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イラスト：ふるさと画家　上野啓太
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。

『上野 井泉 本店』とんかつ

昭和5年創業のとんかつの名店。暖簾分けで広がった同名店
の総元締めだ。極軟のとんかつを特製ソースが引き立てる。
文京区湯島3 -40 -3　☎3834 -2901
営業時間：月～土11：30～20：40

日・祝11：30～20：30
休 店 日：水（祝日の場合は営業）

『御菓子司一炉庵』和菓子

明治36年創業。夏目漱石も愛したという老舗。代表銘菓の「夜雨
最中」は香ばしく上品。季節の上生菓子も美しい。
文京区向丘2-14 -9　☎3823 -1365
営業時間：9：00～18：00
休 店 日：火　
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本年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。
本郷法人会の皆様には、健やかに新年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
社団法人本郷法人会の皆様方におかれまし

ては、お健やかに新年をお迎えのことと心から

新年明けましておめでとうございます。
昨年は東日本大震災で多くの方が亡くなり、

歴史的にも暗い一年でした。

さて、昨年は震災と夏には節電があり大変
な一年でした。また、欧州の政府債務危機な
どの影響を考慮すると景気は大変厳しい状況
が続いております。

現在、会員の皆様が厳しい社会・経済環境に
置かれ、事業への影響があるのではと、懸念し
ております。このような状況にあっても、良き
経営者を目指すという高い意識に基づき、地域
法人の健全な発展に寄与されることお願いしま
して、私の新年の挨拶といたします。

お慶び申し上げます。
昨年中は、利根川会長をはじめ会員の皆様

方には、税務行政の円滑な運営に対しまして
格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。

本年も引き続き地域に密着した魅力ある会
活動を展開されますようご期待申し上げまし
て、年頭の挨拶とさせていただきます。

当会では創立60周年を迎えることが出来
会員皆様のご支援ご協力に感謝申し上げます。
　　

間もなく念願の公益法人化も認可されると
思います。「いい出逢い地域に根ざす」法人会
活動を改めて推進して参ります。活力があり、
元気な笑顔がある本郷法人会に更なるご支
援、ご協力をお願い申し上げます。

会員皆様のご事業のご繁栄とご多幸をお祈
り申し上げます。

文京区長

成澤 廣修

本郷税務署長

岡田 順子

会　長

利根川 政明

欧州の債務危機にあっても

魅力ある会活動に期待

今こそ地域力が……。
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　新年あけましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
本郷法人会会員の皆様には、ご清祥にて新

旧年中は、利根川会長はじめ本郷法人会の
皆様には、東京都の税務行政に対しまして、
格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。　

本年も、皆様方におかれましては、税の良き
理解者として、東京都の税務行政により一層
のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。

しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また東日本大震災で被災を受けられた方々

には、一日も早く生活が回復され、明るい年と
なりますよう祈念いたします。本郷法人会の
役員と税理士会本郷支部は税務連絡協議会
等で協調と融和をはかりながら活動を行って
きております。本郷法人会そして会員の皆様
とは旧年にもましてより良い関係を築き上げて
ゆきたいと思います。

文京都税事務所長

山宮 永稔

東京税理士会本郷支部長

岩田 俊一

税の良き理解者に期待

新年のご挨拶

役員が想う「今年の抱負」

脚下照顧「真理を外にではなく自己自身の内に
求めよ」

中島 洋一郎

国家存亡の根幹たる税金問題を日本の将来の
為、皆さんと真剣に考えていく年にしたい。

橋立 弘紀

皆様の情熱が夢ある本郷、光る文京、豊かな日
本を作ります。ご協力お願いします。

繁藤　勝

禍を転じて福となす !! 一人一人の努力積み上げ
国民総幸福度向上へまずは足元の事業専一

福田 孝太郎

ゆく川の水の流れは絶えずして、税制の改正は
止まるを知らず絶えず研鑽あるのみ

浅沼　慧

e-Tax 利用、役員全員、会員60％とセミナーオ
ンデマンドの普及を目指します。

松下 和正

創立60周年記念事業も無事終了しました。今
年も心を新たに頑張りましょう。

東村 昭平

公益社団法人としてのスタート元年です。地域
の皆様の自発的な無私の行動に敬意と感謝

森田 俊介

地域の方々との交流の場を広めるためにも、次
世代を担う若い仲間と協力していきたい。

松尾 紀彦

今年は会費改定の時期に当ります、会員皆様の
ご協力をお願いします。

熊谷 昌之

『がんばろう !! ニッポン』来年も一年間会員増強
にご協力お願い致します。

加藤 高身

日本人全員が真剣にアイデアを考え行動すれば
道は開け、日本経済は必ず上昇します。

五十嵐 正樹

今年は辰年・昇龍の勢いにあやかりたいが…政治
も経済も不透明・中庸の精神で一年を過ごしたい。

渋谷 鉦吉

未来の納税者である子供たちに「記憶に残る、
心に残る租税教育」を展開していく所存です。

田中 元浩

はからずも署長感謝状をいただき、なお一層法
人会の活動に協力する所存でございます。

五十畑 宏一
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（社）本郷法人会会長賞  『税金とはなにか』
平成23年度　中学生の「税」についての作文コンクール　入賞作

郁文館中学校  三学年　川名 玲央

私は、いつも私たちが払っている税金はいっ

たいどこに納められ、どのようなことに使われ

ているのだろうかと考えた。

そして調べてみたところ、税金は、国に納め

る税金、都道府県に納める税金、市区町村に

納める税金の三種類に分かれているというこ

とが分かった。その中で私たちの生活に一番

身近である消費税は、国に納める税の内の一

つである。また、そういう形で集められた税

金は、私たちの身のまわりで役に立っているの

だ。たとえば、学校でつかう教科書や学校に

設置されたエアコン、近所にある図書館、信号

や道路の整備、市町村のゴミ処理費用、国民

医療費の公費負担額、私たちの生活を守るた

めの警察、消防費などである。

このようなことのほとんどは、私たち一人

一人が払っている税金によってまかなわれてい

る。ふつうに暮らしていると、税金を払うこと

ばかりを考えてしまうが、じつはその税金が身

のまわりのさまざまなことに活用され、役立っ

ていることに気がついた。

話は変わるが、現在の日本の消費税率は5

パーセントだが、高齢者の環境が充実している

スウェーデン、ノルウェー、デンマークの消費税

率は25パーセントである。要するにこれは、

なにかを購入するたびに日本の五倍もの消費

税を払わなくてはならないということだ。しか

し、それによって高齢者に対する環境を充実さ

せることが良いのかもしれない。だが、急に消

費税率を5パーセントから25パーセントに引

き上がるということを国民に納得してもらうと

いうことは、どんなに良い条件があったとして

も、難しいだろう。なぜならば、よく消費税を

5パーセントから少し引き上げるという話がある

が、それでも国民から反対をうけてしまうのに

もかかわらず25パーセントなんて無謀に近い

ことだからである。

今まで知らなかったが、この作文書くこと

で税を組み立てていくことの難しさがよく分

かった。

もしも、日本に税がなければ、図書館も存在

せず、信号もなく、道路整備もされず、私たち

が出したゴミも処理されず、事件が起きても

犯人がつかまることはなく、火事や災害などの

緊急事態が起こっても消防隊やレスキューが

出動することもないというような大変なことに

なってしまう。このようなことから税金は、日

本の社会が成り立っていくために絶対に必要

なものであると思った。そして私も将来は、税

金を納めることになるが、私たちはいつでも税

に支えられていることを忘れることなく、税に

感謝をして、税金をしっかり納められる大人に

なりたい。

（資料　本郷納税貯蓄組合連合会）
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平成23年度納税表彰式が“税を考える週間”初日の 11月11日（金）、午後3時より東京ガーデン
パレスに於いて開催され、以下の方々が受彰の栄に浴されました。受彰された方々に心よりお慶び申
し上げますとともに、今後、ますますのご活躍をご祈念申し上げます。

平成23年度　納税表彰式が開かれる
─ おめでとうございます ─

常任理事・研修委員長

渡邊 正晴 氏

常任理事・第 7 ブロック長

五十畑 宏一 氏

副会長

大見 和男 氏

理  事

大森 弘之 氏

税務署長表彰

税務署長感謝状

税務署長感謝状

税務署長感謝状

間税会副会長

鈴木 真保 氏（当会幹事）
納税貯蓄組合副会長

玉澤 靖孝 氏（当会理事）

税務署長表彰 税務署長感謝状

青木 正博 氏（当会理事）

文京都税事務所長感謝状
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平成23年分確定申告のご案内
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１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）

償却資産の申告には、電子申告（eLTAX：エルタックス）もご利用できます

【お問い合わせ先】文京都税事務所　固定資産税課　償却資産係

　　電話 03（3812）3241（代）内線341～343

【お問い合わせ先】文京都税事務所　固定資産税課　土地係

　　電話 03（3812）3241（代）内線331～333

【電子申告についてのお問い合わせ先】

（地方税ポータルシステム）
http://www.eltax.jp/ホームページ

☎0570-081459（IP 電話・PHSから：☎03-5765-7234）ヘルプデスク
※午前8時30分から午後9時 00分まで（土日祝・年末年始（12/29 ～1/3）を除く）

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

～23区内に償却資産をお持ちの方へ～

住宅用地（23区内）の申告はお済みですか？
23区内に土地をお持ちの方へ

申 告 が 必 要 な 方

償 却 資 産 と は

申 告 先
申 告 期 限

平成 24 年1月1日現在、償却資産を所有している方

会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、事業のために用いること
ができる構築物、機械、器具、備品等

償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係
平成 24 年1月 31日（火）

申 告 期 限

申 告 方 法

申 告 が 必 要 な 場 合

平成 24 年1月 31日（火）

「固定資産税の住宅用地等申告書」等に必要事項をご記入のうえ、
土地が所在する区にある都税事務所の土地係に提出してください。

○住宅を新築・増築した場合
○住宅の全部または一部を取り壊した場合
○住宅を建て替える場合
○家屋の全部または一部の用途（利用状況）を変更した場合
○土地の用途（利用状況）を変更した場合
○住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合

住 宅 用 地 と は 住宅の敷地として利用されている土地

詳しくは、「申告の手引き」または主税局ホームページをご覧いただくか、資産が所在する区にある都税事務所
へお問い合わせください。

エルタックス 検索 クリック

～住宅用地は、固定資産税・都市計画税が軽減されます～
住宅用地（23区内）の申告はお済みですか？

１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）
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第2回税法等研修会
法人税関係法令の改正の概要を説明

源泉部会（繁藤部会長）の 10月研修会が 10
月12日（水）、午後4時より機山館で開催され
た。研修会は鈴木幹事（アトムメディカル㈱）の
司会で始まり、繁藤部会長が講師の小林弘幸教
授を紹介した後、講演会に入った。先生は 20年
以上に及ぶ、外科・移植外科、免疫、臓器、神経、
スポーツ飲料の研究のなかで、交感神経と副交
感神経のバランスの重要性を痛感し、自律神経
研究の第一人者として、数多くのトップアスリート
や芸能人のコンディショニング、パフォーマンス向
上指導にかかわった。先生は話の中で10代の
自律神経のバランスがいいのは、基本的に副交
感神経のレベルが高いからなのですが、それ以上
に 10代と20代で自律神経の力の差となってい
るのは、『回復力』の早さの違いでふだんから副
交感神経を上げることを意識的に行うことが、潜

第2回税法等研修会が 10月13日（木）、午
後1時30分より本郷税務署大会議室で開催さ
れ、講師の本郷税務署･余傳調査官が 1．雇用促
進税制の創設の概要について、青色申告法人が、
平成23年4月1日から平成26年3月31日まで

在能力を最大限に引き出す方法であるとともに、
心身のバランスを整える「最高の健康法」である
と話され、ふだんからゆっくりを意識して深呼吸
すれば副交感神経が上がり、心臓の拍動が落ち
着き更には血流がよくなり、脳の活動が高まると
話された。

の間に開始する各事業年度において、当期末の
雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人
以上（中小企業者等については 2人以上）及び
10％以上増加していることにつき証明がされるな
ど一定の場合に該当するときは、20万円に基準
雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除
ができることとされました。ただし、当期の法人
税額の 10％（中小企業者等については 20％）
相当額が限度とされています。その他、環境関
連投資促進税制の創設や中小企業者等の法人
税率の特例の延長や消費税の免税事業者の要
件の見直しと仕入税額控除95％ルールの見直し
などを説明した。また、Ｑ＆Ａ方式による法人税・
消費税の解説と是否認の要点などを説明した。

世界一受けたい授業に出演された順天堂大学教授・小林弘幸氏が講演

なぜ、「これ」は健康にいいのか？
－源泉部会10月研修会－

講演をされる小林弘幸教授

講師の余傳調査官が分かりやすく説明
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「税を考える週間」に署長講演会を開催
～税の役割と税務署の仕事～

みんなで楽しむワインセミナーを開く

東京小売酒販組合本富士支部と本郷間税会が共催
チャリティー寄席・会員増強大会を開催

上野鈴本演芸場が満員

第3回税法等研修会が 10月21日（金）、午
後2時より文京都税事務所会議室で開催され、
これから始める電子申告をテーマに千代田都税
事務所法人事業税課の加藤主事、松原主事、岩
根主事よりeLTAX 概要と操作方法について学
んだ。まず、1. 利用届出の手続きとしてe-mail
アドレスの取得、電子証明書、Java 実行環境な
どのパソコン環境の整備･2 . 電子申告の手続き
をPCDeskを利用した場合の操作方法につい
て、①利用者名を選択し、PCDesk にログイン
②ポータルセンタにログインし、申告データを準
備③申告データの編集④申告データに電子署名

を入力⑤電子署名を付与した申告データを送信
⑥送信した申告データの受付状況を確認･3 . 電
子申請・届出の手続きなどが説明され、最後に留
意事項として設立届と同時に利用届出を送信し
た場合定款及び謄本が、設立届に添付されてい
ないと利用届の受理ができません。と話された。

これから始める電子申告

「税を考える週間」参加行事の一環として、11
月21日（月）、午後1時30分より本郷税務署大会
議室で岡田署長による講演会が開催された。当日
は「税の役割と税務署の仕事」をテーマに財政の
現状について、国の一般会計歳入額と歳出額の内
訳の説明に始まり、税務職員の仕事や税務行政の
運営の考え方や査察制度、世界の面白い税金など
について話された。また、災害（震災等）への対

みんなで楽しむワインセミナーが 11月1日
（金）、午後6時よりサンクリエ本郷「レストラン
Ｂｏｎ」で開催された。まず、参加者たちは京橋税
務署の鈴木酒類指導官による酒税法とお酒の分
類について講義を受けた後、ワインアドバイザー
によるチリ産とフランス産ワインの味わいの違い
や葡萄品種の特徴、また、料理との相性について
学んだ。

チャリティー寄席と会員増強大会が 10月19日
（水）、午後6時より上野鈴本演芸場で開催され
た。当日は富永文化厚生委員長の司会で始まり
利根川会長のあいさつに続き、加藤組織委員長
が今年の会員増強運動施策について報告。その
後、様々な演芸が始まった。なお、今までに募金
された分を含めて後日、文京区社会福祉協議会へ
届けることにした。

応で申告期限の延長等の措置・寄附金に係る課税
上の取扱いを話され、最後に納税環境の整備とし
て、国税電子申告・納税システムなどを話された。

地方税ポータルシステム

千代田都税事務所の担当主事の方々

岡田署長の話を熱心に聴く参加者
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11月3日（祝）、午前11時より湯島聖堂で行
われた、湯島3丁目の地域活動である湯島・本郷
「ＹＵＨＯの会」に参加、プログラムや法人会グッ
ズ、チラシなどを配布した。また、当日は「町の

音楽会」や「町の
歴史教室」が華や
かに開催された。

10月30日（日）、午前10時より本郷台中学
校で行われた、本郷商店街主催による第9回本
郷いちょう祭りに参加、法人会グッズやチラシな
どを配布した。なお、当日集まった東日本大震災

義援金は後日、文
京区社会福祉協議
会に寄附した。（文
社協だよりNo.74
に掲載）

湯島・本郷町おこし「YUHOの会」

第25回法人会全国青年の集い「みえ大会」に参加して
青年部会副部会長　　吉田　宗之

本郷いちょう祭り

全国青年の集い「みえ大会」が11月17日
（木）・18日（金）に三重県伊勢市にて開催され
ました。ウェルカムパーティーではおかげ横丁
を貸し切る（史上初！）など盛大な集いとなりま
した。青年部会では現在どのレベルの会合に
出席しても「租税教育活動」が主題となってい
ます。我々本郷も管内の小学校訪問を始めて3
年が経ちますが、それも 4年・5年前の全国青
年の集いで刺激を受けての事でした。租税教
育活動は全国レベルでは概ね 80％の単位会に
まで波及（カタチは様々ですが）しているそうで
す。今回は100％に拡大する事と、その活動内
容を共有して高める事が主なテーマでした。初
日には地方予選を勝ち抜いた11の単位会の租
税教育活動のプレゼンテーションが行なわれま

した。全法連青連協の役員と全国の各部会長
が投票権を持ち、公正な投票により“最優秀賞
１組、優秀賞2組”が選ばれ、二日目の大会で
盛大に発表されます。結果は瀬戸法人会（岡山
県）が最優秀賞を受賞。“元タカラジェンヌ”と
いう地元の人材を有効活用したオリジナルの租
税ミュージカル「税ゆうぞう一座」が高評価を
得てのモノでした。全国でプレゼンをする部会
の活動内容は押し並べて①オリジナル性に富ん
でおり②学校の教室の枠には納まっておらず③
会員増強に繋がっている、と言えそうです。現
在、我々も二歩目を踏み出し始めたところです。
『今後の法人会活動の柱の一つとなり得るべく、
租税教育活動を高めて行かなくては･･･』という
高い志を学ぶことが出来た全国大会でした。

社会貢献活動を実施

会場となった三重県営サンアリーナ、全国各単位会
の部会長をはじめ部会員約2000人が集結した。

あいさつを述べる田畑大会会長
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東京コスモ石油協同組合･ 本駒込5-73-3-3F･ 石油製品販売･ 5395-0410
㈱シー・コネクト･ 本郷3-40-31- IF･ インターネット販売、他･ 6801-8984
㈱エビス．カンパニー･ 本郷3-22-9-1F･ 飲食業･ 3868-2819
㈱ハリオ研究所･ 湯島3-10-6-2F･ 不動産賃貸･ 6240-1025
㈱ケルン･ 本郷3-24-7･ 医療用事務用品メーカー･ 3815-6711
（資）セルビット･ 本郷4-28-9-203･ ソフトウェア製作・インターネットコンテンツサービス･ 3818-3838
㈱DREAM･ROOT･ 本郷5-5-18･ 情報処理サービス･ 5842-2170
ジュネス㈱･ 千駄木4-5-14･ 不動産賃貸業･ 3821-5602
㈱日本住宅新聞社･ 千駄木3-45-2･ 業界誌・新聞制作業･ 3823-2511
㈱トータル保険サービス･ 本郷4-23-14･ 保険代理店･ 5804-1601
㈱七星･ 本駒込3-4-8･ 小売業･ 5809-0321
㈱スリーコーポレーション･ 湯島3-39-10･3F･ 不動産業･ 5688-1204
東京アートワーク･ 大田区糀谷2-4-4-108･ 印刷物デザイン･ 5736-3307
㈱岩承企画･ 湯島2-9-8･ 公告企画制作･ 3836-3100
㈱ケイズ･ 本郷3-3-12･ 不動産賃貸業･ 3813-2502
㈱菱小･ 本郷3-13-1･ マグネット機器製造・販売･ 5800-6655
㈱Ｂｌｅ･ 北区田端3-5-14-5F･ 理・美容業･ 3828-8520
㈱プランニングウィル･ 本郷3-20-6-2F･ 各種イベント、セミナーの企画、制作、運営･ 6801-8084
㈱イーアーシス･ 本郷4-24-8-12F･ ヒーリングサロン･ 6382-8966
㈱石川設備･ 本郷5-5-18　･ 管工事･ 6801-5312

　明けましておめ

でとうございます。

　昨年3月11日東

北地方を襲った大震災で多くの方々が亡くな

られたり、被災したり致しましたが、いまだ復

旧もままならず、私の両親も今も避難しており

ます。法人会の方々におかれましても震災に

何らかの形で遭われた方々が多数いらっしゃ

ると思います。

　今年は気持ちを新しくして、皆様と一緒に

実りのある会の広報活動をして行こうと思っ

ておりますので、宜しくご協力お願い申し上

げます。　･･･････････　　　　　　　吉田　記

法 人 名 	 住 所	 業 種	 電　　話

　女性部会（松沼部会長）・社会貢献委員会
（橋立委員長）が皆様より頂いた未使用タオル
や日本手拭い168枚を11月24日（木）、特別
養護老人ホーム「ゆしまの郷」へ寄贈した。

特別養護老人ホームへ
未使用タオルと日本手拭いを寄贈

新 会 員 の ご 紹 介

写真  松沼部会長と介護職員の方（右）
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