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御菓子処  扇屋『和菓子』

東大赤門前。 わらび餅の「赤門もち」や本型の箱に本郷銘菓と
地図を詰めた「文学散歩」など、地元ゆかりの銘菓が揃う。
文京区本郷5-26 -5　☎03 -3811-1120
営業時間：月～土9：00～19：00、祝9：00～17：00
休 店 日：日曜日

根津八重垣煎餅『せんべい』

大正時代から続く老舗。良質の米と独特なたれ、伝統の製法に現
代の味覚も取り入れ、逸品を焼き続けている。
文京区根津1-23 -9 -102　☎03 -3828 -7228
営業時間：10：00～19：00、日・祝11：00～17：00
休 店 日：無休

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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「いい出会い」が遠く福島へとつながった旅
女性部会長　山中 一江

第37回わんぱく相撲文京大会に法人会も協力
本郷・小石川の青年部会活動

日　時：平成25年6月9日（日）～10日（月）
参加者：31名
東日本大震災から早２年の月日が流れようと
しています。昨年の石巻に続けて、今年は福島
第一、第二原子力発電所の中間に位置する富岡
町の住人の方々が避難されている郡山の仮設
住宅を視察させて頂きました。「おだがいさまセ
ンター」の吉田さんから現在の町民の状況や震
災・原発事故直後のお話を伺いました。
大震災翌日に原発事故による避難勧告が出
され、余震の続く中皆さん着の身着のままで何
時間もかけて避難されました。原発の安全神
話を信じていたので、揺れが落ち着けばすぐに
自宅に戻れると全員の方が思っていたそうです。

現在も町民は全国に散り、慣れない土地で
のストレスや子どもの学校の問題、先の見えな
い生活への不安を抱える過酷な現状があるよ
うです。
住める可能性の薄い土地への除染計画や年
月の経過と共に減る報道取材に、被災者の真
意が伝わらないもどかしさを抱えていらっしゃ
いました。被災者の方々の置かれた現実を目
の当たりにして、胸が締め付けられる気が致し
ました。
縁あってお話を聞く事が出来た私たちが周り
の方々に語っていく大切さを痛感すると共に、
法人会のスローガンである「いい出会い」が遠く
福島へとつながった旅となりました。

第37回わんぱく相撲文京区大会が 5月12
日（日）午後12時40分より文京区「教育の森
公園」で開催された。前日に降り出した大雨で
大会が懸念されたが、当日は晴天にも恵まれ絶
好の大会日和となった。なお、法人会のブース
では税金クイズや一億円のレプリカを子供たち
に実際に持ってもらったり、税金すごろくやスト
ラックアウトを順番にやってもらい最後にポッ
プコーンを子供たちに差し上げた。（ブース出展
団体：文京区防災課・小石川消防署・本郷法人会
青年部会・小石川法人会青年部会・東京都宅地

建物取引業協会文京区支部・日本ボーイスカウ
ト東京連盟さくら地区・文京区社会福祉協議会・
本郷ラグビースクール）

日新館前で記念撮影 遠藤武自治会長へ見舞金を手渡す利根川会長（右）

税金すごろくを楽しむ子供たち
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第2回通常総会を開催
効率的で効果的な事業を推進　利根川会長を再任

“ゼロから始める簿記入門講座”が開講
試算表の作成から決算までを学ぶ

よくわかる！会社の数字
～地域連携講座が3回シリーズで開講～

第2回通常総会が 5月31日（金）、午後3時
30分より東京ガーデンパレス「高千穂の間」で
開催された。総会は松尾総務委員長の司会で
始まり、まず、物故会員に黙祷を捧げた後、定
数報告がされ、本総会が有効に成立する旨を
報告した。引き続き、利根川会長が「組織率は
下がりましたが、今いる会員方に対して何が出
来るか、加入していて良かったな、本郷に会社
があって良かったな、本郷に住んでいて良かっ
たな」と実感できる事業を進めて行きたいとあ
いさつをした。続いて、会員増強功労者感謝状
贈呈式などが行われた後、議長を定款により利
根川会長を選出し議事録署名人を選出して議
事に入った。第1号議案「平成25年度決算報
告承認の件」について、熊谷財務委員長が詳細
に説明した後、議長が賛否を採決した結果、反
対なしで承認可決とした。第2号議案「任期満

地域連携講座PART2として「ゼロから始め
る簿記入門講座」が文京学院大学文京学院短
期大学生涯学習センターとの共催により6月4
日（火）午後7時より4回シリーズで開講した。
講師は税理士で文京学院大学講師の柴野宏行
先生、講座内容は財務諸表の見方や仕訳・転記
のルールを学び出席優秀者には最終回で修了
書が交付される。

地域連携講座PART1（文京学院大学文京
学院短期大学生涯学習センター共催）が 5月7
日（火）午後6時30分より生涯学習センターの
セミナールームで開講した。この講座は3回シ
リーズで講師の上岡史郎先生より売上高と費用・
損益分岐の基礎知識・貸借対照表と損益計算書
の基礎知識やキャッシュフロー計算書の見方な
ど会社の財務分析を学ぶ講座になっている。

了に伴う役員改選承認の件」は議長が1名ごと
に候補者の氏名を読み上げ賛否を採決した結
果、反対なしで全候補者を承認可決とした。ま
た、大見副会長が「平成24年度・平成25年度
事業報告。事業計画」を報告、熊谷財務委員長
が「平成25年度予算」を報告した。また、総会
終了後に臨時理事会が招集され会長以下の人
事が決定した。

あいさつをする利根川会長

柴野宏行税理士が分かり易く説明 講師の上岡史郎先生
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公益社団法人 本郷法人会 第2回通常総会報告書
■平成24年度 事業報告
　（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
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■貸借対照表
　（平成25年3月31日現在）
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■正味財産増減計算書
　（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
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■監査報告書
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■平成25年度 収支予算書
　（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
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いい出会い、地域に根ざす、本郷法人会を目指し会員の
皆様と共に頑張りましょう

会長　　利根川 政明

にわかに活気づく日本経済 “正真正銘” の経済再生へ、
そして被災地の復興一直線！

副会長　福田 孝太郎

利根川会長を守り立て公益法人として重要な社会貢献を
星野委員長と共に頑張ります。

副会長　東村 昭平

人の集まる所に情報有りと言われます、経営者の集まる
法人会から質の高い情報を得よう

副会長　大見 和男

キャッチフレーズである “いい出会い 地域に根ざす 本郷
法人会” を実現する為に益々地元に協力します

副会長　松尾 紀彦

法人会は公益法人となりましたが “公益” を過剰に意識せず
“楽に”・“楽しく” 参加できる法人会が私の目標です。

副会長　富永 秀実

組織担当副会長として次世代への環境整備を行ない、
支部の取り纏め役として努力します

副会長・第1支部長　加藤 高身

新体制が整い法人会として真価を問われる大事な時期です。
気を引き締めて任務遂行します。

副会長　橋立 弘紀

役割分担も決まり様々な課題を抱え大変な状況に置かれて
いる。お互いに協力して法人会の発展を願う。

監事　浅沼 慧

公益法人としての法人会で、責任の重くなった役割を無事に
はたしたいと思います。

監事　森田 俊介

女性部会の時のように皆様と共に、明るくたのしみながら、
会の為に何か出来たらと思っております。

常任理事・第2支部長　松沼 智性子

環境の変化に対応しながら絆を大事に、第3支部の役員
の方々と積極的に取り組みます。

常任理事・第3支部長　中村 充

各種会合およびイベントへの会員各位の参加率向上を図り、
法人会への関心・意識を高めたい

常任理事・第4支部長　吉田 久夫

私も81歳、三浦さんに見習って頑張りますが、早く若い人
に引き継いでもらいたい。

常任理事・第7支部長　五十畑 宏一

総務委員長の大役、不安もありますが、本郷法人会発展
のため精一杯努力致します。

常任理事・総務委員長　五十嵐 正樹

利根川会長の下、社会貢献研修を通して少しでもお役に
立てるよう頑張ります。

常任理事・社会貢献研修委員長　星野 芳輝

税制改正要望に関し各位のご意向をアンケート等を通じて
教えていただければ幸いです。

常任理事・税制委員長　柴山 修一

IT 委員会と合体しました。法人会活動がより参加型で活性
化するよう尽力する所存です。

常任理事・広報委員長　松下 和正

本年度は組織維持発展へ向かって会費の値上げをお願い
しました。どうか公益目的を達成させるためご協力下さい。

常任理事・財務委員長　熊谷 昌之

重要な 2つの委員会が合併し、その重責を担うことになる
とは…。皆さん応援して下さい。

常任理事・文化厚生組織委員長　田中 元浩

女性会員の方が気軽に集い、情報交換が出来るような女性
部会を目指します。

常任理事・女性部会長　山中 一江

入り口は広く出口は狭く。「自分がいなくてもから自分が
いなくては」へ。そんな青年部会を目指します。

常任理事・青年部会長　佐藤 潤一

自分の役割を再認識し、しっかり仕事に取組みます。皆様
のご支援を宜しくお願い致します。

常任理事・源泉部会長　繁藤 勝

（臨時）理事会で新執行部が決定【一言抱負】

※全役員名簿はホームページで公開しております。
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文化厚生組織委員会からのお知らせ

東京ドーム天然温泉『スパラクーア』従業員の福利厚生に…ご利用ください!!

Relaxation
お友達との語らいに、また自分一人の癒しの場に、思
い思いの時をお過ごしください。

◎約170席のリラックスチェアをご用意、個々のモニターでお好き
なTV映像を楽しめる他、読書や仮眠等にも快適なスペースです。

Ladies Care
女性に気軽に利用して頂き、とことん楽しんで
頂けるよう様々な「快適」をご用意しました。

◎女性ロッカールームから直結の女性専用リクライナーコーナーを
ご用意しました。女性一人での来館でも安心して仮眠できます。

Treatment & Beauty
世界各国の施術で至福のひとときを。

◎世界各国のトリートメント＆ビューティー施設を揃え、あかすり
やフットケア等リフレッシュできるバラエティに富んだコース
をご用意しました。

Spa Zone
東京ドームシティの地下1,700ｍから湧き出た天然温泉
を使った露天風呂やアトラクションバス、サウナも充実

◎東京ドームシティの地下1,700ｍから湧き出た天然温泉を使っ
た屋内・露天の大浴槽を中心に、アトラクションバス、サウナ
も充実しています。タオルをはじめアメニティも完備していま
すので、手ぶらでも安心。都心で極上のリフレッシュをお約束
します。

Healing Baden
世界各国の癒しの要素を集めた新空間。

◎世界各国の癒しの要素を集めた新空間。リゾート気分を味わえる
休憩スペースと5つの低温サウナで、心ゆくまでのリフレッシュ
を。眺望を楽しみながら、男女一緒にお寛ぎ頂けます。

■土・日・祝日・特定日は入館時にプラス 315円をお支払い下さい。
■「ヒーリングバーデ」利用は専用ウェア・タオルレンタル料が別途525円が
必要です。
■1法人10 枚／月まで購入可能
■お申込み方法：お電話の上、午前10 時～午後 5時迄の間に代金を添えて
法人会事務局まで。

■小学生未満入館不可。
　18歳未満の方のご利用は保護者同伴のもと18：00までに（最終入館受付
15：00）と限らせて頂きます。小学生のご利用は同姓の保護者同伴が必要です。
■お問い合わせ：本郷法人会　☎3812-0595

東京ドーム天然温泉『スパラクーア』従業員の福利厚生に…ご利用ください!!
─ 会員限定チケットのご案内 ─

「平日利用の場合」通常価格 2,565円（税込）が 1,900円（税込）
利用料金

■平成25年7月号（No.451）　発行所　公益社団法人 本郷法人会　発行人 広報委員長  松下和正
　〒113-0033　文京区本郷3-26-8 数寄屋ビル2階　電話（3812）0595　FAX（3815）2401

森田さんを引き継ぎ、広報委員長として編集責任者となりました。IT 委員会と
統合したことを契機に、本郷法人会のホームページとも連携し、より楽しく役に
立つ会報を目指します。ご意見ご要望お待ちしています。昨年は、今 NHKで

放送されている「八重の桜」関連の連載をしましたが、残部がないか問い合わせが増えています。福島の
悲劇に毎週涙しながらご覧になっている方も多いのではないでしょうか。明治維新から第二次世界大戦
の敗戦まで 77年。それから 68年たちました。歴史から謙虚に学び、過信することなく知恵と勇気で
未来を切り拓いていきたいものです。　（松下　記）

日 時   8月11日（日）13：00会場　14：00開演
場 所   文京シビックホール大ホール
指 揮   山 下 一 史

第14回定期演奏会のチケットを販売しております。
モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲 Kv.620
ベートーヴェン／交響曲第8番へ長調作品93
ブラームス／交響曲第4番ホ短調作品98

東京ジュニアオ－ケストラソサエティ

一般：2,000円　学生1,000円　全自由席　　※未就学児の入場はご遠慮ください。



古紙配合率100％再生紙
を使用しています。
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