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熊本県上天草市大矢野町である湯島ってこんなところ

大矢野本島から約８ｋｍ、有明海のほぼ中央にあり標高１０４．２ｍ、周囲約４ｋｍ、島の南側に住居が２００戸ほどあり、人口
は約５００人。島の中は急で狭い坂道や階段がほとんどで徒歩が主な交通手段。同じ地名がきっかけでくまモンと上天
草四郎くんが湯島に来ました。
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法人会の活動

　第58回梅まつりが湯島天満宮に於いて2月8日（日）から3月8
日（日）まで開催され、連日様々な催し物が開催されました。また、
2月22日（日）には熊本県の「くまモン&上天草四郎くん」のステー
ジショーが催され、国税庁のイータ君がステージに登場し、e-Tax
や確定申告のPR活動を行い、境内では堀腰署長をはじめ幹部の
方々もPR活動を行いました。

▲試飲をする参加者たち

文京花の五大まつり“第58回梅まつり”
    湯島天満宮にくまモンと上天草四郎くんがやってきた！！

表紙の説明

【 全法連女連協会長賞 】
（最優秀作品）

世田谷区・小学５年生の作品
（北沢法人会）

【 東法連女連協会長賞 】
（第２位）

墨田区・小学６年生の作品
（本所法人会）

　法人会では、租税教育活動の一環として、わが国の将
来を担う子供たちに税を正しく認識してもらうとともに、
図工学習にも貢献するため、会員企業の女性経営者・幹部
で組織する女性部会が主体となって、小学生を対象とした
「税に関する絵はがきコンクール」を平成２１年度から全国
各地で実施しています。

　平成26年度、東京都内では 48の地域の法人会でコ
ンクールを実施しましたが、関係者のご協力のもと、たく
さんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。

　東京法人会連合会女性部会連絡協議会では、東京都内
各法人会のコンクール最優秀作品を対象にコンクールを
実施し、平成27年2月に平成26年度の入賞作品を選定
しましたので、ご紹介します。

　入賞作品は右記のとおりです。
　（優秀賞については、下記をご覧ください。）
　詳細は http://www.tohoren.or.jp/

平成26年度東法連女連協
「税に関する絵はがきコンクール」
入賞作品のご紹介

平成26年度東法連女連協
「税に関する絵はがきコンクール」
入賞作品のご紹介
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▲司会の女性部会 飯村幹事

　女性部会（山中部会長）と青年部会（佐藤部会長）の活動報告会が、4月13日（月）、午後4時から湯島天満宮「参集殿」
に於いて、それぞれ開催された。女性部会では飯村幹事が司会を務め山中部会長が「今年は青年部会の皆さんが40周
年を迎えますが、来年は私どもが45周年を迎えることになります。このように長く活動を続けられるのも署や親会の皆
様、そして会員の皆様が積極的に活動に参加して頂けた、賜物だと思っております。」とあいさつを述べた後、活動報告会
が開催された。また、同会場に於いて青年部会の活動報告会が伊東副部会長の司会で開催され、佐藤部会長が「本日の
活動報告会並びに創立40周年記念式典にご臨席賜り有り難うございます。また、私は今回で部会長を降りますが新部会
長の下、租税教室を中心に活動を行って参りますので、宜しくお願い致します。」とあいさつし、活動報告会並びに創立40
周年記念式典が開催され、新部会長に就任された塙英幸氏が「青年部会は昭和50年11月に創立され次世代のリーダー
育成と法人会役員の後継者育成の場という理念の下設立されました。創立以来、部会活動は「研修会や講演会が主でし
たが、平成22年からは租税教育活動に傾注して参りました。これからも青年部会ならではの発想力と機動力を活かして
活動して参りますので、宜しくお願い申し上げます。」とあいさつ。続いて、創立40周年記念講演会が行われ、株式会社
医学書院　代表取締役社長　金原優氏による「本郷の産業・医学専門書出版　歴史と将来」についての講話を拝聴した。

女性部会・青年部会が活動報告会を開催
　青年部会新部会長に塙英幸氏が就任
　　併せて青年部会創立40周年記念式典を行う

女性部会・青年部会が活動報告会を開催

Activities

　青年部会新部会長に塙英幸氏が就任
　　併せて青年部会創立40周年記念式典を行う

▲日頃のご協力に感謝をする山中女性部会長 ▲司会の青年部会 伊東副部会長

▲今期で退任される佐藤青年部会長があいさつ ▲力強くあいさつをする、塙新青年部
会長

▲講師の㈱医学書院 金原  優 氏

3



人 、々四十二人が死亡しました。私の友人の
佐藤さんも、この時、坊ちゃんと二人で死んで
しまったのです。
　いまのコンビニ（ローソン）のあるところは
講談社でした。ドリコノという飲み物の製造
工場を建てようとしたんですが、谷中にいる地
主さんがそのような永久建築物は困るという
ので断り、講談社は音羽に移りました。その
跡地に鉄道学校が建てられました。コンビニ
はちょうど講堂のあたりです。床に板が敷い
てあり、こ
こも遺体置
場になりま
した。この
学校は、昭
和二十五、
六 年まで
あったと思
います。

崖下の防空壕
　三月四日、鹿島湯に爆弾が落ちたのと同時
刻に、文京区千駄木三の三二にも、もう一つ
の爆弾が落とされた。ここの地形はちょうど崖
下になっていて、崖は垂直に切り立っている。
高さは数メートルある。この一番下のほうには
高さ二メートルくらいのところに細い道があっ
て、この高さを利用して防空壕があった。こ
こには長屋がいくつかあって、その長屋に住ん
でいる人たちが避難するために造られたもので
あった。
　四日の朝、長屋の住人たちは、空襲警報
によって防空壕に避難した。その時、崖上に
あった、千駄木林町の貯水槽の端に爆弾が
落ちた。ちょうどそこは崖っぷちであったので、
崖の土留めをしてあった。高さ数メートルのコ
ンクリートの壁が倒れ、防空壕を潰した（後
で分かったのですが、この壁は欠陥工事で先
と後の壁が鉄筋でつながっていなかったので
倒れたのです）。そのために、この壕にいた

　20 年前、地域雑誌を始めてから、何度か、空襲を記録化しようとしたことがあった。
そのたび「つらいことを思い出させないで」「戦争の話だけはしたくない」という拒否や抵抗に出会った。

「爆弾が落ちた、死人が出たなんていうと地価が下がる」という方もいた。
　もはや、戦後 60 年。今回はたくさんの方が協力してくださった。今のうちに語っておかなければと思われたのでしょう。

　どうぞ話して下さい。これからも聞きにまいります。
記事提供：地域雑誌「谷中・根津・千駄木」80 号（2005/ 夏）

　	 服部丑蔵さん（千駄木）

※「よみがえった平和地蔵尊」（一九八一年三月）から抜粋
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真島町では
　私は開成中学の三年生でした。勤労動員の
日々でしたが、この日は休みでした。兄は出
征中、高校生の姉は勤労動員で留守、父は
明治大学の英文学の教授で、ふだんはいない
のに、なぜか家にいました。それに母と弟と妹
と私が自宅にいました。午前九時過ぎに空襲
警報が鳴りました。
　家は、台東区谷中真島町三ノ七、当時根
津山と呼んだふもとにあたる場所です。門を開
けると敷石伝いに玄関まで五、六メートル、そ
の敷石の両側に防空壕を掘ってあった。向かっ
て右が大人二～三人入れるような深いもの、
といっても一メートル三、四十センチくらいの
深さです。左側に子どもが二人やっと入れるく
らいの浅いもの。門に向かってにじり口のよう
な小さな出入り口を作り、穴に戸板を置いて上
から盛り土をしておく。外から見ると土まんじゅ
うのようなものです。
　三月四日はたまたま家族五人が揃っていた
のと、父が虫の知らせかそれまでの空襲では
ほとんど入らなかった防空壕に入れといったん
です。妹と弟を左の浅いほうへ入れて私がふた
をした。父と私は右のほうへ、母がなかなか
来ませんでした。父が何回もせき立てて、やっ
と滑り込んだときに爆音がした。
　ズズズ～ン、だんだん迫って、いちばん音響
が大きくなったとたんにすごい衝撃なんです。
戸板に頭をぶつけるような激しい振動があっ
て、もう音がしないんです、振動だけがすごかっ
た。
　これはあとでわかったことですが、道路を隔
てたタバコ屋さんに直撃弾、それから警防団
の詰め所にも、タバコ屋から百メートル入った
ところにも。結局私の家の前と後ろに落ちて爆
発、うちはその境目にあたって、直線で結ぶと

ちょうど三角の間で、これだけ爆弾が落ちてい
るのにまったく音が聞こえなかった。
　振動も止んだので外にでようとしたら戸板が
重くて上がらない。出口のあたりを手で掘って
ようやく私の首と肩の一部が外にでた。見る
と家の門がなくて直接道路が見える。助けて
くれって連呼したら、警防団の人が飛んで来
て戸板の上のものをどかして出してくれた。道
路の向かいに深さ十メートルくらいある穴が放
射状にあいてタバコ屋がなくなっていた。振り
返るとうちも隣の家も無惨に壊れてバラバラに
なっている。爆風と爆風がぶつかったせいで、
うちも隣も家は飛ばずに現場でグシャグシャに
なったようでした。
　弟と妹の入った防空壕の上を片づけて「大
丈夫か～」って声をかけたら、二人とものんき
な声で「何かあったの？」って。やはり何の音
も聞こえなくなっていたらしい。キョトンとした
素
すっとんきょう

頓狂な顔を今も覚えています。
　防空壕の上に屋根や柱がかぶさったのも幸い
でしたし、爆風と爆風のはざまだったから助かっ
たんでしょうね。
　見まわすと倒れている電柱に人の手がくっつ
いていたり、電線に足がぶら下がっていたり、
遺体がほうぼうに散らばっていました。結局、
上野を狙ったものが手前に落ちて、真島町に
三百発の爆弾が落とされ、町は壊滅したわけ
です。それでも「あかち、あかち」と呼んでい
た空地があったからまだよかったんでしょうけ
ど。
　これもあとで聞いたことですが、タバコ屋の
近くでも女の人が助けを呼んでいたんです。で
も私の声が大きくて、女性の声が聞こえなくて、
人がこっちに来てしまった。私たちを助けたあ
とで、虫の息になった女性を助けたが、すぐに

　	 山本思
し げ り

外里さん（世田谷区）
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谷根千周辺の空襲記録
 ＊印はこれまでの聞き取りです。ぜひ読んでいただきたいバックナンバーの再録は、末尾に号数を記しました。
　 ここに記した数字は『警視庁史 昭和前編』（昭和 37年）の「空襲火災状況一覧表」を参考にしました。

1942
4月18日（土）12 時 10 分～
荒川・王子・小石川・牛込ほか
B25、13 機　死者 39 名　焼夷弾 225 キロ4 個以上　爆弾 500 ポンド

12月12日（火）　19 時 37分～
豊島・小石川・東京湾
B29、2 機　罹災者 246 名　死者 6 名　焼夷弾 497個　爆弾 1個

1944
12月 30日（土）　1時 15 分～
浅草・本所・日本橋
B29、1機　罹災者 991名　死者 3 名　焼夷弾 453 個

12月 31日（日）　21時 44分～
神田・本郷・下谷・本所・向島ほか
B29、2 機　罹災者 2201 名　死者1名　焼夷弾 1436 個

1945
1月1日（月）　0 時 5 分～
向島・本所・浅草・下谷ほか
B29、3 機　罹災者173 名　死者 5 名　焼夷弾 773 個

1月 27日（土）　13 時 3分～
麹町・日本橋・京橋・荒川ほか
B29、76 機　罹災者 4296 名　死者 540 名　爆弾 182トン

1月 28日（日）　22 時～
千駄木・谷中・本郷・浅草・荒川・蒲田
B29、1機　罹災者1916 名　死者15 名　焼夷弾 454 個　爆弾 6 個
＊観潮楼焼失、根津神社被災
＊団子坂上に焼夷弾による被災多し
＊団子坂上の麻生家の消火栓の上に爆弾、一面水びたし（30 号）

2月 2日（金）　20 時 5 分～
深川・下谷
B29、1機　罹災者 30 名　死者 4 名　爆弾 3 個

2月 24日（土）　18 時 56 分～ 21時 15 分
浅草・下谷
B29、2 機　罹災者 634 名　死者102 名　焼夷弾 2 個　爆弾 14 個

2月 25日（日）　7時 40 分～
下谷
B29　231機　罹災者 7 万 6285 名　死者195 名
焼夷弾４１１個 4トン　爆弾 42 個　3トン
（14 時 20 分～　神田・本所・四谷・赤坂ほかに空襲あり。機数、罹災者、死者、焼夷弾、爆弾の数はこの日の合計）
＊忍岡小の 6 年生、学童疎開より帰京

2月26日（月）　1時～
荒川・足立
B29、1機　罹災者187名　死者 22 名　爆弾 9 個

3月4日（日）　8 時 40 分～ 9 時 50 分
谷中・千駄木・豊島・滝野川・城東ほか
B29、194 機　罹災者1万 4186 名
死者 650 名　焼夷弾 532トン （爆弾投下数の記載なし）
＊3月2日、根津小の 6 年生 110 名、学童疎開より帰京
＊3月 4日、汐見小の 6 年生 72 名、学童疎開より帰京
＊3月 5日、千駄木小の 6 年生 77名、学童疎開より帰京
＊第一日暮里小学校に焼夷弾落ちる
＊谷中小学校一帯で死者113人、初音町、七面坂、初音幼稚園、全生庵本堂に爆弾落ちる、本寿寺全壊（21号）
＊千駄木三丁目路地奥の崖下のプール（貯水槽）が被災、崖下の防空壕で生き埋めとなり
死者 40 数人（10 数人、50人以上という人も）。遺体は講談社跡地に集められた

＊大観音光源寺本堂に爆弾落ちる
＊東林町の隣組組長の防空壕に直撃弾、2人は救出したが 2人死亡。寒い日だったので壕
から掘り出すと体から白い湯気がぱーっと立ちのぼった。

＊千駄木の大給家には爆弾 1個と焼夷弾の鉄の頭部（20 キロ）とが落ちた（34 号）
＊谷中墓地のおもだかや前に爆弾。防空壕の上に倒れた藤棚がクッションになり、爆風で飛んだ石を防ぐ。（70 号）
＊駒込中学木造講堂焼失
＊都電、八重垣町、団子坂軌道破壊

3月10日（土）　0 時 8分～ 2 時 35 分
下町大空襲
B29、325 機　罹災者100 万 8005 名
死者 8万 3793（推定 10万人）名　焼夷弾 1665トン　爆弾 100K6 個
＊谷中霊園、寛永寺、東照宮、上野公園、池之端七軒町、茅町、　下根岸、上野桜木町被災
＊日暮里経王寺、諏方神社被災（21号）
＊日暮里養福寺、仁王門を残し焼失
＊日暮里渡辺町、石井柏亭、野上豊一郎邸焼失（49 号）
＊駒込館焼失（30 号）

4月1日（日）　7時 20 分～
淀橋・豊島
B29　1機　死者17名　爆弾 9 個

4月 4日（水）1時 12 分～
淀橋・下谷・芝・向島・深川・品川ほか

亡くなったそうです。
　爆弾なので火事にはならず、私たちは残って
いた隣の隣の家に無断で入って仮の家とさせて
もらいました。疎開して空家が多かったんです。
　東京の無差別爆撃はまだ激しくなる前で珍
しかったのか、翌日からわんさと見物人が来ま
した。勤労動員に出ていた姉も驚いて帰って
きた。空爆見舞いに父や母や姉の友人、それ
に私の友だちも来てくれて、まだあのころはモ
ノがそれでもあったんですね。お菓子や羊羹、
お饅頭、砂糖、米もいただきました。
　三月九日にまたズズンズズンズズンと音が聞
こえて、遠いんですけど恐怖が襲ってくるんで
す。父親もいい歳でしたが震えていました。そ
れで四月に入ってから弟と妹を宮城県に疎開さ

せて、私たちは世田谷の知人を訪ねて逃げた
わけです。それまでお見舞いにいただいたもの
で食いつないでいました。戦後もそのまま世田
谷で、谷中に戻ることはありませんでした。

▼ 昭和20年3月4日の空襲
旧久堅町の焼跡でビルは共同印刷である。

写真提供：国書刊行会「ふるさとの想い出写真集」
編著者／渡辺得治郎・戸畑忠政　発行者／佐藤今朝夫
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リサ　最近、外国人旅行者を見かけることが多くなりましたが、円安の影響もあるのでしょうね。

サキ先生　観光だけでなく、買い物が目的で訪日する方も多いようですね。日本政府観光局（JNTO）の発
表によれば、2014年の訪日外客数は1,300万人を突破したようで、過去最高だそうです。東京オリンピック・
パラリンピック開催の2020年には、2 ,000万人を目指すとされていますね。　

リサ　外国人旅行者の方には日本の電化製品や化粧品などが人気のようですが、販売の際に消費税を免税
で販売することができる場合があると聞きました。どういう場合ですか。

サキ先生　「輸出物品販売場」で販売した場合は消費税をかけず免税で販売できる制度があります。これは、一般
的には「免税店」と呼んだ方がなじみがあるかもしれませんが、外国人旅行者などの非居住者向けの消費税免税制度
になります。免税店の数は、観光庁の発表によれば、2014年10月１現在で 9,361店となっています。2013年４月１
日現在の 4 ,622店と比べると約２倍の伸びとなっていますので、事業者の方も関心が高いということでしょうね。

リサ　なるほど「免税店」ですか。消費税が８％となった今では、それが免税になるのは、外国人旅行者に
とっては、大きなメリットですね。この免税店を始めるには何が必要なのですか。

サキ先生　まず、事業者の納税地（一般的には、本店の所在地）の所轄税務署長に申請書を提出して、許
可を受ける必要があります。

リサ　許可を受ければ、免税で販売できるのですね。販売の際に気を付けることはありますか。

サキ先生　販売の際には、パスポートなどを確認することも必要です。ほかに、例えば、電化製品やカバン、
時計などは「一般物品」として、同一の非居住者に対して、同一の店舗における１日の一般物品の販売額の
合計額が１万円を超える場合に、免税で販売できることになります。
また、食料品や飲料類、化粧品などは「消耗品」として分類され、同様に、販売額の合計額が５千円を超え
５０万円までの範囲内の場合に、免税で販売できることになります。ただし、消耗品を販売する場合、開封
されないようにするなど包装方法にも注意が必要です。

リサ　なるほど、いろいろと気を付けなければいけないのですね。

サキ先生　必要な手続きはありますが、このような制度を使って売上げがアップするのであれば、活用を検討
したいものですね。あと、税制改正で、2015年４月から免税店制度が一部緩和される予定です。現状は店舗
ごとに免税販売手続きが必要ですが、商店街やショッピングセンターなど、店舗が集合しているような場合、第
三者に免税販売手続きを委託することが可能となります。

リサ

サキ先生

免税店を始めるにはどうすればいいの？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

税理士　野川　悟志		

Question＆ answer about the tax

筆者紹介
野川	悟志（のがわ・さとし）
1965 年生まれ。国税庁課税総括課、国税局法人課税課などを経て、東京都品川区で税理士登録。近著「免税
店のはじめ方」（税務経理協会）、「間違うと痛い！印紙税の実務Ｑ&Ａ」（共著、大蔵財務協会）など。ＨＰ
は		しながわ税経事務所		で検索。

リサ

サキ先生

リサ

サキ先生

リサ

サキ先生

リサ

サキ先生

Tokyo2020 オリンピック・パラリンピックを目前に谷根千界隈には外国人観光客が増えています。少し足を延ばして上野に行け
ば免税店が数多くあります。【コース例】JR日暮里駅北口⇒谷中銀座⇒ツーリストインファメーション YANESEN⇒観音寺の築地
塀⇒根津神社⇒旧岩崎邸庭園⇒上野駅

「リサとサキ先生の税務問答」バックナンバー（執筆者）
①会社の慰安旅行で海外に行きたいけど大丈夫なの（野川）、②給与所得者の特定支出控除の特例の改正（互井）、③誤って印紙税を納付した場合、
返してもらえるの（山端）、④１人当たり 5,000 円以下の飲食代は会議費なの（小池）、⑤残業した場合の食事の支給は課税されないの（河内）
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message

税務署だより tax offi  ce message

8　 9



法人会会員企業の皆様の為の福利厚生制度

リゾートホテル・シティホテルは利用日の4か月前の1日から、
ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部は3か月前の1日から。

シティホテル（東京•新大阪）のご予約は直接ホテルへお電話ください。

※パンフレットをご希望の方は事務局までご請求ください。 ☎3812-0595

◀
ラ
フ
ォ
ー
レ
那
須

◀
ホ
テ
ル
白
馬
八
馬

  法人会の研修
平成27年度研修事業　予定表

事　業　名 日　　時 場所・時間 内　　容

1 新設法人説明会
平成27年4月10日（金）／6月12日（金）／
8月7日（金）／10月9日（金）／12月11日（金）／
平成28年2月5日（金）

湯島天満宮「梅香殿」
13時30分～16時00分

新たに会社を設立された経営
者向けに「法人税や源泉所得
税の基本的な仕組みを項目ご
とに説明します。

2 決算法人説明会

平成27年4月15日（水）／5月13日（水）／
6月10日（水）／7月3日（金）／8月6日（木）／
9月2日（水）／10月14日（水）／11月11日（水）／
12月2日（水）／平成28年1月13日（水）／
2月10日（水）／3月9日（水）

本郷税務署 大会議室
（但し28年は未定）
13時30分～15時30分

決算期を迎えた法人に対して適
正な申告をして頂くため留意点
など基本的な説明をします。

3 法人税の基礎講座
平成27年9月3日（木）／9月15日（火）／
10月8日（木）／10月21日（水）／11月6日（金）／
11月18日（水）

本郷税務署 大会議室
13時30分～16時30分

実務を担当する方を対象に法
人税の申告書作成のための研
修内容です。

4 源泉基礎講座 平成27年4月22日（水）／6月3日（水）／
9月4日（金）

本郷税務署 大会議室
14時00分～16時00分

実務を担当する方を対象に源
泉所得税事務の要点を説明し
ます。

5 年末調整説明会 平成27年11月4日（水）／11月5日（木）
文京シビックホール
大ホール
4日午後・5日午前・午後

年末調整のしかたや支払調書
の書き方を説明します。

6 税法等研修会 平成27年6月17日（水）／10月28日（水）
6月17日本郷税務署／
10月28日
東京ガーデンパレス

国税や地方税の改正事項など
タイムリーな税法について説
明します。

保存版

今後の研修講座
☆ゼロから始める簿記入門「簿記の仕組みを理解する」6月2日（火）開講、全4回シリーズ
☆平成27年度税制改正のあらましと「マイナンバー制度Ｑ＆Ａ」6月17日（水）

詳しくは、ホームページをご覧ください。 http://www.hongohojin.or.jp/

Annual training planあなたも
参加してみませんか !!
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（有）メディシス
本郷 5-22-13   3814-6685
医療コンサルタント 
（株）勝栗
本駒込 6-15-19   6902-2791
解体業及び雑貨販売 
（株）エクセランス・マンション
本駒込 3-22－11   3823-0787
不動産管理業 
  イーホーム（株）
本駒込 2-８-３-205   6912-2955
建築工事業 
（株）インファクト
弥生 2-11-15   5685-7311
  広告代理業 
  文京向丘二郵便局
向丘 2-30-6   3823-7982
郵便局 
  torinosu
向丘２-8-6-1F   3830-0326
飲食業 
（株）キャビネット中国料理　天慶
本郷 3-5-2　宇佐美ビル1Ｆ   5844-6995
  飲食業 
  文京千駄木三郵便局
千駄木 3-41-3   3823-7984
郵便局 
  大阪 王将 白山店　
向丘 2-12-3   5815-8828
飲食業 
（有)アーバンヒル
本郷 2-27-8   3841-8428
不動産賃貸業・不動産管理
（株)計電産業　
本駒込 2-29-24-7Ｆ   3945-5651
防犯設備機器の製造・販売 
（同）ｆｌｙ
本駒込1－28-14-1004  　　080-9544-5719
コンサルティング業 
（株）栄泉堂岡埜　
本駒込 6-2-1   3946-0141
和洋菓子製造販売
 （有）中央測器
本郷 4-5-9-501   3816-1028
自動給湯機卸売業
  東京不動産コミュニティー（株）
根津1-1-14   3823-4751
清掃・建物メンテナンス管理業
  松岡建設（株）
本郷 4-35-14-102   3814-1501
建設業

事務局だより
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❽

❾

10

11

12

13

14

15

16

17

新会員を招き税務研修会・名刺交換会を開催
－活発な意見交換がされる－

　新会員歓迎会が3月10日（火）、午後5時より湯島天満宮「参集殿」で開催された。司会は吉田厚生組織委
員が務めまず、田中委員長の挨拶に続き、利根川会長並びに堀腰署長が挨拶をした。その後、第1部税務研修
会が行われ、“税金あれこれＱ＆Ａ”と題して、立木上席調査官より解説がされた。続いて、法人会DVDの上映
や加藤副会長が法人会活動の概要を説明した後、参加者の自己紹介と会社ＰＲが行われた。参加された方々は
以下のとおり①㈱サード・プレイス・磯村幸子様／②㈱ムービーマジック・岩松茂／③あおばアドバイザーズ㈱・原
田潤様／④㈱パソコンファーム・佐藤遼様と大駒昌広様／⑤㈱上田墨縄堂・上田誠様／⑥㈱ケイ・エス・システム・
三浦正一様／⑦富士エレベーター㈱・真藤李絵様／⑧イートアンド㈱小林成二様と矢部和浩様／⑨ENVIROME
㈱・丸山智久様／⑩㈱スリー・アークス・東金弘子様／⑪イーホーム㈱・櫻井一雅様／⑫㈱計電産業・酒井信世様

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

講師の立木上席調査官 あいさつをする田中厚生組織委員長 司会を務める吉田委員
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編集後記

　5月に入り、晴れると昼間の気温もかなり高くなる日が多くなってきました。
また沖縄・奄美地方ではもう梅雨入りのニュースが。今年は集中豪雨や大型台風など自然災害が少ない夏でありますよう
に。さらに私たち自身、これからは熱中症対策や食べ物の管理だけでなく、海や川の行楽時の事故にも十分注意して
いきましょう。　　    　 （塙 記）

HOZIN HONGO vol.460
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新会員のご紹介
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税務ニュース

No. 462
平成27年5月号

熊本県上天草市大矢野町である湯島ってこんなところ

大矢野本島から約８ｋｍ、有明海のほぼ中央にあり標高１０４．２ｍ、周囲約４ｋｍ、島の南側に住居が２００戸ほどあり、人口
は約５００人。島の中は急で狭い坂道や階段がほとんどで徒歩が主な交通手段。同じ地名がきっかけでくまモンと上天
草四郎くんが湯島に来ました。
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