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石井いり豆店『いり豆』

昔ながらの店構えで、風情ある豆の専門店。落花生はじめ落花糖、
蚕豆、柿の種など豆と豆菓子が揃っている。
文京区西片1-2 -7　☎03 -3811-2457
営業時間：9：30～19：00
休 店 日：日・祝

手打そば  玉江『そば』

完全予約制。1日1組（5 ～ 6人以上～16人程度）限定。予約待
ち多数で半年以上とも、完全お任せコース。
文京区本駒込 5 -34 -6　☎03 -5814 -0977
営業時間：13：00～22：00頃

※要予約。希望時間に合わせ予約受付
休 店 日：火・その他不定休

いい出会い　地域に根ざす　本郷法人会

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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秋涼の候、公益社団法人本郷法人会の皆様
には、益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上
げます。

この度の人事異動により、本郷税務署長を
拝命し、関東信越局本庄税務署から転任して
参りました山本でございます。前任の森主署
長同様、よろしくお願い申し上げます。

公益社団法人本郷法人会の皆様方には、平
素から税務行政に対しまして深いご理解と暖
かいご支援をいただいており、厚く御礼申し上
げます。

公益社団法人本郷法人会におかれまして
は、昭和25年の創立以来、会員企業の経営
と地域社会の健全な発展のために、各種研修
会・講演会の開催など地域に密着した様々な
公益性の高い事業活動を展開される一方で、
社会貢献活動としての女性部会による小学生
を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」
や青年部会による「租税教室」の実施を通じ
て正しい納税知識の普及にご尽力されている
と伺っており、大変心強く感じております。こ
れもひとえに利根川会長をはじめ役員並びに
会員の皆様方のご熱意とご尽力の賜物であり、
深く敬意を表するとともに、重ねて御礼申し上
げます。

●信頼される税務行政を

さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、少
子・高齢化、高度情報化の進展や経済のグロー
バル化・複雑化により大きく変化しております。
このような環境の中で私どもは、「適正・公平
な課税と徴収の実現を図る」という国税庁の任
務を果たすために、納税者の皆様の利便性・

サービスの向上、更には時代の要請に合った
税務行政を推進し、皆様に信頼される税務行
政をおこなっていくことが重要であると考えて
おります。そのため、「e-Tax」の利用をはじめ
とした ICT化、また、税務組織の事務の効率
化を推進するため、電話相談の集中化、税務署
内の同種の事務を統合して、一元的に処理す
る「内部事務の一元化」の取組みなどを行って
おります。特に「e-Tax」につきましては、最重
要課題として全力で取り組んでいるところであ
り、更なる普及拡大を推進していくためには、
法人会の皆様のご理解・ご協力が必要でありま
す。顧問税理士からの「代理送信」を中心とし
た法人税、消費税の申告、また、手続きが簡便
な「源泉所得税等の月々の納付」等からご利用
を始めていただければ幸いに存じます。

●地域に根ざした事業に期待

公益法人として二期目に入り、各事業の統
一・効率化を推進すると伺っております。地域
に根ざした本郷法人会として魅力ある事業の
構築がなされることを期待します。

税務行政に対する様々な課題に対応してい
くことは、私どもの力だけでは成しえるもので
はなく、貴法人会の強力なご支援・ご協力が大
きな力であると認識しております。

今後とも、税務行政の良き理解者として、一
層のお力添えを賜りますよう、お願い申し上げ
ます。

結びにあたりまして、公益社団法人本郷法
人会の益々のご発展と、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、着任の挨拶とさせていただきます。

本郷税務署長　　山　本　克　己

着任のご挨拶
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本郷税務署新幹部等プロフィール
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前　任 前　任

前　任 前　任

前　任 前　任

前　任 前　任

出身地 出身地
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出身地 出身地

出身地 出身地

趣　味 趣　味

趣　味 趣　味

趣　味 趣　味

趣　味 趣　味

モットー モットー

モットー モットー

モットー モットー

モットー モットー

メッセージ メッセージ

メッセージ メッセージ

メッセージ メッセージ

メッセージ メッセージ

署長 特別国税調査官

法人1部門統括官 法人3部門統括官

法人4部門統括官 法人5部門統括官

法人1部門連絡調整官 総務課長補佐

山本　克己 矢部　明生

牧野　　卓 小山　隆央

青木　崇匡 谷口　武司

服部　喜美子 古場　貴吉

やまもと　かつみ やべ　あきお

まきの　たかし こやま　たかひさ

あおき　たかまさ たにぐち　たけし

はっとり　きみこ こば　たかよし

関東信越国税局・本庄署長 東京国税局・調査第二部・調査第15部門統括官

東京国税局・課税第二部・法人課税課・主査 玉川署・法人2部門・統括官

東京上野署・特官法人・連絡調整官 蒲田署・法人4部門・統括官

杉並署・管運・連絡調整官 財務省・秘書課

滋賀県（彦根市） 山梨県

東京都 東京都

静岡県 北海道

千葉県 長崎県

謡曲（観世流）、スポーツ観戦（ラグビー、アメフト） 庭いじり

楽器演奏 音楽鑑賞

スポーツ観戦 スポーツ観戦

スポーツ観戦 楽器演奏

オットドッコイ、今日も元気で頑張ろう ゆとりを持つ

とにかく前へ！ 人生万事塞翁が馬

日々努力！ 明るく元気に！

プラス思考 なんとかなるさ！

積極的に活動されている法人会の皆様との協調関
係をより深め、よりよい税務行政を図りたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

4年ぶりの法人特官勤務です。
本郷法人会の皆様、よろしくお願いします。

本郷税務署に着任させていただいたのも何かのご
縁だと思います。
この1年間よろしくお願いいたします。

本郷の街の伝統、歴史をよく知りたいと思ってい
ます。
1年間どうぞよろしくお願いいたします。

本郷での勤務を実りあるものにしたいと思ってい
ます。
1年間どうぞよろしくお願いいたします。

伝統ある本郷署で精一杯仕事に取組んでいきたい
と思っています。
一年間よろしくお願いいたします。

本郷での勤務は初めてになります。
一年間よろしくお願いいたします。

補佐1年目ということもあり、皆様にご迷惑をおか
けすると思いますが、楽しい一年となるように頑張
りますので、よろしくお願いいたします。

※本郷税務署幹部異動状況表は同封しておりますのでご覧ください。
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法人会活動をPRして下さい !!
会　長　利根川 政明

会員増強月間に向けて（10月〜12月）

いい出会いをしましょう!!
文化厚生組織委員長　田中 元浩

平素は法人会事業にご支援を賜り厚く御礼
申し上げます。猛暑続きの今年の夏でした
が、皆様にはご健勝のことと存じます。

初秋を迎え、会員増強、税を考える週間と
法人会の重要な事業が続いて参ります。特に
会員増強では法人会活動を多くの皆さんに
知って頂く事だと思います。

各委員会、部会が多くの事業を開催して経
営面での支援、税法の研修、社会貢献活動な
ど部会では小学校での租税教室、フラワーア
レンジメント教室など、ビジネス交流を数多
く開催しています。非会員の方も参加が出来
ます。会員の皆様がお誘い頂ければ実感して
頂けると確信しております。是非、未加入の
方をお誘い下さい。
「いい出会い、地域に根ざす、本郷法人会」

をもっともっと PR をお願い致します。

文化厚生組織委員長を拝命し初めて迎える
会員増強月間です。各支部、地区の皆さまに
は日頃より献身的なご協力を賜り誠にありが
とうございます。

長期にわたり低迷しておりました、日本経
済は昨年後半より明るい兆しも見えはじめて
おります。しかし、消費税率のアップや社会
保険料の負担額増も見込まれ、実生活では好
景気を感じることができない方も多々いらっ
しゃることと思います。私自身はまったく感
じておりません。日本の景気回復などと大き
なことは毛頭言うつもりはありませんが、地
元である本郷地区が賑やかになることは私た
ち誰も異存は無いはずです。ネット普及によ
り顔を合わせなくても、会話をしなくても用

が済んでしまうことがある昨今ですが、この
本郷では、人と人が出会い、心を通わせる街で
今後もあり続けて欲しいと願います。

昨年に引き続き本年も会員増強大会を 9月
初旬に開催いたしました。会員増強は会員一
人ひとりの温かい心構えとお声かけで何倍も
の効果が上がると思っております。ご近所の
会社でも年齢差のある代表の方であったり、
業種がまったく異なり接点がつかみにくくて
声がかけづらい・・・・。そんなときは是非事
務局にご相談ください。本郷法人会は異業種
交流の場でもあります。各種業種、各年齢層
の方たちがいます。適任を見出し、その方た
ちから声をかけてもらうことも可能です。是
非同じ土地を共有する仲間をひとりでも多く
迎え入れ、いい出会いをお互いにしたいと思
います。心より皆さんのご尽力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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元・テレビ宮崎アナウンサーの戸澤 愛氏を招き
話し方講座を開く

源泉部会が労務セミナー第3回を開く─知らなかったでは済まされない─
労働法改正のポイント把握セミナー

青年部会（佐藤潤一部会長）の 6月研修会
が 6月18日（火）、午後3時より本郷税務署大
会議室で役員会に引き続き開催された。研修
会は吉田副部会長の司会で始まり、第1部とし
て「平成25年度税制改正のあらまし」について、
立木直美上席調査官より消費税の経過措置や
中間申告の重要点についての解説や住宅ローン
減税の改正点などの説明があった。その後、第
2部として話し方講座が開かれ「人前で上手に
話す」をテーマに戸澤 愛氏（元・テレビ宮崎アナ
ウンサー）が、話すことが得意な人、苦手な人の
相違点について話された。まず、話すために必
要なことは「相手への配慮」と話す中身につい

て①話す目的をはっきりさせる②基本は起承転
結③特に「結」を決めておくこと④必ず伝えたい
ことは 1～ 3個に絞る⑤専門用語は減らす⑥飽
きられないようにする。ことだと話され、最後
にうまく話す方法として、うまく話そうとしない
こと。伝えようとすることが大切だと話した。

源泉部会（繁藤勝部会長）主催による労務セ
ミナーが 7月4日（木）、午後3時より医科器械
会館セミナーホールに於いて開催され、フレン
ズコンサルティング社会保険労務士法人代表の
山田順一朗氏を講師に招き、知らなかったでは
済まされない！「労働法改正のポイント把握セ
ミナー」をテーマに . 平成24年10月1日より施
行された「労働者派遣法」【事業に関すること】
①日雇派遣が原則禁止になります②グループ
企業派遣が 8割以下に制限されます③離職後
1年以内の人を元の勤務先に派遣することが禁

止されます③マージン率などの情報提供が義
務化されます【労働者の待遇に関すること】①
待遇に関する事項などの説明が義務化されま
す②派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義
務化されます③派遣労働者への派遣料金の明
示が義務化されます④無期雇用への転換推進
措置が努力義務化されます。☆労働契約申込
みみなし制度（平成27年10月1日施行）「高齢
者雇用安定法」①継続雇用制度の対象者を限
定できる仕組みの廃止②継続雇用制度の対象
者を雇用する企業の範囲の拡大③義務違反の
企業に対する公表規定の導入④高年齢者雇用
確保措置の実施及び運用に関する指針の策定。

「労働契約法」として①無期労働契約への転換
②雇止め法理の法定化③不合理な労働条件の
禁止。その他の法改正について「社会保険の
パート適用」・「障害者雇用促進法政令改正」・

「健康保険・年金」・「労基法施行規則改正」など
について分かり易く説明された。

〈青年部会6月研修会〉

元・テレビ宮崎アナウンサー
の戸澤愛氏

分かり易く説明する
立木直美上席調査官

講師の山田順一朗先生
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着崩れしにくいひも結びや綺麗に見える着方、
浴衣着付け教室で伝授

造幣局東京支局を見学
─プルーフ貨幣のできるまでを学ぶ─

女性部会長　山中 一江

青年部会長　佐藤 潤一

青年部会主催夏季研修会を 8月2日（金）、
造幣局東京支局で開催した。夏休みの自由研
究にと、多くのお子様達も参加した。造幣局の
本局は大阪で、東京支局では主に記念硬貨・メ
ダル・勲章の作成や貴金属製品の品位試験（製
品に含まれる貴金属の純度の割合を調べるこ
と）を行っていた。ここ数年電子マネー等によ
り硬貨の流通量が急激に落ち込み1円、5円硬
貨の本年の製造は無いということも学びまし
た。見学後昼食会をもち有意義な時間を過ご
すことができました。

女性部会主催による浴衣着付け教室を８月９
日（金）「かねこ」に於いて、19時より開催致し
ました。当日は CUT STUDIO 25 YUSHIMA
より檜山先生・村松先生をお迎えして 17名女子

（年齢には幅がありましたが…）による楽しい
教室になりました。

最近は花火見物に浴衣で出かける若い方も
多いので、会社帰りの女性社員の方々にもご
参加頂きたいと考え開催を平日の夜に致しま
した。会社帰りを想定し、おにぎりとお茶や
お菓子を用意。腹ごしらえして開始しました。
まずは浴衣の着付けから…

浴衣の名称や着付けの基本を習い、次は
其々に実践。着崩れしにくいひも結びや綺麗
に見える着方、崩れてきた時の直し方など。
プロならではのポイントを伝授して頂きまし
た。続いて文庫の帯結びを習いました。

若い人は可愛らしく、年配者は粋に…皆さ
ん個性的に素敵に結べました。同じ文庫結び
でも羽の広げ方一つでこうも変わるのかと一
同感心致しました。

着慣れている方は若い人のお手伝いをしなが

ら、年代を超えて賑やかな一時となりました。

浴衣各部の名称

講師の CUT STUDIO 25 
YUSHIMAの方々

玄関前にて記念撮影

着付けが済んで「ほっと一息」
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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
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利用料金

■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

「平日利用の場合」通常価格2 ,565円（税込）が
1,900円（税込）

スマイルデザイナーという笑
顔が素敵になるような審美歯

科を売り物にしている歯科医が最近結構繁盛し
ているそうです。歯を奇麗に美しくすることは
当たり前で、それに美しい笑顔となるよう指導し
たりサポートすることをプラスしているというこ
とだそうです。笑う門には福来る、笑うと強運
を呼び込む、また、医学的にも良い効果がある
ことが証明されております。笑いは健康と幸福
の特効薬だそうです。スマイルデザイナーの歯
科医さんで治療を受けたくなりました。法人会
もいろいろな特効薬を取り揃えております。法
人会を宜しくお願い致します。　（中村登美男）
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