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西片町教会

本郷

西片町教会は1889
（明治22）
年、東片町に
「日本メソジスト
駒込教会」
として創立され、1896
（明治29）
年に現在地に
移転してきたのが前身。現在の教会堂は昭和初期に献堂
されたゴシック様式の教会です。木造2階建てですが、最近
外装の改修が行われたようで、
タイル貼りになって木造の
風情がなく、
レトロ感もなくなっています。

櫻木神社

文明年間（1469〜1487）
太田道濯江戸築城の折、菅原
道真の神霊を京都北野の祠より同城内に創建され、湯島を
経て本郷に鎮座したそうです。
例大祭は9月第4土・日曜日。境内には東大に最も近い菅原
道真候を祭ってあるため、
センター試験前後のサ・ク・ラ・サ・
ク櫻木神社は人気スポットになっています。

イラスト／ふるさと画家：上野啓太

着 任 のご 挨 拶
地域に根ざす本郷法人会と共に
本郷税務署長

石川 浩

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、

また、マイナンバー制度以外にも、税制改正への対応
や e-Tax
（電子申告・電子納税）の一層の普及拡大など、
取組むべき課題は山積しております。とりわけ e-Tax に

関東信越国税局竜ケ崎税務署から転任してまいりまし

つきましては、従来より法人会の皆様に多大なご協力を

た石川でございます。前任の堀腰署長同様、よろしく

いただいているところであり、この場をお借りしまして

お願い申し上げます。

感謝申し上げます。引き続き、顧問税理士からの「代理

公益社団法人本郷法人会の皆様方には、平素から

送信」を中心とした法人税、消費税の申告、また、手続き

税務行政に対しまして深いご理解と暖かいご支援を

が簡便で利便性の高い「源泉所得税等の月々の納付」

賜り、厚く御礼申し上げます。

等からのご利用など、さらなるe-Tax の普及拡大にご協力

貴会におかれましては、昭和２５年の創立以来、会員

いただければ幸いに存じます。

企業の経営と地域社会の健全な発展のために、本会と

私どもといたしましては、国民の皆様に信頼される

部会とが一致協力し、各種研修会や講演会の開催を

税務行政を目指し、納税者利便の向上と時代の変化

はじめ、社会貢献活動としての「税に関する絵はがき

に即した税務行政を推進してまいりたいと考えておりま

コンクール」や「租税教室」を通じた税の啓蒙活動、ま

すので、一層のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

た企業の内部統制面や会計面の質的向上を通じて、
税務コンプライアンスを向上させる取り組みなど、地域

貴会では、公益社団法人に移行されてから四期目

に密着した様々な活動を精力的に展開されてこられた

となり、各事業について一層の再構築・効率化を推進

と伺っております。これもひとえに加藤会長をはじめ、

されると伺っております。
「いい出会い地域に根ざす

役員並びに会員の皆様方のご熱意とご尽力の賜物であ

本郷法人会」として、さらに充実した活動の展開を期待

り、深く敬意を表するとともに、重ねて御礼申し上げます。

いたします。
税務行政を取り巻く様々な課題に対応していくこと

さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、少子高齢

は、私どもの力だけで成しえるものではなく、貴会の

化、ＩＣＴ化に伴う社会経済構造の大きな変革のみな

多大なご支援並びにご協力が非常に大きな力となって

らず、昨今の目まぐるしいまでの国際 情勢の変遷に

おり、誠に心強く感じております。これからも、貴会と

対応すべく、経済社会が急 激な変化を見せるなど、

培ってきた信頼関係をより深め、さらに緊密な連絡協調

大変厳しい状況にあります。

体制を築いてまいりたいと考えておりますので、今後

このような環境の中、本年10月には社会保障・税番
号制度、いわゆる「マイナンバー制度」の導入がスタート

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。

いたします。同制度は、税務の面のみならず、社会保障
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分野や災害対策とも連動していることから、国民の関心

結びにあたりまして、公益社団法人本郷法人会の

も高く、非常に重要な制度であります。制度の円滑な

益々のご発展と、会員の皆様方の事業のご繁栄並びに

運用につきましては、法人会の皆様のご理解とご協力

ご健勝を心から祈念いたしまして、着任の挨拶とさせて

が不可欠であると考えております。

いただきます。
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本郷税務署新幹部等プロフィール
Executive Profile

役

職

署長

役

職

特別国税調査官

名

前

石川

名

前

三ツ屋 達郎

関東信越国税局・竜ケ崎署・署長

前

任

江東西署・特官法人・特調官

出身地

東京都（荒川区）

出身地

東京都（文京区）

趣

サッカー観戦

趣

旅行

組織は人なり

モットー

浩

（ふりがな） いしかわ ひろし

前

任

味

モットー

メッセージ 法人会会員の皆様におかれましては、引き続き税

務行政に対するご理解、ご支援をよろしくお願い
いたします。

役

職

名

前

前

任

（ふりがな）

特別国税調査官

真部 和弘

まなべ かずひろ
八王子署・特官法人・特調官

出身地

福岡県

趣

映画鑑賞

味

モットー

信頼される税務署を目指して！

メッセージ 歴史と文化の街、本郷での勤務を楽しみにまいり

ました。１年間よろしくお願いいたします。

役

職

法人1部門統括官

名

前

黒田

前

任

（ふりがな）

くろだ

壮

つよし

（ふりがな）

味

みつや

たつお

明るく元気に

メッセージ 本郷で生まれ育ちました。

よろしくお願いいたします。

役

職

総務課長

名

前

勝然 義徳

前

任

東京国税局・徴収部・
納税管理官・総括主査

（ふりがな） かつしか よしのり

出身地

宮城県

趣

地元仲間との懇親

味

モットー

先ず隗より始めよ

メッセージ 法人会の皆様と連携し、より良い税務行政の推進

に取り組んでまいりたいと思いますので、１年間ど
うぞよろしくお願いいたします。

役

職

法人 3 部門統括官

名

前

松井

任

横須賀署・法人４・統括官

（ふりがな）

敏

まつい

さとし

山梨署・法人１・統括官

前

出身地

長野県

出身地

宮崎県

趣

ウォーキング・マラソン

趣

スポーツ観戦

則天去私

モットー

味

モットー

メッセージ 古き良き東京の面影を残す街「本郷」に着任するこ

とができ、法人会の皆様と共に有意義な年となる
よう頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。

役

職

法人4 部門統括官

名

前

髙橋 正朗

前

任

味

何事も楽しく！

メッセージ 歴史の重みを感じる本郷の地に着任し、この１年間

いろいろ学んでいきたいと思います。どうぞよろし
くお願いします。

役

職

法人 5 部門統括官

名

前

戸田 光雄

国税庁

前

任

四谷署・法人6・統括官

出身地

茨城県

出身地

群馬県

趣

読書

趣

映画鑑賞

何事もポジティブに

モットー

（ふりがな） たかはし まさあき

味

モットー

メッセージ 本郷署の勤務は初めてです。充実した１年となるよ

う努めていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いします。

（ふりがな）

味

とだ

みつお

健康第一

メッセージ 本郷署での勤務、新たな気持ちで臨みたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

3

税務署だより

4

tax oﬃce message

都税事務所だより

metropolitan tax oﬃce message
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法人会の活動
第 1回税法等研修会を開催
第 1部税制改正のあらまし／第 2 部マイナンバーの対策ポイント解説セミナー
第1回税法等研修会が 6月17日（水）13時30 分より、本郷税務署大
会議室に於いて開催された。第1部税制改正説明会では消費税率引
上げに伴う印紙税の取扱いや国税に提出するマイナンバー制度につい
て立木上席調査官から詳しく説明がされた。
また、第2部マイナンバーの対策ポイント解説セミナーでは山田順一朗氏
（フレンズコンサルティング社会保険労務士法人代表）が個人情報保護法
と番号法の違いや安全管理措置の概要などを解説された。
▲講師の社会保険労務士 山田順一朗先生

第 5 回源泉部会が労務セミナーを開催
労務まわりの重要法改正まとめてチェックセミナー
源泉部会（高橋部会長）が 7月8 日（水）15 時より、医科器械会館
セミナーホールに於いて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「労務まわりの重要法改正まとめてセミ
ナー」を開催した。当日は山田先生より「労働者派遣法の改正案」の
ポイントや平成 28 年 4月から開始予定の「有休 5日指定消化の義務
化」などのポイントが解説された。
（当日の資料をご希望の方は事務局までご請求ください）

▲講師の社会保険労務士 山田順一朗先生

第 2 回理事会が開催される
周年行事実施を承認
第 2 回理事会が 7月30 日（木）17 時から湯島天満宮「参集殿」に於いて
開催された。理事会は吉田久夫総務委員長の司会で始まり、定数報告に
続き、議長に加藤高身会長と議事録署名人を選出して議事に入った。第1
号議案「公益社団法人本郷法人会

講師選定規則承認の件」、第 2 号議案

「周年行事実施及び周年行事引当資産支出承認の件」、第 3 号議案「業務執行
理事の職 務執行状 況」などについて慎 重審議した結果、全議案とも承認
された。

▲理事会の様子

理事会に引き続き、
平成 27 年度福利厚生制度推進連絡協議会を開く
福利厚生制度推進連絡協議会が第 2 回理事会に続き、同会場に於いて 18 時
10 分より開催された。協議会は田中元浩厚生組織委員長の司会で進行され、
加藤会長の挨拶の後、共済制度 3 社を代表して内藤達哉東京支社長が挨拶、
その後、大同生命保険 ( 株 )・AIU 損害保険 ( 株 )・アフラック東京総合支社より
事業概況報告や質疑応答がされた。
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▲共済制度受託会社を代表して挨拶をする
大同生命保険㈱ 内藤東京支社長

Activities
第 3 回「浴衣着付け教室」開催

−女性部会−

女性部会（山中 一江部会長）が 8月6日（木）午後7 時より、割烹「かねこ」に於いて、今年で 3 回目となる「浴衣
着付け教室」を開催した。
当日の先生は、昨年一昨年と同じくCUT STUDIO 25 YUSHIMA の檜山先生、村松 先生を迎え、女性 16
名の参加者で賑やかに着付けを教えていただいた。
教室を始める前に、軽食で腹ごしらえしてから開始。お一人の先生がモデルとなり、実際に着ながら、着付けのポ
イント、コツ等を説明、基本の文庫結びで帯を結ぶまでを教えていただいた。
その後、それぞれが着付けをはじめ、先生は勿論のこと、着物を着慣れた役員、参加者の方にも助けていただき、
初めての方も変わり結びの帯のアレンジを習い、華やかな浴衣姿に大満足の教室となった。今夏のお祭り、花火大会
へは、是非、浴衣姿でお出かけください！

▲上手に結べたかな（？）

クロネコヤマト 羽田クロノゲート見学会を実施

−青年部会−

青年部会（塙部会長）は８月７日（金）に羽田空港に隣接した、ヤマトグループ最大級の総合物流ターミナル「羽田
クロノゲート」を一般会員・青年部会員の他、一般の参加者と 29 名で見学してきました。最初に、案内係りの方から
クロノゲートの名前の由来
（ギリシャ神話の時間の神
〈クロノス〉と、国内と海外をつなぐ
〈ゲートウェイ
（Gateway）〉
＝「門、出入り口」の 2 つの言葉を組み合わせた）、クロネコヤマトの歴史・仕組みを映像にてわかりやすく説明して
いただきました。2019 年には創業100 周年にあたるとのことでした。
次に、集配されてきたベルトコンベアー上の荷物がバーコードの読み取り機の中に入り、自動的に仕分けされてい
く様子を見ることができました。１時間で約４万８千個もの荷物を仕分けることができ、104台のトラックが荷物
を降ろすことができると説明がありました。

▲羽田クロノゲートの全景
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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 10年前の記事より転載していますので、少し古
い内容となっています。）

仲よし三人 組 座 談 会
千駄木駅の道灌山下口を出た向かいに、建具をつくる味谷 将一郎さんの仕事場がある。話を聞きに
うかがうと、汐見小で同級だった富ちゃん（武藤 富男さん）の所に一緒に行こうと誘われ、武藤さんち
にうかがうと、賢ちゃん（前田 賢司さん）も呼んだよ、という。昭和六年生まれの仲よし三人組の話は
尽きない。
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戦時中の駒込坂下町

味谷 将一郎さん・武藤 富男さん ・前田 賢司さん

前田 うちがここに来たのは震災のあとだと思う。この
辺は本郷三丁目の炭屋橋本長兵衛の差配していた家で、
みんな借家だった。よく遊んだのは須藤公園と講談社の社宅。
池があってしょちゅうトンボを捕りに行った。
須藤公園の上に区役 所の管理していた町会の防水用
貯水池があった。深さが二メートルくらい。よくみんなで泳い
だよ。昔は柵なんてないし、苔でぬるぬる。上がれないの
をひっぱり上げて助けてもらった。
味谷 昔 の子どもは今みたいにだらしなくないからね。
塀だって崖だってよじ登ったもんさ。
武藤 おれは須藤公園の緋鯉を捕って食ったけど、あれ
はまずい。黒の真鯉はうまかった。
味谷 そうお。私は金魚釣っても返してこいといわれたよ。
前田 あの頃は汐見小学校を出ても上の学校へ上がるや
つは半分もいなくって。職人に学問はいらねえと頭ごなしで、
駒本にあった高等小学校にいった。
味谷 私も府立工芸っていまの工芸 高校を一年でやめ
ちゃったけど。木材科と金属科があって、あの時分もなんで
か学校では英語をやっていた。
武藤 山田さんて地下鉄 の入り口の二つ先 のカレー粉
屋のおやじが、警報が鳴るたびに敵機は一機ですとか二
機ですとか、触れて回ってた。あれは逃げるんじゃねえと
いうことだったのかな。
味谷 うちの隣の半田さんの工場に軍の砂糖がいっぱい
入っていて、そこが放火されて焼けたことがあった。そんとき
は砂糖のおこぼれにみんなあずかってね。結局、三月四日
に半田さんところも爆弾が落ちたんだが。

前田 石川って絵描きのばあさんが、あの時分、みんな女
の人も髪を切ってもんぺを履いていたのに、一人だけ
髪は長いまま、着物をゾロリと着てすげえオバサンだっ
たな。結局あれで通しちゃったのはえらい。淡谷のり子
みたいな女だね。
武藤 空襲警報にも馴れてきちゃってね。電気を点け
たままで、あれはあっちだ、これはこっちにこねえな、
とか敵機の行き先がわかるようになる。テニアンから
富士山めがけて来て東西に分かれるんだ。
前田 爆夷弾はパアッと開くと三十六発が花火みたい
できれいだった。長さ四十センチくらいで六角形だった。
爆弾が落ちてると腸がよじれるとか、耳と鼻をふさげとか、
いろいろ言われたな。講談社の空地に防空壕を掘って
五十人くらいは入れた。結局、おれたち三月四日で死に
そこなったわけ。
味谷 この日は朝九時ごろだってのに、町じゅうが煙
で夕方みたいに真っ暗で。
武藤 さっきいったおれたちの泳いだ貯水槽が爆弾で
崩れて、下の防空壕にいた人が四十何人死んだという
の、すぐ近くだけどよくわからない。だいたいこの辺は、
自分とこには防空壕を掘れないような長屋が多かった。
よみせ通りの魚長さんでも亡くなったでしょう。いまの
さおとめのマンションのところにあったダットサン（小型
の車）が質屋の金田さんの塀の中に落っこった。
前田 爆夷弾はゴムのりみたいなもので体にひっつく。
屋根から入ると天井にひっついてそこから燃えるんだ。
武藤 寝ようとすると来る。向こうは心理戦なんだ。

高射砲の陣地なんかつくっても敵さん一万二千メートル、とて
も届かない。このころ、おれは本郷三丁目でピンセットを
作ってた。十七歳で。背が小さいから召集されても工兵で穴
堀り専門だといわれ、予科練に願書を出してあったが、終戦
でパアになった。
味谷 落下傘で米兵が降りてくるのは見たことがある。空
からはお礼が降ってきて、金だと思って拾うと米軍のビラ
だった。もう日本は負けたとか、沖縄は投降して住民は幸
せになってるぞ、早く降伏せよとか書いてある宣伝だった。
武藤 それを四つに折ってヤミ市で使ったりした。三月十日
のあと、言問橋に自転車で友だちの五十嵐と行ったら、土
佐衛門ばっかり。蔵へ忍び込んで、米袋を盗ったつもりが糖
だった。うちじゃとにかくオヤジは道楽のあげくに病気で寝
てるし、母ちゃんは買い出しで田舎行ってるし、兄貴は終戦後、
すぐ死んじまうし。なんか拾うくせがぬけねえ。洋服でも捨て
られない。
前田 終戦後のほうが食い物はなかったな。その日の食
い物を探して一日終わっちまう。うちは自転車屋だから、タ
イヤ持ってくと米をくれた。自転車も売るより直すの専門
だった。まあ勉強しなくてよくてよかったな。
武藤 東大でアカザやタンポポを摘んで食べた。
味谷 団子坂の今晩軒が雑炊食堂になってたが、まずいの
まずくないのって。三十～四十銭で食べられたけど、薄くて顔が
映るくらい。
武藤 終戦ときは押入れの中で泣いたな。
味谷 また神風が吹くと思ってたんだが。
前田 しゅんとしちゃったな。
そのあと進駐車の放出物資、缶詰のベーコンとか。あれは

汐見小学校の学童疎開①
戦局の悪化とともに人口の疎開が始まり、まず、年寄り
や子供を縁故先に移せと言われ、私は小学校五年生になっ
たばかりの四女と、二年生になった長男を、長女の嫁ぎ先
の世田谷区赤堤小学校に転校させた。その後しばらくして
から文京区内にある十八の小学校が栃木県に八校、宮城
県に十校分散して学童を疎開させることに決まった。
当時、私は父兄会の副会長をしていた関係もあり、特に
校長から話があったため、
「学童の世話をするなら、私の
子供も人並みの苦労をさせよう」と、赤堤小学校から再度
汐見小学校に復校させた。そして、十八年十月末に皆さん
と一緒に塩原へ連れて行った。根津と真砂、汐見の三校が、
紅葉で有名な塩原の温泉旅館へ行った。
汐見小学校は、福知渡でも一番の和泉屋旅館の、川向こう
にある三階建ての新館を使用した。三階に汐見小の本部
を置き、助川校長は東京の汐見校本部に残り、副校長の
田中先生が塩原の最高責任者となった。なお、東京から通っ
てくる私ども委員の部屋もこの隣にあった。
その下の二階と一階が六年生と五年生の部屋で、地下の
大浴場は毎日運動を兼ねた子供たちの遊び場でもあった。

忘れられないね。ジャガイモを切ったのと牛肉が入ってて、
コンビーフといったって、今のミルクの缶くらい大きいの。
味谷 マッカーサーは日本人の欲しがるものをくれた。
そんなひどいことしなかったから、すぐに親米になっ
ちゃった。
武藤 中学の先生が「憎しみをもって暮らすより親し
みを持ちなさい」と教えてくれたし。
味谷 でも自分の家族を空襲や爆弾で亡くした人は
忘れられないでしょう。
前田 三月四日だってここら辺、たくさん死んだんだもん
ね。私は家族に被害がなかったから。
味谷 日本人は忘れっぽいのか、農耕民族だからかな。
私ら子どもだったとはいえ、忘れられない側の気持ち
も考えないといけないね。

左から前田さん、武藤さん、味谷さん

佐藤 豪一 さん（広報委員）

（下記の内容は、地元の記事を抜粋しました。）

この隣の松屋旅館は四年生、その隣の坂口屋旅館に
は三年生の男女が入り、この三軒の旅館には受け持ち
の先生と寮母さんそれに六年生の男女三四名がお手
伝いの役に配置されていた。
当時、汐見小学校の学童数は四百名以上の大所
帯だった。この大人数の食事の世話は、坂口屋の
向かいに汐見小専属の炊事場を改造し、東京から来
た炊事係と、新しく土地の者を四、五人雇っていたが、
なかなか面倒を見るのが大変だった。まず、東京都か
ら輸送して来る配給量は大人並みの一日二合三勺の
他に副食物で、これを適当に、もちろん栄養を主に、
食事やおやつに割り当て、食事が出来た通知を受け
ると、各旅館から当番が集まってくるのだが、それが
テンヤワンヤの大騒ぎで、東京から来ている委員たち
も総出で汗水垂らした。
千駄木二丁目商店街振興組合
初代理事長 故 ･ 野口 福治氏
著書「ふるさと千駄木」より抜粋
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会員増強月間に向けて

（ 10月〜12月）

10 ⇨
12
月

月

会長に就任して、初の会員増強月間に向けてご協力ください
会

長

加藤 高身

今期、前利根川会長の後任としまして、第10代

できるような環境を造り、会員に有意義な組織

会長の大役を仰せつかり気の引き締まる思いで

とし、また、全会員に増強に対しご支援・ご協力

一杯ですが、非力ながら粉骨努力する所存です。

を頂けるような組織にしたいと思います。

【いい出会い 地域に根ざす 本郷法人会】を

皆様のご理解のもと多くの新会員を迎える

目指し、会員相互の信頼と友情、調和のとれた

ことが出来ますよう、厚生組織委員会の皆様を

親睦の中での活動を展開していきたいと考えます。

始め、役員、会員の皆様には大変お世話になりま

特に支部組織の再編もされ、新しい法人会

すが、どうか地域の活性化にご協力の程宜しく

への模索と、会員一人ひとりが会をよく理解

お願い申し上げます。

昨年実績を 10％上回る「 52 社の仲間を迎え入れましょう」
厚生組織委員長

田中 元浩

今年も会員増強月間の季節がやって参りま

正会員、賛助会員を問いません。法人会の

した。
「もう来たか」という気持ちです。改めて

主旨をご理解いただければ、賛助会員は管轄内

時の速さに驚いております。

の法人でなくても、また個人でも入会できる

今年は支部の統合により、5 支部体制で臨む

会員資格です。割安な会費（月額 1000 円）も

会員増強月間であります。各支部、地区の役員

さることながら、是非メリットを享受いただき、

の皆さまには、新体制の下、更なるご協力を賜

仲間をひとりでも多く迎え入れ、いい出会いを

りたく、よろしくお願い申し上げます。

お互いにしたいと思います。

昨年は、
「 100 社の新会員獲得」を目標に掲
げ邁進して参りましたが、結果は４７社に留ま

心より皆さまのご尽力を賜りますようお願い
申し上げます。

りました。痛切に厳しい現実を改めて実感し
たしだいです。
しかし「目標なくして行動できず、行動なく
して結果は得られず」の精神を今年も引き継ぎ、
本年度はより身近な、頑張れば達成可能な現実
的な数値である昨年の 10 % 増である「５２社
の新会員獲得」を目標に掲げたいと思います。
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いい出会い
地域に根ざす
本郷法人会
新規会員募集中です

事 務 局 だ より
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新会員のご紹介
❶ ( 一社）東京社会保険協会
新宿区新宿７-２６-９
医療保険業

❷ Cucina Italiana Ｚｕｃｃａ
本駒込５-３９-８
飲食店

❸ 医療法人社団 樹正会 丸山歯科医院
本駒込５-４４-２
歯科医院

❹ (有)トラスト・ウィッシュ
千駄木３-２２-１２-２０２
電気工事業

❺ エムテクニック（株）
本駒込 2-28-1-Ｂ1612
建設業

❻ (株)創美社

湯島３-31-１-302
測量業

❼ (有)平塚酒店
❶
新宿区

本郷４-１６-２
小売酒販店

❽ 星名真喜子社会保険労務士事務所
西片２-１５-１３-201
社会保険労務士事務所

3204-8877

6908-9808

3821-2294

5834-2776

5940-0800

6860-7701

3812-5062

6754-1747

訃 報
当会、最高顧問・前会長・青連協第 4 代会長・全法連青連協第 4 代会長
利根川政明氏（株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ 代表取締役会長）におかれましては、
入院加療中のところ、去る 8月17日（月）午後11 時 3 分ご逝去されました。
享年 67 歳。
ここに謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
なお、葬儀は去る 8月22日護国寺「桂昌殿」にて執り行われました。

編集後記

戦後７０年。戦争の記憶のある方たちが高齢となり、若い世代にどのように戦争とその体験を伝えて
いくかが問われている。国会では憲法改正に向けての討議が行われる中、果たしてどれだけの人が自
身の事として捉えているのだろうか。私自身まったく戦争の記憶は無い。身内から悲惨な体験を聞くことも
無かったが、平和の重要性は感じている。平和とは何か、被爆国としてどう人類の平和に向き合うか。
まずは自身が向き合っていきたいと思う。
（山中 記）
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