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みつばち『甘味』

明治 42 年創業の甘味処。大正4 年に誕生の小倉アイス、中でも最
中に挟む「スペシャル」が有名だ。100周年記念の黒糖アイスも。
文京区湯島3 -38 -10ハニービル1Ｆ　☎03 -3831-3083
営業時間：売店10：00～21：00
　　　　　喫茶10：30～20：00
休 業 日：無休

万定フルーツパーラー『喫茶』

東大前に大正3年創業。レトロな、まさに昔のフルーツパーラー。
昔ながらのカレーライスと生ジュースが人気だ。
文京区本郷6 -17-1　☎03 -3812-2591
営業時間：11：00～16：00
休 店 日：不定休

いい出会い　地域に根ざす　本郷法人会

本年もよろしくお願いします･･･････････････････ 2～3
（利根川会長、森主税務署長、成澤区長、
山宮都税事務所長、岩田税理士会支部長）

役員が願う今年の抱負････････････････････････････ 3
中学生の「税」についての作文コンクール････････････ 4
『法人会会長賞』・入賞者のご紹介

平成24年度納税表彰式･･････････････････････････ 5
税務署だより････････････････････････････････････ 6
文京都税事務所だより････････････････････････････ 7
絵はがきコンクール受賞者紹介････････････････ 8 ～ 9
（誠之小学校・駕籠町小学校）

「平成25年度税制改正提言」まとまる･････････ 10 ～11
法人会の活動･････････････････････････････ 12～13
NHK2013年大河ドラマ「八重の桜」ご紹介･･････････ 14
東北がんばれ！　最終回

事務局だより･･･････････････････････････････････ 15

CONTENTSCONTENTS
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。
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本年もよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。
この広報誌が皆様にご覧頂く頃は、新たな政権が誕生してま

す。国民が将来に不安を持たない元気な国づくりを期待してい
るところです。昨年3月に公益法人の認定を頂き法人会の使命、
責任も大きくなり、それぞれの事業が更に重要になります。全国
の法人会では 204会が公益に、申請準備中が179会になりまし
た。各単位会が新たな課題にチャレンジして行きます。当会も各
事業を強く推進し活力があり、地域に根ざす法人会を目指して参
ります。皆様のご支援、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。

新年明けましておめでとうございます。
年頭に当たり、公益社団法人本郷法人会の皆様方に謹んで新

年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、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心から
感謝するととともに、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すとともに、会員の皆様方の事業のご繁
栄並びにご健勝を心から祈念いたしまして年頭の挨拶とさせてい
ただきます。

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。
昨年は、社会保障と税の一体化改革や消費税問題、復興増税

等、様々な課題を抱え景気も大変厳しい状況の一年でした。
会員の皆様には、今後も大変な状況に置かれる事と懸念して

おりますが、どのような状況に置かれましても、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
れることとご期待申し上げ、私の新年の挨拶といたします。

再生日本 !!

笑顔あふれる会活動を

より良い社会を目ざして

会　長

利根川 政明

本郷税務署長

森主　悟

文京区長

成澤 廣修



− 3　−

明けましておめでとうございます。
本郷法人会の皆様には、利根川会長をはじめ、日頃より東

京都の税務行政に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。
本年も地域の皆様との信頼関係を税務行政の基本に捉え、

適正・公平な事務運営に努めて参りますので、皆様方のより一
層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

明けましておめでとうございます。公益社団法人本郷法人
会の会員の皆様には、ご健勝にて新しい年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
旧年中は利根川会長はじめ本郷法人会の役員の皆様と税

務連絡協議会等を通じて親しくお付き合いができまして有難
うございました。協調と融和のもと、電子申告の推進や租税
教育の意見交換、さらに毎年10月に行われています根津千駄
木下町祭りあるいは税を考える週間での広報活動を行うこと
ができました。今年が、会員の皆様の更なる飛躍の年となり
ますようお祈り申し上げます。

適正・公平な税務行政

協調と融和を大切に

今年の抱負

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

政治の混迷、不況の今だからこそ情報・
人脈・努力が大事。頑張ろう！

巳年お金を集める貯まる心より願い叶う
良き一年を過ごせますよう

のんびりゆっとりやっていたら永久に変わ
らない。変化のスピードを加速しましょう

今年9月7日には、いよいよオリンピック
開催都市決定 !! 今年こそ良い多くの結
果を !!

何んとなく元気のない日本、世界に取り
残されぬよう、グローバルにはばたく年で
ありたい

e-Tax の利用率向上と、本業へ役立つ本郷
法人会ホームページの展開を目指します。

経済の減速、輸出の減少と厳しい経済情
勢ですが、法人会発展の為皆様と頑張り
たいと思います

女性部会は今年も明るく楽しい会にして若
い人の為になにか出来ればと考えてます

租税教室の更なるブラッシュアップ、第2回
婚活イベントの開催を目標に頑張ります

法人会は異業種交流の場でもあり情報の
宝の山でもあります。積極的に参加して
情報収集

今年一年の福利、福祉、福徳を祈る福孝。
そして復興！

今年は変革・変化の五黄土星です。
新たな展開に臆せずに！！

現状のまま待っていても景気は変わらな
い。自ら努力し考えて革新を目指すこと
肝要

本年は事業承継税制と相続・贈与税との
関連を研究し、なお一層より良く周知して
行きたい

東村 昭平（副会長）

熊谷 昌之（財務委員長）中村　充（第 3 支部長）

加藤 高身（組織委員長）

橋立 弘紀（社会貢献委員長） 松下 和正（IT 委員長）

繁藤　勝（源泉部会長）

松沼 智性子（女性部会長）

田中 元浩（青年部会長）大見 和男（副会長）

福田 孝太郎（副会長）

森田 俊介（広報委員長）

五十嵐 正樹（第 4支部長）

浅沼　慧（税制委員長）
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法人会会長賞  『消費税と売上税』
平成24年度　中学生の税についての作文コンクール

☆入賞者☆のご紹介 （敬称略）

文京区立第六中学校　第三学年　孝橋 英莉菜

先日、消費税の増税が決まったが、私は全国
どこで何を買っても同じ割合の税が課される
ことに違和感を覚える。
私が小学生の頃住んでいたアメリカの

ニュージャージー州では、売上税が 7％であ
る。売上税というのは、アメリカの消費税の
ようなものだが、国税ではなく州税である。
ニュージャージー州の場合、準備されていない
食料品（レストランやファーストフード店以外
で提供されているもの）、家庭で使用されてい
る紙製品、医薬品、衣類には課税されない。
一方、隣のニューヨーク州では、110ドル
以下の衣類と靴類には 4.375％の売上税が
課され、その他のものには 7% の売上税と地
域によって異なる売上税が課される。　この
ように、アメリカでは隣同士の州でも税率や課
税されない物品がかなり違う。
私は、日本でもアメリカのような仕組みを作

るべきだと思う。都道府県ごとに異なる決ま
りではなくても、衣類や食料品は消費税をな
しにするべきだ。日用品の消費税がなけれ

ば、増税されても生活にあまり不自由が出な
いと思う。例えば、農作物が不作だったとき、
値上げする額を最小限に抑えることができる。
それにより、その作物を購入する人の減少が
緩和されるかもしれない。
また、ニュージャージー州のような取り組み
は、低所得者への配慮にもなる。低所得者の
支出は、主に日用品の費用と家賃だ。つまり、
売上税がかからないことによって、支出を減ら
せる。すると、生活は少し楽になると思う。
日本でニュージャージー州のようなことをす
れば、国民も少しは節約をやめ、経済も活性
化すると思う。つまり、物によって消費税をか
けるか、かけないかを決めることによって、経
済情勢が変化する可能性もあるということだ。
だから、私は日本もニュージャージー州にな

らい、消費税を生活に必要なものにかけない
などのことをするべきだと思っている。増税に
ついてあれこれ言う前に、国民の生活のため
に消費税の仕組みを変えるべきではないだろ
うか。

東京納税貯蓄組合総連合会会長賞
	「オリンピックや教育にかかわる税金」	 学校法人村田学園小石川女子中学校	 3年	 宮﨑　　愛
東京納税貯蓄組合総連合会会長賞
	「スマート税」－環境税－	 文京学院大学女子中学校	 2年	 森田　菜々
本郷税務署長賞
	「少子高齢化と税金のかかわり」	 文京学院大学女子中学校	 1年	 引地　　茜
	「大きな助け合いの輪、税金」	 桜蔭学園桜蔭中学校	 3年	 岡永　佳子
文京都税事務所長賞
	「支える税金」	 文京区立本郷台中学校	 3年	 赤木　理恵
文京区長賞
	「税に関して思うこと」	 文京区立本郷台中学校	 3年	 北原　　愛
本郷納税貯蓄組合連合会会長賞
	「無税国家論が現代へ語りかけること」	 文京区立第六中学校	 3年	 大久保徳之新
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	「私達の暮らしと税金」	 学校法人駒込学園駒込中学校	 3年	 平　　智貴
	「消費税について」	 文京区立第六中学校	 3年	 島﨑　健太
	「直接税と間接税について」	 文京区立第九中学校	 1年	 谷　　美麗
	「私たちの生活と税」	 文京区立本郷台中学校	 3年	 須加原理紗
	「消費税増税問題」	 学校法人郁文館夢学園郁文館中学校	 3年	 西川　実里
	「税で日本中を幸せに」	 文京区立第八中学校	 2年	 吉田　衣里
	「消費税増税について」	 学校法人郁文館夢学園郁文館中学校	 3年	 青木　日和
東京税理士会本郷支部支部長賞
	「私の生活と税金」	 文京区立本郷台中学校	 3年	 波多江真里菜
社団法人本郷青色申告会会長賞　
	「役に立つ税」	 文京区立第六中学校	 3年	 佐竹　裕一
公益社団法人本郷法人会会長賞　
	「消費税と売上税」	 文京区立第六中学校	 3年	 孝橋英莉菜
本郷間税会会長賞
	「税金と未来のわたし	 文京学院大学女子中学校	 3年	 西槇菜々子
東京小売酒販組合本富士支部支部長賞
	「税金の良い点と悪い点」	 学校法人郁文館夢学園郁文館中学校	 3年	 山﨑　怜奈
東京小売酒販組合駒込支部支部長賞
	「これからの未来」	 学校法人駒込学園駒込中学校	 3年	 大村　美晴
	

（資料		本郷納税貯蓄組合連合会）

平成24年度納税表彰受彰式が“税を考える週間”期間中の 11月13日（火）、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24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・第4支部長）
五十嵐 正樹 氏

（理事・本駒込6丁目地区長）
田邉 一男 氏

（青年部会副部会長）
塙　英幸 氏

（女性部会副部会長）
矢崎 花子 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

（当会理事・東京酒販組合本富士支部長） （当会会長） （常任理事・研修委員長）
渡辺 泰男 氏 利根川 政明 氏 渡邊 正晴 氏

東京国税局長表彰 東京都主税局長表彰 文京都税事務所長感謝状（税務功労）
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平成24年度税に関する絵はがきコンクール　受賞者作品
─ 女性部会事業報告 ─ 

税に関する絵はがきコンクール選考会
が 10月18日（木）午後3時より法人会
事務局会議室で行われ、誠之小学校と駕
籠町小学校から寄せられた税に関する絵
はがきを選考した結果、下記の児童たち
が受賞されました。
なお、表彰状と副賞は 11月20日誠之
小学校では松沼女性部会長・28日駕籠町
小学校では森主税務署長・松沼部会長が
それぞれ授与式を行った。

【
誠
之
小
学
校
】
文
京
都
税
事
務
所
長
賞

【
誠
之
小
学
校
】
本
郷
法
人
会
会
長
賞

【
誠
之
小
学
校
】
部
会
長
賞

【誠之小学校】優秀作品賞 【誠之小学校】優秀作品賞 【誠之小学校】優秀作品賞
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（順不同）

【
駕
籠
町
小
学
校
】
優
秀
作
品
賞

【
駕
籠
町
小
学
校
】
本
郷
税
務
署
長
賞

【誠之小学校】優秀作品賞

【駕籠町小学校】部会長賞

【
駕
籠
町
小
学
校
】
本
郷
法
人
会
会
長
賞

【
誠
之
小
学
校
】
優
秀
作
品
賞
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源泉部会が順天堂大学の天野篤教授を招き講演会を開く
『最近の心臓大血管手術の動向』を聴く

第26回法人会全国青年の集い「宮崎大会」
が11月1日（木）・2日（金）に宮崎シーガイアコ
ンベンションセンターにて開催されました。
大会前週に長崎で開催された和牛オリンピッ
クにおいて、宮崎牛が種牛部門金メダルを獲得
したこともあり、街中宮崎牛で盛り上がってお
りました。
廣川拓也宮崎大会会長の挨拶でも、2年前
に宮崎を襲った口蹄疫、鶏インフルエンザで莫
大な被害と経済的ダメージを受けたが、東北大
震災から復興を目指す日本同様に、宮崎も正に
今力強く復興を誓い、5年に一度の和牛オリン
ピックにおいて金メダルを獲れたことは、宮崎
の畜産業者の底力を見せることができ誇りに思
う、とのお話がありました。
大会初日には各管内代表の租税教育活動プ
レゼンテーションが行われました。個人的には
網走地方法人会青年部の、青年部会員から高
校生への租税教育、授業を受けた高校が今度
は講師となって中学生へ租税教育をする、とい
う活動がとても印象に残りました。
2日目午前中には学校法人宮崎綜合学院理
事長･川越宏樹氏による「宮崎を変えた男たち」

というテーマの基調講演があり、その後部会長
サミットが行われ、「あなたの街の新価値創造」
というテーマのもと活発な討議を行いました。
午後からは本郷の青年部役員ら6人と合流

し、大会式典に参加して参りました。他県の青
年部会員たちとの意見交換、及び部会員同士の
懇親を深める意味でこの全国大会はとても有意
義な機会です。来年は広島大会です。今から楽
しみでなりません。

第26回法人会全国青年の集い
「宮崎大会」に参加して

源泉部会（繁藤部会長）が 10月24日（水）
午後3時30分より文京シビックセンター 26
階「スカイホール」に於いて、順天堂大学医
学部･心臓血管外科教授の天野篤教授をお招
きして『最近の心臓大血管手術の動向』につ
いてお話を聴いた。先生は昨年2月に陛下の
心臓の冠動脈バイパス手術を東大医師団と共
に無事成功され、その後も精力性に手術をさ
れております。まず、講演会に先立ち利根川
会長が社会貢献活動の大切さと森主税務署長

が e-Tax とダイレクト納付について話された
後、繁藤部会長が天野教授のプロフィールを
ご紹介して講演会に入った。先生は「心臓血
管外科の最新医療」と「心臓血管外科治療のこ
の先」について次のとおり話された。①心拍動
下冠動脈バイパス術は概ね 10年以上の歴史
があり、順天堂大学は世界をリードする実績
を有している。②今後は弁膜症、特に僧帽弁
閉鎖不全症の僧帽弁形成術に対して小切開手
術を積極的に活用する。③大動脈瘤に関して

青年部会長　田中 元浩

（公財）全法連 池田弘一会長

河野俊嗣 宮崎県知事

藤田利彦 国税庁課税部長

（公財）全法連青連協
武村秀行会長
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第2回理事会を開催

第29回法人会全国大会「北海道大会」が開催される
中小企業の活性化のため

法人税率の引き下げと事業承継税制の確立を！

は血管のことしかわからない血管外科医とは
ひと味違うステントグラフト手術を推進して

いく。と話され、最後に渡邊研修委員長が閉
会のあいさつをして終了となった。

第2回理事会が 10月24日（水）、午後5時
30分より文京シビックセンター 26階「スカ
イホール」に於いて源泉部会の 10月講演会に
引き続き行われた。理事会は松尾総務委員長
の司会で始まり定数報告と議長に利根川会長
を選出した後、議事録署名人に富永秀実氏と
加藤高身氏を選任して議事に入った。第1号
議案「委員会、部会、支部の上半期の事業報告」
／第2号議案「事務局からの報告事項」／第3

号議案「その他」について東村副会長及び川井
専務理事が詳細な説明をした後、議長が異議
のないことを確認して終了となった。

第29回法人会全国大会が 10月11日、北
海道の釧路市民文化会館で開催された。「大
会式典」では、池田弘一全法連会長（東法連
会長）による主催者あいさつ、古谷一之国税
庁長官らによる来賓あいさつに続き、会員増
強などの各表彰、金田達明全法連副会長（東
法連副会長・浅草法人会会長）による「平成
25年度税制改正に関する提言」の趣旨説明
などが行われた。締めくくりとして、大会宣言
が朗読され、「新公益法人制度において公益
法人への移行に取り組み、租税教育など税の
啓発活動を積極的に展開し、公益性と透明性
を高め、広く国民から受け入れられる法人会
を目指すことをここに誓う。法人会では被災

地に対する支援を積極的に行ってきた。政府
においても被災地・被災者に対する迅速な予
算執行と適切な支援の継続を要望する。来年
の法人会全国大会は 10月3日青森で開催さ
れる。

プロジェクターを使用して説明する天野教授 熱心に説明を聴く参加者

あいさつをする（公財）全法連 池田弘一会長

議案を審議する理事の方々
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戊辰戦争での敗戦後、新島八重はふるさと・会津若松を離れ、兄・覚馬を頼って京都へと向かいます。そこで新島襄と出会い、結婚。
さらに洗礼を受けて、クリスチャンとなります。幕末のジャンヌ・ダルクは“ハンサム・ウーマン”として、新たな人生を歩み始めます。

■会津人としての誇りを胸に過ごした京都時代
86年の生涯で、20代後半からの 3分の 2以上を京都で過ごした八重。晩年こそ“新島のおばあちゃん”として、多くの学生か
ら慕われる存在になりましたが、そこに至るまでの道のりは、決して楽なものではありませんでした。というのも、京都は排他的な
土地で、よそからやって来た人たちは何かと肩身の狭い思いをしていました。もちろん、八重も例外で
はありません。その上、彼女は「クリスチャン」でもあったので、非常に苦労も多かったようです。しか
しそこで屈しないのが、八重の真骨頂。少しも臆することなく、京都の人々と対等に渡り合っていまし
た。故郷を離れても、彼女の中には会津人としての誇りがあったのです。

■「私のライフは、襄のライフ」 新島襄の妻としての誇り
会津時代、八重に最も影響を与えた人物が兄・覚馬なら、京都時代に多大な影響を与えたのは、夫・
新島襄といえるでしょう。互いに「よそ者」であり「クリスチャン」でもあった新島夫妻は、当時周囲か
ら白い目で見られていました。それでも八重は、同志社設立に奔走する襄を献身的に支え、時には襄
から力をもらいながら、襄との二人三脚で、さまざまな困難に打ち勝っていきます。後に八重は「私の
ライフは、襄のライフ」と言っていたほどで、襄の人生と自分自身の人生を、ひとつに重ねて考えていた
のです。八重の中には、会津人としての誇りと同様に、新島襄の妻としての誇りが、深く刻まれていた
のでした。

東北がんばれ！ シリーズ5ＮＨＫ2013年（平成25年）大河ドラマをご紹介 

八重の桜   【作】山本むつみ

▲結婚当時の新島夫妻
　（同志社大学提供）

▲“新島のおばあちゃん”
　とよばれた晩年の八重
　（同志社大学提供）
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法 人 名 	 住 所	 業 種	 電　　話

■平成25年1月号（No.448）　発行所　公益社団法人	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

明けましておめでとうご
ざいます。皆様には輝

かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。今年の干支は巳年です易の本を見る
と「巳年生まれの人は思歳深く粘り強い」と
されています。昨年1年は“がんばろう日
本”でした。今年は政界も新しい門出となっ
ておりますので当広報委員会も新しく「新
がんばろう日本」の合言葉で思歳深く粘り
強くがんばりますので宜しくお力添えの程
お願い申し上げます。　　中村登美男　記

㈲眞鍋興業･ 本郷3-22-9･ 不動産賃貸業･ 3811-2373
IDA保険事務所･ さいたま市西区大字高木1347･ 保険代理店･ 048-729-5479
トーヨー科建㈱･ 本駒込3-36-6･ 一般建築工事業、改修工事･ 5809-0856
一般財団法人ボーイスカウトエンタープライズ･ 本郷1-34-3･ 青少年団体用品部･ 5805-2638
㈱総合トレーディングジャパン･ 本郷1-33-3-902･ 情報通信機器輸出入・卸売･ 6322-3335
㈱ソニックツアーズ･ 港区芝大門1-3-9-9F･ 旅行業･ 5403-7331
㈱ツカサプラスチック･ 湯島4-9-12･ プラスチック成型加工業及び販売･ 3811-5077
㈱MIKE･INSTITUTE･LTD.･ 本郷6-4-3･ 商流／物流･ 3811-5702
ユウキ法律事務所･ 本郷5-23-13-7F･ 弁護士事務所･ 5805-9088
(公財）ボーイスカウト日本連盟･ 本郷1-34-3･ 青少年社会教育団体･ 5805-2561

400万円未満

400万円以上

1,000万円

1,000万円超

2,000万円以上

3,000万円以上

4,000万円以上

5,000万円以上

1億円以上

会員の子会社

支店・営業所、公益法人、
協同組合、各種団体

賛助会員

9,600

12,000

18,000

24,000

36,000

48,000

60,000

66,000

72,000

6,000

12,000

12,000

（800）円

（1,000）円

（1,500）円

（2,000）円

（3,000）円

（4,000）円

（5,000）円

（5,500）円

（6,000）円

（500）円

（1,000）円

（1,000）円

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

法 人 名 	 住 所	 業 種	 電　　話

区分 資本金別 年会費（月額）

　平成25年4月より実施
平成21年5月の総会で、ご承認いただいており
ました会費改定につきましては、平成25年4月か
ら実施させていただくことになりました。
大変経済情勢の厳しい折ではございますが、今
後、公益社団法人として、より一層、公益事業を
推進して参りますので、ないとぞ、ご理解ご協力
の程、よろしくお願い申し上げます。
なお、会費は全額損金になります。

（公社）法人本郷法人会  会費改定のお知らせ（重要）

◆会費一覧

注1．会費は年会費であり、納入した会費は原則として返還しません。
注2．資本金が変更になった場合は、その翌年度から新会費を適用します。

我社の一言PR
会社名＝株式会社 Creative.4
代表者＝山鳥裕史
所在地＝文京区湯島 3-17-14
TEL・FAX：03-6803-0290
文京区湯島で串焼専門店（焼鳥）を湯島の「みつ
ばち」のビルの3Ｆで山鶏を営業しています。世界
共通の「OISHII」を目指して日々、邁進しておりま
す。全国各地の地鶏や旬の野菜等を備長炭を使っ
て焼き上げます。御家族、友人と共に本当の美味し
さを味わって下さい。


