益法人として「税」に関わる事業を実施す
る限り、国家行政組織において唯一「国税に係る行政」
を所掌する国税庁との関係が切れることはありません。
この点は重要になります。
「法人会の存在意義と活動内
容の再認識」の主軸となりますし、公益目的であること
の証だからです。

支部連合・支部の活動状況（平成21年１月～平成21年３月）
第一支部連合
２.12 ７支部合同日帰りバス研修会
２.16 稲毛第一、第二支部合同役員会
３.３ 正・副支部長会議
３.24 支部長懇談会

（神奈川方面）
（稲毛東町内会館）
（さかえ寿司）
（魚将）

第二支部連合
２.９ 問屋町支部役員会
２.17 支部長会議

（卸団地組合会議室）
（京葉銀行文化プラザ）

第三支部連合
２.19 支部長会議
２.21 ８支部合同日帰りバス研修会
３.６ 轟支部役員会
３.1３ みつわ台第一支部税務研修会

（ペリエホール）
（川越方面）
（天使の隠れ家）
（殿山ガーデン）

３.1８
３.23

松波支部役員会
作草部支部情報交換会

（篠原旅館）
（三井ガーデンホテル千葉）

第四支部連合
２.24 都賀西支部役員会
３.６ 支部長会議

（海）
（京葉銀行文化プラザ）

第五支部連合
２.1３
２.16
３.26

中央第二支部役員会
支部長会議
富士見支部役員会

（丸萬寿司）
（ほてい家）
（龍園）

第六支部連合
３.２ 支部長会議
３.1８ 長洲支部役員会

（プラザ菜の花）
（ながの）
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⑩
e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用されている会員の会社に訪問してみました‼
第10回目は、広報委員長の江澤壽彦さんです。
Ｑ

e-Taxの利用を開始した経緯を教えてく
ださい。
Ａ 平成19年に法人会ではe-Tax促進特別委
員会を設置ましたが、私自身、広報委員長
でありますので率先して利用し広報してい
こうと思い利用を始めました。
Ｑ
Ａ

e-Taxをどのように利用していますか。
法人税及び消費税の申告と届出書の提出
で利用しています。

Ｑ

e-Taxを利用してどのような感想をもた
れましたか。
Ａ 電子証明書の取得や初期設定等でe-Tax
の利用は大変だと思っていましたが、申告
及び届出書の提出を税理士先生が代理送信
で提出してくれるため、簡単に手続きする
ことができました。
Ｑ

e-Taxについて会員の方へ一言お願いし
ます。
Ａ 申告を税理士先生にお願いしているから
e-Taxはできないと聞きますが、税理士先
生による代理送信という方法もあります。
代理送信ですと、電子証明書の取得や初
期設定等が必要ないので便利です。
ぜひ皆さんも税理士先生にご相談になっ
てみてください。

4

パソコンを操作する社員さんと江澤広報委員長

e-Tax促進特別委員会では、千葉東税務署
とタイアップし、会員の方々へのe-Taxの利
用についてバックアップさせていただいてま
す。e-Taxの利用方法や初期設定等について
税務署職員の方から個別にアドバイスをいた
だける体制となっていますので、ご利用をお
考えの会員の方は事務局へご連絡ください。
ぜひ、e-Taxご利用のご検討をお願いしま
す。
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源泉部会研修会開催

源泉部会へご入会を！
源泉部会は、毎月一回程度

女性部会
入会のお願い

女性部会長

絵美

各企業内で活躍されてい

が、現在は従業員の比較的少

者を対象に発足いたしました

十月に、大規模源泉徴収義務

模・業種の違いを乗りこえて、

に参加しませんか。企業の規

のみなさん、法人会女性部会

経 営 者（ 取 締 役、 監 査 役 等 ）

らっしゃる法人会会員の女性

ない法人会員に対しても加入

ど徴収いたします）

で す。
（見学会等は必要のつ

勧めいたします。会費は無料

き是非ご入会されることをお

本会の主旨にご賛同いただ

の親睦を図っております。

ンや旅行会を行い部会員相互

高め、また、レクリエーショ

開催し経営者としての教養を

講習会、研修会、見学会を

方が入会されております。

けあうため、現在一二六名の

知り合い・学びあいそして助

これを機に是非ご入会をご

研修も実施しております。

で、毎年一回、日帰りの特別

現在の部会員数は、七八社

料です。

ります会員につきましては無

〇〇〇円以上ご負担頂いてお

人 会 会 費 と し て、 年 額 一 八、

〇円となっておりますが、法

費用として、年額一二、〇〇

会費は、研修会の資料等の

を呼びかけています。

源泉部会は、昭和四十九年

げております。

研修会を開催しており、内容

女性部会役員会は、オークラ千葉ホテルで役員
18名出席のもとに開催された。
◦奥山部会長挨拶
◦千葉東税務署 野本署長挨拶
〔主な内容〕
１）平成20年度事業・収支決算経過報告。
２）役員改選の件。
３）定時総会の運営等について協議。

奥山

於：オークラ千葉ホテル）

も年々充実し着実な成果を上

女性部会開催

（H21.3.17

検討下さい。

四一七〇）へ

詳細は、法人会事務局

（☎二四一

ご連絡ください。

¦

詳細は、法人会事務局
（☎二四一 四一七〇）へ
ご連絡ください。
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¦

於：千葉県中小企業会館）

（H21.2.24

り
よ
だ
会
部

源泉部会研修会は、千葉県中小企業会館で、部
会員24名出席のもとに開催された。午後２時から
１時間50分に亘り、千葉東税務署法人第３部門の
河内上席審理担当官より、
「退職所得と源泉所得
税」をテーマにご講義いただいた。研修会終了後、
恒例の質問コーナーが設けられた。

青年部会創立20周年記念式典開催

研修部会協賛（H21.1.16

於：ホテルグリーンタワー千葉

15:00～）

青年部会創立20周年記念式典は、研修部会協賛のもとに千葉東税務署の野本署長はじめ多数のご来賓
の方々にご臨席いただき、１月16日（金）ホテルグリーンタワー千葉で開催された。第二部の記念講演
では、風戸正義氏（㈲さかえ寿司代表）を講師にお迎えし、
「鮨の伝統と文化」と題しご講演いただいた。
激動する世界の中にあり、一時忙しさを忘れ伝統と文化について考えるタイムリーなテーマであり、参
加者総勢90名熱心に聞き入っていました。
講演会終了後、津軽三味線・書道・茶道を交え記念祝賀会が開催された。
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史部長

甘・辛 自由投稿

法人会へ三つの提案
〔第５支部連合内〕
富士見支部長 藤 間 健 史
（㈾藤間シート装飾）

先頃、事務局から連絡をいただきました。何事
なのかと電話をかけると、テーマは何でも良いか
らと、会報に何か書いて欲しいと言われました。
それではと、思いましたが普段から筆不精なので
何も書くテーマが浮かばないうちに、日にちだけ
が過ぎてしまいました。趣味といって、これとい
う趣味も持たないし、これから新装なる法人会に
三つのテーマを提案することでお許し願いたいと
思います。
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一つめは、郷土愛を高める為に、郷土の先人、
偉人の生き方に学ぶことで、社会に貢献できる人
材を育てる教育に投資することが大事かなと思い
ます。
二つめは、
高齢者がより安心して暮らせる社会、
また、若年者が、将来に夢と希望を持てる社会に
する為に投資することが大事かなと思います。
三つ目は、農工商が連携することで産業が発展
し活力がある社会、そして地域がより活性化する
為に投資することが大事かなと思います。
他にも沢山投資することはあると思います。そ
の様なことをテーマにして皆で集い、調査、研究
し結果を社会に提言することも、法人会の進むべ
き方向の一つかなと思います。

第一支部連合

日帰りバス研修

幹事が語る
バス研修の裏事情
第一支部連合内
平山建設株式会社

平

園生支部長

山

崇

あれは、たしか私が37か38歳の頃だったから、
今からおよそ８～９年前になるが、ひょんなきっ
かけで法人会の支部長になった。
それまでは、たしかに会員ではあったが、会合
にも参加せず、法人会がどんな会なのかすらわか
らない人間であったので、そんないいかげんな人
間が支部長になって本当に良いのだろうかとは
思ったが、若気の至りというか、当時は言われた
ことは、素直に受け止めることを信条としていた
ので、軽い気持ちで引き受けてしまった。
以来、この会報の編集にあたる広報委員、そし
て第一支部連合に於ける諸々の庶務（雑務？）を
させていただいている。
さて、その私が担当する中で一番のイベントが
この日帰りバス研修の、企画、立案、実施である。
それまで、
『なにを、こんなつまらない日帰り
旅行を・・・』と言うような思いで、一度も参加
したことがなかったバス研修の企画をいきなりす
るのだから何もわからない。
大体当時はまだ若いから自分を中心にプランを
考えてみたが、法人会のほかの会合などに出席し
てみると、どうも法人会というものは、参加者の
平均年齢が自分が予想していた以上に高いことが
わかった。
ただせっかく与えられた機会であるから、参加
した皆さんに喜んでもらえるようなプランを立て
たいと、同い年で旧知の、総武トラベルサービス
の小林課長（当時）に相談することにした。
しかし、その頃は、バブル崩壊後とは云えまだ
景気が今ほど冷え込んではいず、いわゆる昔風の
バス５台10台を連ねてゆく政治家の後援会旅行の
ような企画は出来ても、バス１台参加者30人前
後、しかも日帰りというような中途半端で商売に
もならないようなツアーには慣れていないようで
あり、なかなか良い案が浮かばない。
しかも開催時期は連合の他の行事とのかねあい
で、花も紅葉もない２月上旬、参加者を満足させ
るのは食事しかないと、だいたいの方面を決める
と昼食場所を探すことを第一優先とした。
観光バスが駐車できて、30人以上の収容力があ
るところ、しかもドライブインやいわゆる団体さ
ん専用のようなところではなく、美味しくてリー
ズナブルなところはなかなか見つからない。
私が担当して以来８回になるが、計画はいつも
このような方法で立てられ、毎回昼食場所では頭
を悩ます。
昼食場所が決まるとようやく次にメインの見学
場所を決める。決める順番が逆のようだが、２月

という時期を考えると、この順で決めないと良い
案にならないのである。
そして最後に、税務の研修のため、酒蔵の見学
及び試飲会場を決める。お酒というものには酒税
という税金がつきものであるのでこれで日帰り研
修の大義名分が立つ。また、昼食前に酒蔵見学を
して試飲すると云うことは、食前酒の役割を果た
し、昼食を美味しくすると言う意味、そして昼食
時の飲酒量を少しばかり抑えるという意味を兼ね
酒造見学は毎回コースに入れる。見学した酒蔵の
お酒が美味しいか不味いか、口に合うか合わない
かはさておき、その地域に埋もれた酒を楽しめる
のはまことにありがたい。

また、ありがたいことに日本酒の酒蔵というも
のは全国津々浦々にあり、こちらの見学場所の選
定は、バスの進路に合わせて小林課長が選定して
くれる。
ところで、もう一つの苦労は、バスの中での飲
み物つまみの用意、
そして税金クイズ、
ビンゴゲー
ムの景品の準備である。
飲み物は、
ビール、
酎ハイ、
ワンカップ、ウーロン茶など、また車中のおつま
みは、大袋で買って７､ ８種類を一人分に詰め替
えて人数分作る。そして、税金クイズや、ビンゴ
ゲームの景品は、１個、5､ 60円から、7､ 800円
くらいのものを種々様々、
7､80個くらい準備する。
これもたかががらくた、おもちゃの類というなか
れ、200円や300円では、なかなかこれはと言うよ
うな品はない、またそれらを70個、80個と買い込
むのは、それなりに苦労するものである。慣れな
いうちはこの景品の包装で前日の夜中２時３時ま
でかかったが、最近は簡単にした。
なにか愚痴っぽくなってきてしまったが、要は
準備する側は準備する側でそれなりに苦労もあ
り、少ない費用でそれなり以上に参加する皆さん
に楽しんでもらおうとしている訳であり、これは
どの連合でも同じ事だと思う。
まあ、毎年やっていると、迷子になってパト
カーで送ってもらう人が出たり、霙混じりの雨に
なってしまって見学場所を端折って一日中大宴会
になってしまったりといろいろなことがある。
料理も、炭火焼き、いろり焼き、ボタン鍋、ア
ンコウ鍋、フランス料理などそれなりに工夫を凝
らしてきたつもりである。
会員ならだまされたと思って一回参加してみて
ください。知り合いや仲間も増え、趣味が合った
り、商売に繋がったりと良いことがあるかもしれ
ません。
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第三支部連合内合同

日帰りバス研修旅行に参加して
喜多院～割烹ささ川～蔵造りの街並見学
・自由散策～平林寺
︿平成21年２月21日（土）﹀
五稜建設 株式会社

寺

谷

恵

子
横目に、和室に椅子席の配慮に感謝しながらご当
地特産の「さつまいも」の三段重のお料理をおい
しく頂きました。
それぞれが満腹となり、三々五々藏作り街並み
を自由散策で時の鐘、菓子屋横丁等、時代の景観
を損ねる事の無い様な建物が並び一瞬タイムス
リップしたかのような、懐かしさを覚えた時間で
した。

晴天にもかかわらず、冷たい強風で迎えた研修
会は総勢34名での出発となりました。年一度の
七夕祭りのように、
ご一緒した方々の顔を見ると、
自然と笑みが出るほどでした。出発後、今井連合
長さんの元気になられた様子でのご挨拶を受け、
研修目的である ｢e-Tax｣ での申告ビデオを視聴
し終え、最初の見学先である川越大師「喜多院」
に到着。

ここでは将軍家光の間、春日の局の間、そして
当時の浴室、トイレを見てその当時の高貴な方の
秘められた生活の一部を垣間見たような思いでし
た。他に外出の折に乗られた駕籠、長持、食器等
どれもが家紋入りで重要文化財とされた重さを感
じました。又 境内にある「五百羅漢」は五三五
体の石仏で十二支の干支と合体したのがあった
り、皆、耳がふくよかでどこかで見掛けたような
顔に出会えそうな親しみを感じました。
寒さの為か時間より早目の乗車となり、昼食場
所、割烹「ささ川」では従業員のあわてた様子を
10

その中でも一軒の刃物店で品の良い店主に大根
の試し切りを体験させてもらい、一緒に行った主
人、嫁と共に無理のない力ですべるように切れる
なんとも言い難い感触に言葉もありませんでし
た。厨房で奏でる鋼の楽器「奏刀」と、名付ける
自信の成せる技の結果でしょう。
最終見学場所は禅寺の名刹「平林寺」広さ13
万坪余り、周囲は杉林に包まれ 丁度白梅、紅梅
がひっそりと咲いていて苔むした墓や燈篭が整然
と並び、俗世界と無縁な静寂を保っていました。
何事もなく旅程も過ぎ帰路に着くバスの中では恒
例のカラオケタイムとなり、参加者並びにガイド
さんの自慢の喉を聞きながら予定時刻前に千葉東
高校前に到着、解散となりました。
日帰りとはいえ 事務局の方々の準備、気遣い
に参加するだけの者にとって、ご苦労をお察しい
たします。
ありがとう御座いました。来年の再会を楽しみ
にしております。

若葉区加曽利町にあるジャパンゴルフスクールは、その
辺のいわゆる打ちっ放しとはひと味もふた味も違う21世
ジャパンゴルフスクール 紀型のゴルフ練習場です。230ヤード、100打席の練習
若葉区加曽利町1482-1
用打席は左右に広くパノラマビュー。その分ターゲットを
☎043-234-1515 いろいろと選択しながら練習できます。
また、その名が示す通り、スクールでは、約10人の専
属インストラクターが独自の研究によって開発された指導 小さいながらも本格的
法と最新鋭の器機で早く上達できる仕組みを作っていま なショートコース、緑
す。スクールは教室を併設したスクール専用棟で人の目を がまぶしいグリーンで
気にせずレッスンできるのもジャパンゴルフスクールの特 気持ちの良い練習が楽
徴の一つ。他にも、レストランはもちろん、体力作りのた しめます。
めのフィットネスルーム、バンカー、パターの練習場、5ホールのショートコース、さらには整体院ま
で備えており、まさに至れり尽くせり、という感じで気持ちよく練習できます。
夜の打ち放題は、1時間1200円で2階打席は6時から、1階打席でも9時から利用できるのもうれし
い限りです。更に会員になればいろいろな特典もあるとのことなので、ゴルフが上手くなりたい方は一
度行ってみる価値がありそうです。

貴船商事㈱

千葉レンタル㈱
若葉区小倉町1023

☎043-234-5231

建設機械リース･レンタルの千葉レンタル株式会社、法
人会でも小倉支部の幹事をしている社長の七谷勝幹さん
は、長年建設機械の販売会社に勤めていましたが、今から
およそ20年前に独立して会社を興したそうです。
300台近い重機と3500台を超える建設機械を、いつで
もお客様の要望に応えることが出来るように整備、
点検し、
今では、地元を中心に200件を超えるお客様と取引をし
ているそうです。

地元でも多くの信頼を
また、昨年息子の顕央さんが後継者として会社に入り、 得ている七谷勝幹社長。
その表情からもお人柄
現在社長の片腕として社長修行中とのこと、重機、機械の
が感じられます。
こともお父様について勉強中です。

お父様が今まで作り上げてきたお得意様、実績を継承し、そこに若い感性を吹き込みながら、
『敬客
愛品』と言う社是のもと、お客様が自分の置き場であり、自分の修理工場であるように千葉レンタル㈱
を活用していただきたいと抱負を語ってくれました。
千葉東法人会第二支部連合の連合長として法人会活動に
尽力して下さっている市川直樹社長が経営する㈱飴安商店
七輪あぐらや
千葉店
の外食部門の一つとして地元千葉ではすっかりおなじみに
中央区富士見1-15-2
なった本格炭火焼きのお店が『七輪あぐらや 千葉店』で
クラマンビル２階
☎043-201-3567 す。
店内は、シックでハイセンスな大人空間、でも、人間は
火を見ていると自然と気持ちが高ぶり、食欲がわいてくる 厳選された素材、地元
ようで、備長炭で炙られる地鶏やイベリコ豚など厳選され 産の旬の食材を活かし、
た食材から、
脂が落ち、
炎がつく様を見ていると自然とほほ それを炭火焼きで食べ
がゆるみ、またそれを口に入れたときの、口中いっぱいに る、絶品の味を堪能し
に一度ご来店下さい。
広がる奥深くそして力強い旨味は、
どれもこれも絶品です。
また、お酒の種類も数多く、飲んで食べて十二分に炭火焼きを堪能できること請け合いです。また、
鍋やサラダその他のおつまみ類も充実、地元房州産の旬の魚貝類などにも力が入っており、老若男女問
わずどんな世代の方でも本格的な炭火焼きが楽しめるとあって、宴会の団体客なども二度三度と利用す
るリピーターで毎日賑わっています。
㈱飴安商店
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千城台にある認知症高齢者の方々の共同生活の場、グ
ループホーム
｢ノーマライ心の花｣ を運営しているのは㈲
グループホーム
ケアライフ武上、社長の武井加代子さんです。
ノーマライ心の花
武井さんは沖縄のご出身で千葉市内の大学で社会福祉を
若葉区千城台北1-29-7
☎043-237-5058 専攻し卒業後老人ホームなどで働いていましたが、大規模
施設での集団ケアの流れ作業的な業務中心のケアに疑問を
感じ、心のケアに取り組みたく家族の協力を得、自宅の2
階を改造し、平成11年の1月に千葉県知事の認可を受け 明るく、アットホーム
な雰囲気の施設で、職
グループホームを始めました。
｢ノーマライ心の花｣ のノーマライとは、
ノーマライゼー 員一同心のこもった介
ションと言う社会福祉の基本理念で障害があっても、社会 護を心がけています。
の中で誰でもが平等で、普通に暮らす権利を持っていると
の考え方で、それを実践したいとの思いから命名しています。
ホームは千城台9名、御成台18名の定員で2ヶ所あり、どちらも明るくアットホームな雰囲気で、一
人一人の状況に合わせた家庭的な中で、｢明るく楽しく、笑顔でともに暮らす｣ をモットーに職員も日々
奮闘しています。

㈲ケアライフ武上

若葉区多部田町で管工事業を営む㈲宏輝住設、
このたび若葉区大宮台に住宅リフォームのショー
㈲宏輝住設
ルームをオープンさせました。社長の梅谷太一さ
若葉区多部田町154-9
んは、元気いっぱいの青年経営者、法人会の青年
☎043-266-6400
部などいろいろなところで活躍しています。
新築住宅や、ビル、マンション等の給排水管工
事、ライニング工事など水廻りに関する工事はも
ちろんのこと、住宅のリフォーム工事も幅広く手がけてお 梅谷社長を囲んで、元
り、地域密着で地元の皆様に愛され、頼りにされています。 気なスタッフの皆さん。
また、最近では、高齢化社会に向けての介護リフォーム 明るさと元気さで、皆
にも力を入れており、お年寄りや障害者一人一人の症状に 様のお住まいに幸せを
あわせたバリアフリー化工事など様々なニーズ、要望に応 お届けします。
えられるよう、スタッフをそろえているそうです。
明るいショールームは、INAX、TOTOなどの人気商品を中心に多彩なラインナップ。定期的にイベ
ントなどもやっており、皆様のご来店をお待ちしております。
女性部会で活躍する、高橋隆子さん。17年前に体調を崩
したのがきっかけで知り合った『身体を暖め、
身体整える』
中央区新町1-6-303
背筋矯正下着『マミエール』によって健康を取り戻して以
☎043-245-0341 来、毎日アクティブに活動しています。
冷房や食生活などの影響で手足や内臓が冷えると代謝が鈍り脂肪が蓄積され
て、肥満のもとになるばかりか、頭痛、肩こり、下痢、便秘、生理不順、足のむ
くみ、不眠、肌荒れなど、多くの障害をもたらします。
この、熱エネルギーを作り出す遠赤外線放射セラミックスを練り込んだ繊維を
使用して保温性を高め、さらに、ゲルマニウム入り繊維を部分的に使用して血行
を促進する『マミエール』は、日本成人病予防協会より認定を受けており、一年 ｢フレンチスーツ｣ は
中一定の環境に身体を保つことにより、冷えを防ぎ、背筋・脊椎・骨盤を正しい マミエールの独自設計
位置に戻す機能を備えているとのことで、その着け心地も身体を包み込むような による矯正機能で背筋
を伸ばします。
感じでとても気持ちがよいとのことです。
予防医学の見地から開発された『マミエール』には、男性用、子供用のパジャマなどもあり、小さな
お子様のアトピーや免疫力向上にも効果があるそうですので、体調が思わしくない方は一度お試しに
なってみたらいかがでしょうか？

㈲マロー

※掲載会員企業募集のお知らせ！
このコーナーは、会員さんの会社やお店を紹介するコーナーです。自薦、他薦を問いません、ま
た、掲載料もかかりません。
法人会の仲間に自分のお店を知ってほしい、知り合いのお店をみんなに知ってほしいという、希
望のある方は、事務局または支部役員までご連絡下さい。
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会員さん割引紹介コーナー
会員企業の皆様から商品割引のご提供を頂きましたのでご案内致します。ご利用の方は、割引券（原
本限り有効）を切り取りご活用下さい。
又、掲載ご希望の会員企業の方は、法人会事務局（☎241－4170）迄ご連絡下さい。

宮中伝統の味と技
御菓子司

麻布

本広告ご持参で
和 菓 子 全 品

菊

園

10％割引致します。

（但し、弊社発行ポイントカードとの併用はできません）
株式会社 菊 園

千葉市若葉区若松台3-16-3
TEL/FAX 043-231-6866
URL http://kikuzono.com/

本券１枚につき１名様限り
（有効期限 平成21年10月31日）

本券１枚につき１名様限り

ジャパンゴルフスクール
①スクールレッスン体験受講。

通常1,050円⇒0円

生徒数500名を超える、JGSゴルフスクールのレッスンを
一回無料で受講できます。
※打席の都合がございますので前日までにお電話で予約して下さい。
※スクールのスケジュールによってはご希望の日時に添えない場合が
ございますのでご了承下さい。

○上記サービスの中で、レッスンとの重複利用は可能です。
○他のサービス及びキャンペーンとの併用は不可とします
大和田将弘

本券１枚につき１名様限り
（有効期限 平成21年10月31日）

本券１枚につき１名様限り
（有効期限 平成21年10月31日）

（有効期限

本券１枚につき１名様限り
（有効期限 平成21年10月31日）

平成21年10月31日）

新聞・テレビでおなじみの
特別価格（給湯元分岐部材・
標準工事費含）
78,750円のところ

法人会会員特別価格

かんたん

ミスト

73,500円

平山建設株式会社
千葉市稲毛区稲毛東3-15-5
本券１枚につき１名様限り
（有効期限 平成21年10月31日）

0120-12-9191

本券１枚につき１名様限り
（有効期限 平成21年10月31日）

※割引券を切り取ってお持ちください。
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●

●

●

趣味のコーナー

●

フラダンス

れきしさんぽ

昭和10年当時の地図

東京ちん味食品㈱

澤

澤

久

誠

子

悦

私の趣味はハワイアンフラです。
体によい事・楽しい事は何かと考え、色々探
していましたところ、フラダンスに出合いまし
た。音楽も心地よいし、すぐに「ホーリーアロ
ハフラ杉田教室」に見学に行き気に入りました。
入ってみたら楽しくて楽しくて…。大きな舞
台に出たり、老人ホームなどボランティアにも
行っています。人との触れ合いあり、体にもよ
いし、楽しいし、とても気に入っています。
フラの仲間は元気で若々しいです。

関

黒

千葉東税務署 法人課税第二部門

統括官

千葉市吾妻町の戦前戦後の地図を見比べる。
芸者置屋で華やぐ昭和10年の町並みは、昭和
31年には映画館やスマートボールで賑わう町と
なった。
｢銀座通り｣ は、戦前は ｢新通り町通り｣ と
呼ばれ、京成千葉駅前（現中央公園）で佐倉街
道の ｢通り町通り｣ と交差する。｢通り｣ とい
う名にこだわり、誇りを持ち、発展を願う名前
である。
蓮池芸者三百人の花街があった ｢蓮池通り｣
は、戦後、置屋と共に地名も消えた。その地を
訪ねた時、｢蓮池｣ という表示板の電柱を発見
し、蓮池悲話を思い出す。年端もゆかぬ芸妓達
が郷土出身部隊の慰問中に揚子江で全員戦死、
四九日の日に見つかったと草履が帰ってきたと
いう。
畑で拾われた明治の弾丸、千葉の村の辻々に
ある庚申塔の石と江戸城の石垣の関係など、私
の ｢れきしさんぽ｣ は、当分続きそうである。

●ご寄稿並びに広告掲載のお願い
会報第74号の発刊を下記のとおり予定しております。
会員皆様からのご寄稿（川柳、短歌、俳句、絵画、写真、紀行文等、自薦・他薦を問わず何でも
結構です。）並びに広告掲載のお申込をお待ちしております。
記
○発行時期

平成21年８月

○発行部数

4,300部

○規

格

Ａ４版

24ページ

○広告掲載のお願い
【広告料】
（裏表紙以外は白黒２色）
◦本文中

１/４ページ（ 6.0×17㎝）15,000円

◦裏表紙の裏

１/２ページ

35,000円

◦本文中

１/２ページ（12.5×17㎝）30,000円

◦裏表紙の裏

１ページ

60,000円

◦本文中

１ページ（25.5×17㎝）50,000円

◦裏表紙
（カラー）１ページ

80,000円

※編集の関係で、掲載号数、場所等については事務局に一任願います。
※詳細のお問い合わせは、法人会事務局（☎241-4170、FAX248-7460）へお願い致します。
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〔一般食料品 及 全酒類卸〕

㍿

飴

代表取締役

市

川

直

安

小麦粉・砂糖・業務用食品
一般食料品・全酒類卸売

商

〒260-0025

店

千葉市中央区問屋町１１の１
電 話 ０４３
（２４２）
１６５１㈹
受注専用電話
０１２０
（２５）
３０００
ファックス （２４２）
１６７９

樹

ストアー飴安・アームス高洲・アームス花見川・アームスⅡイナハマ
あぐらや千葉店・牛角八街店・きざみ南本八幡店

ご宴会・会議のご案内
会議室・・10 名様

～

50 名様

ご宴会・・10 名様

～

50 名様

ご宴会プラン・・飲み放題
中国料理・・5,000円（税込み）から

ＪＲ千葉駅徒歩 2 分
開放感あふれるビジネスホテルです

バーディーホテル千葉

≪お問い合わせ≫
〒260-0031 千葉市中央区新千葉 1-6-5
Tel 043-248-5551 fax 043-248-6233

お弁当の注文うけたまわります。
手作りの味 ○ 季節料理・仕出し・折詰 ○ オードブル各種
割 烹 弁 当 ○ 祭事・弔事用料理・お弁当
花由グループ
〈大森工場〉〒260-0811

有限
会社

オーフーズ

千葉市中央区大森町404-7

TEL（265）０５３１・０５２６

骨董品・絵画掛軸・茶道具

北

お問い合わせ

山

美

高価買入

術

0120－56－5105

お見積は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
千葉市若葉区大宮台７－５－５
〔東金有料道路 大宮ＩＣ車で３分
東京都世田谷区代沢１－２３－３

スーパーせんどう様隣〕
北山飛鳥ビル１Ｆ・５Ｆ
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法人会の輪を広げよう‼
当会では、財政基盤の強化並びに事業の公益性を高める為、組織の拡充強化に努めております。
現在当会は、６支部連合54支部の地域別組織からなりたっております。
○平成21年３月末現在〔◦会員数3,952社 ◦加入率42.9％〕
そして、各支部連合長及び各支部長、役員の皆様が地域活動の中心と
なり会員皆様のための研修会・懇談会等のお世話をされています。
しかし、このように地域に密着し、会員のための活動を続けている
法人会を未だ十分ご存知ない方がおられます。これらの方々に、良き
経営者をめざすものの団体である法人会を理解していただき、正しい
税知識と経営の力を養う場としての法人会へ、是非お入りいただけま
すようご協力をお願い申し上げます。
※入会手続き等、くわしくは法人会事務局へお願いします。

所在地等変更時のお願い

税に関することならなんでもご相談下さい。

※毎月会員の皆様へお送りしている郵便物が、
最近“宛先不明”で返送されるケースが増え
ています。
つきましては、今後、法人名・代表者・所
在地・電話番号・資本金額等を変更された場
合は、お手数ですが、法人会事務局へご連絡
下さるようお願い申し上げます。

表紙絵画の制作の想い

◦ 編 集 後 記 ◦

（祝祭日、第５金曜日を除く）
○相談時間
午前10時～午後４時まで
○場所
千葉市中央区千葉港４番２号
千葉県中小企業会館５Ｆ
法人会事務局相談室

お気軽にご利用下さい。

毎 週 金 曜 日は税の無料相談 日

作品名

水芭蕉
サイズ（F50号）
作家名 齊藤朝江子 東法人会会員
（㈲エダブン 代表取締役）
「夏の思い出」の歌詞に
夏がくれば思い出す…
（中略）
…水ばしょうの
花が咲いている 夢みて咲いている
水のほとり しゃくなげ色にたそがれる
はるかな尾瀬 遠い空
誰でも一度は口ずさむ歌です。この歌は楚々
とした風情の中に、郷愁の想いがつのります。
花言葉に「美しい思い出」「変わらぬ美しさ」
とありますが、似合っている言葉だと想う。
この場所は、長野県戸隠の近くの上信越高原
国立公園の越水が原に絵描きの友人と写生旅行
に行った時に描きました。自然の中でキャンバ
スを構え、風景を写生している時は至福の至り
です。

侍ジャパン、ＷＢＣ連覇の偉業達成！日本が歓喜
の渦に包まれ最高のボルテージ。世界一の瞬間だ。
ＷＢＣ、その熱さの継続先は、桜の開花だよりとと
もに、野球ファンには待望の公式戦。６年ぶりのセ
リーグ、パリーグの同時開幕となりましたが、今年
はどんなドラマが待っているのでしょうか？
百年に一度、未曾有の世界規模の金融・経済危機で、
輸出の減少・国内消費の冷え込みは深刻で、企業の
大小に関わらず生き残りに必死です。多様化する犯
罪、核の驚異等不安を抱かせる暗いニュースが目立
ちますが、チャンス・チャレンジの時と腕を磨き平
常心と熱い心、不屈の精神侍ジャパン…。
さて、今回（会報第73号）は、今年度施行された
「公益法人制度改革」の関連法令について、公益認定
法人を目指してスタートしていくスケジュールを掲
載させていただきました。会員の皆様のご理解・ご
協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
広報委員長

社団法人 千 葉 東 法 人 会 会 報 ７３ 号 （平成21年４月発行）
○発 行 人
○発行所 社団法人 千 葉 東 法 人 会
○編
集
千葉市中央区千葉港４番２号
○編集責任者
千葉県中小企業会館５Ｆ
○印
刷 会員
☎０４３－２４１－４１７０
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江澤（㈱江澤屋百貨店）記

石 井 俊 昭
広 報 委 員 会
江 澤 壽 彦
草野印刷株式会社

千葉総合支社

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町１０００番
センシティビルディング11Ｆ
TEL:043-241-5873 FAX:043-241-5890

千葉総合支社

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町１０００番
センシティビルディング11Ｆ
TEL:043-241-5873 FAX:043-241-5890

アフラックでは

法人会福利厚生制度をご推進する代理店を募集しております。

アフラック代理店事業の特徴・メリット
■収入保険料に対する手数料率は業界トップクラスです。新たな収益としてご活用
いただけます。
■新規事業として経営の多角化、顧客の囲い込みに役立ちます。
ご興味のある方はアフラック千葉総合支社
（０４３－２４１－５８７３
皆様からのご連絡お待ちしております。

担当：馬場孝将）までご連絡ください。

