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引　　用：「食の文京ブランド100選 おいしゅうございまっぷ」より
※「食の文京ブランド100選」とは、区内商工団体が中心となって食生

活ジャーナリストの岸朝子氏を委員長に「食の文京ブランド選考委
員会」を設置。文京区内の優良な飲食店やお土産品店100店を推奨
し、区内の地域活性化を図ることを目的としている。

謹んで地震津波災害のお見舞いを申し上げます

『菊見煎餅総本店　せんべい』

明治8年創業のせんべい店。四角い形が特徴のせんべいを一
枚ずつ手焼きしている。醤油味ほか抹茶や砂糖味も。
文京区千駄木3 -37-16　☎3821-1215
営業時間：10：00～19：00
休 店 日：月

『小福　うなぎ』

創業60 余年。各階に趣向を凝らした小粋な 6階建て。うな重はじ
め八幡巻や刺し身がつくコースも人気がある。
文京区湯島3 -36 -5　☎3831-7683
営業時間：月～金11：30～13：45、17：00～20：15

土11：30～19：30
休 店 日：日・祝　
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女性部会が初春の集いを開催
白澤署長が〜一税務職員の履歴書〜を話す

　女性部会 (松沼会長 )が 2月9日（水）、午
後1時より湯島天満宮参集殿に於いて「初春の
集い」を開催した。まず、参加者は本殿でご祈
祷を受けた後、参集殿前で記念撮影を行った。
　新年会は岡内幹事の司会で始まり、松沼部
会長が「女性部会では4月19日、東京ガーデ
ンパレスに於いて相田一人氏を招き、創立40
周年記念講演会を予定しております。また、親
会では 9月に60周年記念事業がありますの
で、女性部会として微力ですがお手伝いをさせ
て頂きます。」とあいさつ。続いて利根川会長
が、「60周年を契機に次の世代が感動する、
やり易い法人会にして行くことにします。」とあ

いさつを述べた。続いて開かれた講演会では
白澤署長が「一税務職員の履歴書」をテーマに
ご自身の生い立ちから税務大学校時代の話、
40年間にわたる国税職員としてのご経歴を話
され、最後にe-Taxと国税専門官の採用試験
について説明された。

「税金って必要なの？」
青年部会と女性部会が租税教室を根津小学校・駕籠町小学校・誠之小学校・湯島小学校で開く

　青年部会長（田中部会長）と女性部会（松沼
部会長）が租税教室を根津小学校（3月17日）・
駕籠町小学校（2月28日）・誠之小学校（2月22
日）・湯島小学校（2月17日）でそれぞれ開催し、
6年生の児童を対象に税金の使い道について、
租税教育用ビデオを上映したり、公共施設の地
図記号などを用いて税金の流れを分かり易くか
つ、楽しく説明した。その後、ジャンケンゲーム
を織り交ぜた税金クイズや一億円のレプリカに
触れるなど楽しみながらの租税教室となった。

湯島小学校での様子

講演をする白澤署長とあいさつをする松沼部会長（右上）

誠之小学校で講師を務める田中部会長（左）、吉田副部会長

湯島小学校で講師を務める富永幹事（左）、田中部会長
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【問1】国の税金の納め方（税法）は、どこで決められるでしょうか。
･ 　税務署　･ 　国　会　･ 　裁判所

【問2】次のうち、税金（所得税）がかかるものはどれでしょうか。
･ 　クイズ番組の賞金　･ 　くじの賞金　･ 　オリンピックの報奨金

【問3】1年間に公立小学校の児童一人当たりに使われる教育費で、国や地方公共団体が負担している
	 金額はどのくらいでしょうか。
･ 　約28万円　･ 　約54万円　･ 　約83万円

【問4】次のうち、実際にある税金はどれでしょうか。
･ 　印　税　･ 　とん税　･ 　脱　税

【問5】税金は、何歳になったら納めるのでしょうか。
･ 　18歳　･ 　20歳　･ 　年齢制限はない

小 学 校で実 施した税金クイズ

税金クイズ（回答）

【問1】　		国会
　国会で、国税に関する法律が決められ、それに従って、税務署が
税金を集める仕事をしています。
　日本の消費税率は現在5%ですが、これを決めるのも国会議員
（私たちの代表）です。

【問2】　		クイズ番組の賞金
　宝くじの当選金やオリンピックで活躍した人がもらう報奨金
（金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円）は、
法律によって税金がかからないことになっています。他にもノーベ
ル賞の賞金にも税金はかかりません。

【問3】　		約83万円（平成18年度全国平均）
　正確には 833,000円、ちなみに中学生が 952 ,000円、義務
教育は小学校の 6年間と中学校の 3年間を合わせて 9年間です
から、実にこの間約785万円の税金が使われています。

【問4】　		とん税
　実際にある税金は、外国の船が港に入った時に船のトン数に応
じてかかる「とん税」です。印税は税という言葉を使いますが、税
金の種類ではなく、作家などに支払われる金銭をいいます。もち
ろん、脱税は税金の種類ではありません。

【問5】　		年齢制限はない
　子供でも買い物などをすると消費税がかかりますし、1年間の収
入が一定の金額を超えた場合（タレントなど）所得税がかかります。
　また、財産を相続したり、もらったりすれば相続税または贈与税
がかかる場合があります。

誠之小学校で講師を務める税務署の小泉課長補佐

駕籠町小学校で講師を務める富永幹事（左）、塙副部会長

誠之小学校での薬袋幹事

駕籠町小学校での塙副部会長
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　先々代の創業者清吉が当社の前身である五十嵐
自動車工場を始めたのは今の文京区白山でした。
　戦前は、現在の後楽園にあった陸軍砲兵工
廠の下請け修理工場として仕事を続け、終戦の
1945年（昭和20年）、現在地に移転しました。
その後、当社は戦後の混乱期、高度成長期を経
ながら、西片の街と約70年にわたり共に歩んで
来たことになります。
　この西片の街は、遠く江戸時代にはほとん
ど福山藩主阿部家の中屋敷でした。阿部家は
1870年（明治3年）、神田淡路町の上屋敷を明
治政府に戻し、翌年には西片町の中屋敷も一万
坪だけ払下げを受け、残りは政府に返しました。
　明治維新政府は、阿部家から受け取った土地
に茶の木と桑を植えることを奨励したため、阿部
屋敷もその大部分を養蚕のための桑畑になりま
した。また、阿部家は1872年（明治5年）に貸
家業も始め、本邸屋敷として六千坪を残し、その
大部分を分譲したため、周辺には住宅街が形成さ
れていきます。
　1872年（明治5年）になると、尾根道だった中
山道（本郷通り）を挟んで両側が町になり、その
際、街道の東側を東片町、西側を西片町と名付け
られました。
　当社が戦後に移転したのは、当時丸山福山町
と呼ばれた場所でした。そこは、白山通りの東側
に平行した裏通りで、阿部家の中屋敷の崖下に細
長く続く低地帯の新開地でした。明治維新後に
水田になりましたが、明治の小説家であり歌人の
樋口一葉の終焉の
地としても知られ
ています（現・西片
1‐17‐17）。
　一葉は、『一葉日
記「しのぶぐさ」』
で、明治中頃の街
の様子を「隣に酒
うる家あり、女子
あまたいて、…遊
び女に似たり。常

に文書きて給われとて、わがもとに来る。ぬしは
いつも変わりて、そのかずはかりがたし。…」と記
しています。粋な白山三業地と陸軍砲兵工廠の
間にあり、街は活気に溢れていました。
　街は関東大震災や戦火を潜り抜け、1964年（昭
和39年）8月、地番変更により駒込西片町と周辺
の駒込東片町、田町、丸山福山町、森川町、柳町
の一部が合併して、現在の西片1丁目と2丁目が
誕生。白山通りの拡張、都営地下鉄（6号線・三
田線）が出来ることで、近代的なビルが立ち並ぶ
ようになりました。

（社史「クルマ…夢・安心」より）

私が生まれ育った西片の街

江戸時代の切絵図 地番変更前、丸山福山町時代の周辺地図

大和自動車整備（株）
代表取締役･･五十嵐･正樹
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女性部会第40回通常総会並びに創立40周年記念講演会が開催される
相田みつを美術館館長　相田一人氏を迎え記念講演会

　女性部会 (松沼部会長 )の第40回通常総
会並びに創立40周年記念講演会が4月19日
(火 )、午後2時45分より東京ガーデンパレス
「天空の間」で開催された。総会は山中副部会
長の司会で始まり定数報告をした後、松沼部会
長が「当初は祝賀会を予定しておりましたが、
今回の大震災で被災された方々へ祝賀会費用
の一部を義援金に充てます。また、受付には募
金箱を置いておりますので、ご支援・ご協力を
お願いします。」とあいさつを述べた。また、平
成23年度事業計画(案)では川浦幹事の説明
後、土屋顧問が当日披露された誠之小学校から
の税に関する「絵はがき」について、上部団体の
コンクールの経緯などについて説明した。
　なお、新役員には副部会長にサンデリバ㈱・
川浦文子氏／テック㈱・富田留美子氏が選出さ
れた。引き続き、同会場に於いて記念講演会
が午後4時から始まり、相田一人氏による「た
だいるだけで〜父･相田みつをを語る〜」と題し
て15年前に銀座で美術館をオープンした当時
の話に始まり、平成16年10月23日に発生し
た新潟県中越地震で被災した長岡市山古志村
に60点の作品を運び展覧会と物販を行い、収
益の全額を被災地に募金したことまた、あなた
の心に一番響いたフレーズは何かをアンケート
した結果、第1位「しあわせは･いつも･じぶん
の･こころが･きめる」第2位「道」第3位「そのと
きどう動く」となったこと。また、「相田みつを」
作品で最も注目を集めている言葉は「うばい合
えば･足らぬ･わけ合えば･あまる」だと話された。
また、3月11日に発生した東日本大震災では津
波に流された石巻市の小学校に卒業証書の代
わりに色紙を寄贈したことなどが話された。

あいさつをする松沼女性部会長

会長代理であいさつをする中島副会長

絵はがきコンクールの経緯を説明する土屋顧問

アンケート調査した結果第3位に選ばれた作品



− 9　−− 9　−

青年部会第36回通常総会が開催される
－もっと繋がる青年部会－田中部会長が再選される

　青年部会（田中部会長）が4月19日（火）、午
後1時30分より東京ガーデンパレス「平安」で
開催された。総会は、富永幹事の司会で始ま
り定数報告がされた後、田中部会長が「もっと
繋がる青年部会」をスローガンに地域・親会・委
員会・部会員同士のパイプを太くして行きたい。
とあいさつを述べた。その後、議長に部会長を
選出し議事に入った。第5号議案の任期満了に
伴う役員改選承認の件では、田中部会長が再
選され、新たに㈱日総・阪田大樹氏／フレンズ
コンサルティング社会保険労務士法人・山田順
一朗氏／(有 )アドダイス・伊東大輔氏／が加わ
り総勢20名の役員となった。

講師の相田一人氏 「相田みつを」作品で最も注目を集めている作品

相田一人氏の話に涙する参加者も…

あいさつをする田中部会長 白澤署長

中島副会長 新会員のご紹介（左より）
高久晃一さん、川勝宏之さん、
宮本重則さん
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講 師  川口 淳一郎 教授

テーマ

と　き 平成 23年9月15日（木）
午後 3時～午後7時

「はやぶさ」式思考法

ところ 文京学院大学「仁愛ホール」
文京区向丘1-19 -1   Tel. 5684-4816

【第1部】
記念  講演会 （午後 3 時～午後 4 時 30 分）

【第2部】
記念  公   演 （午後 4 時 30 分～午後 5 時）

（注）講演会から式典までは無料ですが、祝賀会は参加費（5,000円）が必要になります。
また、上記の内容及び時間は予定ですので、変更する場合があります。

記念式典（午後 5 時～）
開会の辞／国歌斉唱／物故者黙祷／乾杯／会長式辞／
来賓祝辞／閉会の辞

●マッス ルプロジェクト ●ソングリーディングダンス
チーム ●マーチングユース ●チアリーディング など…

【プロフィール】
昭和53年	 3月	 京都大学工学部機械工学科卒業。
昭和55年	 3月	 東京大学大学院工学系研究科航空学専攻課程	
	 	 修士課程修了。
昭和58年	 3月	 同上		博士課程修了。工学博士。
昭和58年	 4月	 文部省宇宙科学研究所システム研究系助手。
昭和63年	 4月	 同上		助教授。
平成12年	10月	 同上		教授。
平成15年	10月	 宇宙航空研究開発機構		宇宙科学研究本部に
	 	 改組
平成18年	 3月	 同上		宇宙航行システム研究系		教授。
	 	 同研究主幹。深宇宙探査センター長
平成20年	 4月	 同上		月・惑星探査プログラムグループ		プログ
	 	 ラムディレクタを併任
	 	 現在にいたる。

この間、昭和62年11月〜昭和63年5月／文部省在外研究員（NASA
ゴダード宇宙飛行センタ）、平成12年度／学術審議会（特定領域推進
部会）宇宙科学部会	専門委員、平成12年度／宇宙開発委員会	専門
委員、平成19年度／日本学術会議	連携会員を歴任

宇宙航空研究開発機構（JAXA）教授
小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトマネージャー

祝賀会（午後 5 時 40 分～）
開会挨拶／来賓紹介／鏡開き／祝宴／有志あいさつ／
閉会の辞

■東京メトロ南北線「東大前」駅下車（ 2 番出口）   徒歩 0 分
■都営三田線「白山」駅下車（A2 出口）   徒歩10 分
■東京メトロ千代田線「根津」駅下車（ 1番出口）   徒歩10 分

社団法人	本郷法人会創立60周年記念講演会

写真提供：JAXA
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新 会 員 の ご 紹 介
法 人 名 	 住 所	 業 種	 電　　話

■平成23年5月号（No.438）　発行所　社団法人	本郷法人会　発行人	広報委員長		森田俊介
　〒113-0033　文京区本郷3-26-8	数寄屋ビル2階　電話（3812）0595　FAX（3815）2401

㈲コンフォート･ 本駒込3-40-3･ 花教室運営・小売販売･ 3821-1166
㈱デュナミス･ 本郷2-40-7-7Ｆ･ 医療業界向け・広告制作･ 5939-6150
㈱ツナシマ･ 湯島3-20-12･ 不動産賃貸業･ 3836-5601
㈱東京夢工房･ 本駒込2-10-4-3Ｆ･ 建設業･ 5395-8880
㈱ケーズエンジニアリング･ 本郷4-15-7-4Ｆ･ 経営コンサルタント･ 3815-4663
㈱伊勢屋スタジオ･ 本郷5-9-4･ 貸スタジオ･ 3818-4783
アフラック募集代理店･ 本駒込5-51-5･ 金融（生命保険）･ 3828-4540
巴フーズトラスト㈱･ 本郷4-25-8･ 飲食･ 3813-2774
宗教法人　興安寺･ 本郷1-8-18･ 寺院･ 5802-6337
㈱いまり倶楽部･ 湯島3-27-8･ 陶磁器小売･ 5818-1577
㈲ユニバース･ 湯島3-1-9･ 視聴覚工学教材製造販売･ 3836-5511
㈱ Cogito･ 湯島3-17-11･ 貴金属、宝石、アクセサリー雑貨卸業･ 5846-5195
尚武堂産業㈱･ 本郷1-4-6･ 武道具販売･ 3815-0411
㈱アスカ企画･ 本郷2-8-3･ 広告代理業･ 5689-5619
ツイン・メディカル㈱･ 本郷2-17-5･ 医療器機販売･ 5804-0256

お知らせ

●源泉部会新部会長に繁藤･･勝（順天堂大学）
副部会長を選任しました。
　　源泉部会通常総会が4月6日（水）、午後
4時30分より法人会事務局会議室で開催さ
れ、任期満了に伴う役員改選が審議された
結果、月岡真澄（富士平工業㈱）部会長が退
任され、新部会長に繁藤･勝（順天堂大学）
副部会長が選任されました。

●事務局職員、富永美紀子（経理担当）の退
職に伴い、後任に栗田美恵子（写真）を4月
1日付けで採用
いたしました。
今後とも宜しく
お願い致します。

　確か3年前の5月
12日中国で起こっ
た四川大地震の惨

状をこの項で述べたと思うが、今回も“東日本巨
大地震”のことを記す事になった。3月11日午
後2時46分に発生したＭ9という観測史上最
大の巨大地震は、想像を絶する巨大津波を引き
起こし、東北から関東にかけての太平洋沿岸部
に甚大な被害を及ぼした。被災から早1ヵ月以
上が過ぎた今尚、1万3千人以上もの方が行方
不明、亡くなられた方は判明しているだけで1
万4千人以上、建物被害30万戸を超える惨憺た
る惨状だ。またこの津波の影響で福島第一原子
力発電所の大惨事、放射能の恐怖にも曝されて
パニック状態に陥り、まだ大混乱が続いている。
何時襲ってくるかわらない首都圏直下型地震。
「天災は忘れた頃にやって来る」との寺田寅彦の
言葉。今回の教訓を生かし日頃から忘れない
ように、万全の備えをして置きたいものである。
東日本大震災で亡くなられた方のご冥福と被災
地の1日も早い復興をお祈りいたします。

記　湊

法 人 名 	 住 所	 業 種	 電　　話
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