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新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。皆様には当会の活動に対し日頃から多大なご

支援を賜り、心から御礼申し上げます。
昨年もほぼ年間を通じ、新型コロナウイルスの対応に追われた一年でありました。当会

でも当初予定していた各種行事の中止や変更を余儀なくされ、十分な活動が思うように
できず、残念な思いで一杯の一年でした。なかでも節目の行事であった法人会創立70周
年・女性部会創立50周年記念式典もやむなく中止となってしまいましたが、今年は気持
ちも新たに、“70＋1”としてぜひとも開催したいと考えております。

コロナ禍の収束については不透明な状況ではありますが、安全・安心を最優先に感染
防止対策を徹底しつつ、当会の理念である「いい出会い　地域に根ざす　本郷法人会」のもと、税知識普及及
び納税意識の高揚、社会貢献、租税教育活動等の更なる推進に取り組んでまいりたいと存じます。そして、今
年は多くの方々と交流し、笑顔の輪が広がることを願っております。

結びにあたり、コロナ禍の一日も早い収束と皆様にとりまして新しい年がより良き年でありますよう心から
祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

（公社）本郷法人会 会長
五十嵐 正樹

年頭のご挨拶
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。
昨年も、地域社会の発展にご尽力いただきましたことに、心から感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症の流行の中にあって、社会経済情勢はこれまでよりさ

らに速いスピードで変化し、様々な見通しをたてることが極めて困難な状況となっており
ます。

こうした状況においても、区は、区民の皆様の身近な行政ニーズに継続して応えるとと
もに、新型コロナウイルス感染症に関する施策など、新たな行政ニーズにも応えていく責
務があります。

今後、貴会との連携・協力は、これまで以上に重要なものになってくると考えておりますので、さらなる地域
社会の発展と文京区政の伸展にお力添え頂きますようお願い申し上げます。

結びに、貴会会員の皆様方の益々のご発展とご多幸を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただき
ます。

新年のご挨拶
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皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、五十嵐会長をはじめ役員並びに会員の皆様方には、各種説明会や税に関す

る絵はがきコンクール、租税教室の開催など、地域に密着した様々な事業活動を展開さ
れ、税務行政の円滑な運営に、格別のご理解とご協力を賜っており、心から感謝申し上げ
ますとともに敬意を表する次第です。

さて、まもなく所得税及び個人事業者の消費税の確定申告期を迎えます。例年同様、
確定申告書作成会場を上野合同庁舎（東京上野税務署）に開設（期間：２/16～３/15）致
します。

令和３年分の確定申告から、スマートフォンのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その
記載内容を自動入力することが可能となるほか、マイナポータル連携による自動入力の対象を拡大するな
ど、ｅ－Ｔａｘの利便性の向上に努めております。会員の皆様方におかれましては、新型コロナウイルス感染
症の感染リスクを軽減するためにも、確定申告をされる社員や従業員の皆様にパソコンやスマートフォンか
らｅ－Ｔａｘを利用した確定申告をお勧めいただくなど、ｅ－Ｔａｘの更なる普及・拡大に向けた取組にご協力を
賜りますよう、お願い申し上げます。

結びに当たりまして、会員の皆様方のご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。

本郷税務署長
横矢 寿彦

文京区長
成澤 廣修
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新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
本郷法人会の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。旧年中はコロナ禍の中にもかかわらず、東京都の税務行政に多大なるご理解とご
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

主税局では、納税者のクオリティー・オブ・サービスの向上と税務行政の構造改革の実
現のため、申告・申請の電子化対応、キャッシュレス納税の拡充、税務業務へのＩＣＴ技術
の活用など、税務のデジタル・トランスフォーメーションの推進に取り組んでおります。

文京都税事務所といたしましても、申告・申請の電子化やキャッシュレス納税の普及に
努めてまいりますので、感染拡大防止の観点からも、引き続き、エルタックス（ｅＬＴＡＸ）の利用促進にご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

結びに、貴会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝とご事業のご繁栄を心より祈念いたしまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

文京都税事務所長
大隈 雅英

新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。新年を迎えるにあたり、本郷法人会の皆様方のご

繁栄とご健勝をお祈り申し上げます。
さて、一昨年に広まったコロナ感染症の影響により、日本経済は先行き不透明な状況

ではございますが、ワクチン接種率も高まり少しずつコロナとの共生も叶い始めており、
本年度は景気も回復するのではないかと希望的観測をしております。

令和4年度が成長の年となることを祈念するとともに、税理士会一同、皆様方の発展
へのサポートをさせていただく所存です。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

東京税理士会
本郷支部支部長
高橋 千亜紀

田中 元浩（副会長）
明けましておめでとうございます。今年こそは会員皆さまが集え
る行事の開催を期待しております。

山中 一江（副会長）
コロナ禍で受けた人の温かさに、感謝の想いをお返しする年にし
たい。

塙 英幸（常任理事・総務委員長）
新年あけましておめでとうございます。スムーズに法人会活動
出来るよう総務として努力してまいります。

仲田 和人（常任理事・社会貢献研修委員長）
新年おめでとうございます。皆様と共に笑顔を交わしながら、対面
の企画を増やせる年であるよう努めます。

佐藤 潤一（常任理事・税制委員長）
コロナの影響で一気に ICT 化、働き方が変容しました。急速な
変化に負けない組織作りをしていきたい。

鵜野 眞理子（常任理事・広報委員長）
新年おめでとうございます。今年も、文京区だけでなく世界の

動きにもアンテナを張って皆様に役立つ情報を、広報誌「ほう
じん本郷」を通してお届けしたいと思っております。　　　　
今年もどうぞよろしくお願い致します。

熊谷 昌之（常任理事・財務委員長）
おめでとうございます。新型コロナに負けない仕事も衛生面も
基本に忠実な行動を取る。

小嶋 守（常任理事・厚生組織委員長）
65 歳を迎えたアナログ人間ではありますが、デジタル化時代に
負けぬよう、一日一日を大切に頑張っていきたいと考えています。

奈良部 宏（常任理事・第 2 支部長）
法人会は異業種の方々の集まり。地域交流を密にし、有事に備え
ることが大切です。

吉田 博（常任理事・第 4 支部長）
次々と新種株が押し寄せそうな新年になりましたが、そろそろ 2
年のブランクを取り戻したいトラ年にしたいもの。

鳥山 金一郎（常任理事・第 5 支部長）
新年明けましておめでとうございます。今年も法人会会員として
世の為に成る良い企業を目指して努力します。

今年の抱負を一言



本郷地区

湯島地区
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本駒込地区

向丘地区

西片地区

千駄木地区

根津地区

食肉専門店
千駄木腰塚 本店

東京都文京区千駄木 3-43-11
TEL. 03-3823-0202
URL. https://www.koshizuka.jp/

昭和 24 年創業・文京区千駄木に本店を構える食
肉専門店です。中央卸市場で仲卸も行い、千駄木
の本店では、熟練の目利きが買い付けた美味しい
お肉を取り揃えております。また、ハム・ソーセー
ジは千駄木本社の工場で職人が丁寧に手造りす
る自家製で、メディアでも取り上げられる自家製
コンビーフは、当店の一番人気の商品です。皆さ
まのご来店を是非お待ちしております！

法 人 会 会 員 店 特 集

営業時間：10:00 ～ 19:00
定休日：水曜

❹

❶

❸ ❷

4　 5



2

3

4

鳥料理
鳥つね 湯島天神前店

菓子
本郷 三原堂
ジャンヌトロワ

精米
山形屋米店

東京都文京区湯島 3-29-3
TEL. 03-3831-2380

東京都文京区本郷 3-34-5
TEL. 03-3811-4489
URL. https://www.hongo-miharado.co.jp/

東京都文京区根津 2-9-5
TEL. 03-3822-4903

営業時間：9:00 ～ 19:00
定休日：日曜日、祝日

営業時間：11:00 ～ 13:30  17:00 ～ 21:00
定休日：日曜祝日
大正の創業から百年あまり鳥ひとすじ。
親子丼は卵の旨みと鶏肉のコクを引きだすよう、
さっとひと煮立ち。そこに伝統の味とこだわりが

あります。
今なお江戸と明治の
面影を残す湯島で、
老舗の味をご堪能く
ださい。

本郷 三原堂は来年90周年を迎えます。看板商品の大学最中
や塩せんべい、洋菓子部門ジャンヌトロワのオランジュショコラ

「ジャンヌ」など、永年変わらずご愛顧いただき誠にありがとう
ございます。季節の和菓子や流行りのお菓子、かわいい詰め合
わせなど、日々のおやつや贈り物に「本郷三丁目交差点の三原
堂に行けばきっとあるよね！」とみなさまにとって重宝な店であ
れば幸いです。どらやきにオリジナルの焼印であなただけの特
別なお菓子をお作りすることも承っております。
https://www.hongo-miharado.co.jp/yakiin/
季節の行事だけでなく火曜日・木曜日はお赤飯、金曜日はパン
の日、毎月第3水曜ケーキの日などの企画も盛り沢山にみなさ
まのお越しをお待ちしております。

契約農家さんからのお米を基本として、
減農薬栽培や無化学肥料の特別栽培米等
を取り揃えております。1kg から店頭に
て精米致しますので、搗きたての美味し
いお米をご賞味下さい（5kg からは配達
もしております）。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等が変更になっている場合がありますので、各店にご確認ください。

5



法人会の活動

10月7日（木）から本郷税務署大会議室におい
て開催していた法人税の基礎講座「研修シリーズ」
が、12月2日（木）に終了いたしました。

例年 6回シリーズで開催していましたが、1回目
の 9月16日（木）が緊急事態宣言発出中のため中
止となり、今年度は 5回シリーズとなりました。本
郷税務署法人課税第1部門の下地国税調査官が講
師を務め、テキストを使用しながら決算関係書類

を基に法人税
申告書の仕組
みや作成手順
などを学びま
した。

11月23日（火・祝）、「第5回わくわくスポーツ
まつり」を文京区立小石川運動場にて開催しました。
本企画は、本郷法人会青年部会及び小石川法人会
青年部会による主催、文京区共催、本郷・小石川両
税務署の後援のもと、租税教育・社会貢献活動の
一環としたイベントです。企画を進めている段階で
は開催できるか危惧されましたが、10月以降、コ
ロナ新規感染者数も落ち着いてきたこともあり、無
事開催することができました。

サッカー、野球、ダンス、柔道、空手等、様々な
ジャンルのスポーツ・武道・レクリエーションコー
ナーをグループで回る「体験型」として行い、100
名を超える子供たちが参加してくれました。また、
租税教室コーナーでは税に関する DVD 放映や、“1
億円”のレプリカ（重さ約10 kg）を体験してもらう
等、租税教育に触れていただきました。

最後になりましたが、今回の開催にご支援いただ

きました関係機関及び協力団体の皆様、ありがとう
ございました。

一昨年から続くコロナ禍の中、11月16日（火）
全国女性フォーラムが 2年半ぶりに、新潟・朱鷺
メッセ新潟コンベンションセンターで開催されま
した。全国から約1,200名の女性部会員が集い、
ソーシャルディスタンス・換気・消毒等の感染防止対
策を講じる等、安全面に配慮がなされる中、歓迎を
受けました。

女性部会では今年度から「食品ロス」問題につい
て検討が始まりました。公益性の高い活動に取り
組み社会に貢献すること、地域の発展や活性化に
寄与することがこれからも大切だと考えます。

記念講演は新潟県佐渡出身の宮田亮平氏から行
われました。東京藝術大学学長、文化庁長官等を

歴任、金工作家としても活躍されています。自身の
芸術感の原点は藝大受験のため連絡船に乗り、海
で見たイルカの大群
の勇壮な美しい姿の
驚きと感動がその後
の人生に影響を及ぼ
した等と述べられま
した。

次回の女性フォー
ラムは静岡県で開催
されます。コロナ禍
が収まり、より多くの
参加を願っております。

法人税の基礎講座
－法人税申告書の作成までを学ぶ－

第15回法人会全国女性フォーラム新潟大会に参加
女性部会副部会長　吉田 幸枝

新しい形、新潟から　－新時代 令和に羽ばたく女性の力－

第5回わくわくスポーツまつりを開催
－租税教育・社会貢献活動－

▲研修会場の様子

◀租税教室コーナー
　の様子
　

柔道体験コーナー▶
の様子

▲（左から）女性部会　小澤副部会
長・飯村部会長・吉田副部会長
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Activities

　11月25日（木）及び 12月16日（木）、源泉部会
による源泉基礎講座を本郷税務署会議室において
開催しました。「人事総務担当者が知っておきたい
源泉所得税」、「退職所得の源泉徴収事務」をテー
マに、講師の本郷税務署法人課税第2部門の今福
上席調査官から国税局のガイドブックをもとに具
体的な事例を交えながら解説いただきました。

11月25日（木）～26日（金）、コロナ禍により 2
年ぶりの開催となった全国青年の集いは佐賀市で
の開催となりました。コロナ禍の対応として、部会
長のみが現地で、残る部会員はオンラインでの参
加という初のハイブリッド開催となりました。

そんな中、今回新たに宣言された事は「青年部
会の活動方針を①租税教育活動、②会員増強運動、
③財政健全化のための健康経営プロジェクトの三
本柱にする」という事です。

新たに加わる健康経営プロジェクトは「税のオピ
ニオンリーダーたる経営者の団体」として税の入口
のみならず、税の出口を改善して国の財政健全化
を訴求するプロジェクトです。当会では未だ具体
的には動き出していません。次年度以降の活動の

「新たな柱」とすべく、部会員同士で議論して第一
歩を歩み始めたいと思います。

青年部会では 12月11日（土）に年末の恒例行事
である家族懇親会を開催しました。部会員の家族
同士での懇親を目的とした伝統行事です。活動量
の多い青年部会ゆえに、お互いの顔を知る事で家
族の法人会に対する理解度を高める行事でもあり
ます。

今回は秋葉原にある不思議の国のアリスをコン
セプトにしたレンタルスペース「アイデアの城」で開
催しました。会場には巨大なモニターが設置され
ていたので、大画面を活用したマリオカート大会を
初めて企画しました。目玉企画となっているビン
ゴ大会と合わせて、参加した子供たちの笑顔と笑
い声が会場を温かく包み込みました。コロナ禍に

あって束の間の？明るく楽しい時間となりました。

第35回法人会全国青年の集い佐賀大会2021
青年部会長　吉田 宗之

青年部会家族懇親会２０２１
青年部会長　吉田 宗之

源泉基礎講座

会場の様子▶ 

▲全国青年の集い会場の様子

▲楽しいひとときを過ごしました。
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納税表彰
　次の方々の受彰に対して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。
　なお令和3年度納税表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。

 本郷納税貯蓄組合連合会　会長賞
税と共に～東日本大震災を受けて～ 西村　優那
税金と罰金 渡辺　時太
日本の未来を担う私たちへ 佐々木惇子
恐ろしい夢 調　　風歌

 本郷税務署長賞
安心できる社会のために 斎木　夏乃
税金のあり方 谷口　凛花

 東京都文京都税事務所長賞
変わっていく税の仕組み 久武　颯花

 文京区長賞
身近な税金に気づいた時 山口　悠希

 東京商工会議所文京支部　会長賞
税金はまず知ること 久保　叶夢

 本郷彰友会　会長賞
助け合いの税 小澤　芽衣

 東京税理士会本郷支部　支部長賞
期待を込めて 田中優美子

 一般社団法人本郷青色申告会　会長賞
税金が果たしてくれること 松尾　萊楽

 公益社団法人本郷法人会　会長賞
今の日本と税金への向き合い方 木村　昴太

 本郷間税会　会長賞
払う「義務」から払える「権利」へ 関戸　麦花

 本郷小売酒販協議会　会長賞
税金のありがたさ 弘中あかり

 東京納税貯蓄組合総連合会　会長賞
暮らしの側に税 橋本くるみ

 全国納税貯蓄組合連合会　学校感謝状
 文京区立第六中学校

令和3年度 中学生の「税についての作文」受賞者 （敬称略）

令和
3年度

税務署長感謝状

中島 研一朗 氏
（理事）

利根川 芳明 氏
（理事）

税務署長表彰 

奈良部 宏 氏
（常任理事・第2支部長）

小嶋 守 氏
（常任理事・厚生組織委員長）
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本郷税務署長賞
田中 真実

東京都文京都税事務所長賞
上原 咲希乃

文京区長賞
高瀬梛乃羽

本郷法人会女性部会長賞
小川 友梨恵

本郷法人会会長賞
傳田 容子

令和3年度「税に関する絵はがきコンクール」受賞作 （敬称略）

令和3年度「税の標語」優秀賞 （敬称略）

 本郷間税会長賞（優秀作品）
「支えよう　みんなの税で　街づくり」 柿永　成美

 本郷税務署長賞
「みんなの税　国にタックス（たくす）　願いこめ」 髙野　由彩
「君の税　誰かが動く　きっかけに」 髙橋　月香
「税金は　国の未来を　つなぐ鍵」 伊藤　心望

 東京都文京都税事務所長賞
「あなたの税　社会をつくる　1ピース」 髙籐　美桜

 文京区長賞  
「税金に　希望を乗せて　次世代へ」 長谷川　杏

 全国間税会総連合会　入選
「潤いの　社会福祉に　消費税」 植原　鈴音

 東京国税局間税会連合会　入選
「考えよう　みんなのための　消費税」 畔田　希花
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安心できる社会のために
斎木 夏乃

四年前、今まで大きな病気や怪我もなく過ごしてきた祖母が骨折をした。 持病もなく、健康的な生活を

してきた祖母は、これまでとは違った生活を強いられることになり、祖母自身も、私たち家族も不安でいっ

ぱいだった。 

普段寝るときは布団を使っていたが、寝た状態から起き上がることさえ難しくなってしまったため、ベッ

ドが必要だと考えた私の母は、すぐに区役所へ相談した。すると介護保険を利用した介護サービスにより

様々な恩恵を受けられることを知った。ベッドのレンタルや、手すりの取り付けなどの家の改修工事、入浴

補助用具の購入といった多くのサービスを少ない負担額で受けることができ、焦りと不安を抱えていた

私たちに心の余裕ができた。

今では祖母は、怪我前よりも健康に気を付けながら、元気に生活を送っている。ここまで回復できたの

は、祖母の回復力と豊富な介護サービス、迅速な対応のおかげだと確信している。

私は今回税の作文を書くにあたって、税について様々な資料を活用して多くの視点から調べた。そこで、

祖母が利用していた介護サービスは税金によって支援されていたことを初めて知った。介護だけでなく、

生活していくために必要な年金、医療、福祉といった社会保障のためにも税金は使われていた。

病気や怪我、事故は予測できるものではなく、ある日突然起こるものである。そんな時、誰もが不安を

覚える。私たち家族がこのサービスによって助けられたように、これまでたくさんの人が助けられ、安心す

ることができたのではないかと思う。

頼れる機関があること、信頼できる組織があることは何よりも心の支えになる。そしてそれは国民が納

めている税金によって成り立っているからこそであると思う。逆に言えば、税金がなければこのような助

けを求められる場所もなくなってしまうとも考えられるのではないだろうか。

人生百年時代とも言われているこの時代に生きる私たちは、健康的に生きていくことができればそれ

が一番だが、大きな問題なく生活していける保障はない。そんな時の不安を少しでも軽くするために私

たちの税金はある。普段の生活の中でも、私たち児童・生徒は学校で勉強することができ、道路整備や災

害時の復旧作業のために使われ、多くの場面で税金は関わっている。それに加えて、私たちは医療、福祉

などの面でもサービスを受けることができる。

大きな怪我や病気もせずに、自分自身が社会保障にかかるようなことがなかったとしても、日頃から

納めている税金が、家族や友達など大切な人、または全く知らない人かもしれないが、人の健康を、命を

守っている。無意識ではありながらも、私たちは命を繋いでいるのだ。税金は取られているものではない、

守られているものなんだ、私はそう思う。

令和 3 年度 中学生の「税についての作文」

本郷税務署長賞

令和3年度 中学生の「税についての作文」受賞作品

10　 11



税金のあり方
谷口 凛花

今まで私は、「税」と聞いて、消費税や、住民税など、少ない種類の税しか知りませんでした。税と聞いて

も、特にピンときませんでしたし、「税に関わるのは大人だろう、私がそれについて調べても…。」と、税を

詳しく知ろうともしていませんでした。ですが、税に対するそんな姿勢を改める出来事が起こったのです。

今年の夏休みに学校からの課題で税についての作文が出されました。税に対して無知な私は、作文に

どのような事を書けば良いのか分からず、途方に暮れていました。ですが、その状態のままでは何もでき

ません。まず、税のことをインターネットで調べることにしました。

いざ調べてみると、自分が知らない税の情報がたくさんあって、その種類の多さにおどろきました。所

得税を知っていても譲渡所得税は知りませんでしたし、ゴルフ場利用税など、「こんなものまであるのか

…」と感心もしました。

そんなに種類の多い税の中で一番気になった税が、「復興特別所得税」です。この税金は、東日本大震

災で被災してしまった土地の復興に必要な財源を確保するため、所得税額から2.1パーセント納められ

ています。被災地が完全復興するまでの間の税金のため、東日本大震災が起きた二年後の2013年から

2037年までの25年間、適用されます。

私はまだアルバイトも仕事もしていないので、所得税は払ったことがありません。ですが、両親が毎月

給与から納めている所得税に復興に使われるための税金が含まれていると知って、目に見える事以外で

も、被災地の復興に少しずつ貢献できていたんだなあとホッとしました。

働いて得た収入で家族を支え、その収入から支払われた所得税で社会と被災地を支える。そう考える

と、他の税金も社会に役立つだけではなく、目に見えていないだれかにも役に立っていることが分かりう

れしくなりました。

税金とは常に、世界の経済と人々を支え、困っている人を支えるもの、人が国のために大きく貢献でき

るものです。「税金」と一括りにしても、様々な役割を持っています。

税について詳しく調べていくと、まだ知らない種類の税が出てきたり、種類別の役割が出てきたりして、

新しい情報をどんどん知ることができ、さらに税金に対して関心が深まりました。

私も消費税以外を納められるようになったら、所得税とその他の税も納め、社会全体を支えていきたい

です。

令和 3 年度 中学生の「税についての作文」

本郷税務署長賞

令和3年度 中学生の「税についての作文」受賞作品
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税務署だより tax offi  ce message
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message
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事務局だより
HOJIN HONGO vol.501

我社の一言 PR

☞ 会社名：株式会社 SELECT　D
☞ 代表者：布山 浩司
☞ 所在地：東京都文京区湯島 2-31-6 湯島堀井ビル 5階
☞ ＴＥＬ：090-3108-1570
☞ ＵＲＬ：https://www.sel-d.com/

デジタル化の需要と共に、様々な3Dデザイ
ンデータ作成のご依頼をいただきます。主に
立体物の3Dスキャンによるデータ化・アー
カイブ化や商品開発にかかわる3Dデータ
作成になります。3Dデータでお困りの際に
は、一度ぜひ弊社へご相談ください。

２年間のコロナ禍で私たちの日常は大きく変わり、辛さを味わっている方も多いと思います。反面、人と触れ合える事の楽しさや当たり前
の日々の有難さを実感する事もできました。新たな一年が、皆様に幸せ降り注ぐ年となりますようにお祈り申し上げます。  （山中一江 記）

1 月号 編集後記

■ 令和 4年 1月号（No.501）発行所 公益社団法人 本郷法人会　　発行人 : 広報委員長 鵜野 眞理子
　 〒113-0033　文京区本郷 3-26-8 数寄屋ビル2階　電話3812-0595　FAX 3815-2401
　 URL：https://www.hongohojin.or.jp/

昨春、やむなく延期したクァルテット・エクセルシオの春の演奏会（女性部会主催）を１年ぶりに開催します♪
3/1（火）18：30開演（19：30 終演）湯島天満宮参集殿
参 加 費 ： 本郷法人会員 無料／一般 500円（当日払）
追加募集 ： 約10名 （全体で35名  完全予約制）
※昨年お申込みの方が優先予約となっています。
※コロナの状況によって中止となる場合があります。

演奏曲♪　● ヴィヴァルディ ： 四季より「春」
　　　　　● 「童謡メドレー」 ・ 他

♪参加ご希望の方は、法人会宛メールまたはFAXで、タイトルを「春の演奏会参加希望」として、法人名・参加者氏名・
連絡先TEL・FAX・会員or一般をご記入の上お申込み下さい（先着順）。追加申込は２月７日受付開始です。

弦楽四重奏  春の演奏会 ～みなさまに癒しのひと時を～
参加者追加募集♪

小林 怜奈

平野 瑠子

川田 心

駒形 翔太

石河 和

笹川 幸葉

豊田 晴香

嶋田 明莉

高田 結

宮本 樹

瀬々 奈穂

佐貫 七海

秋野 丞太朗

内藤 奏

田中 輝

長瀬 陽大

荻原 佐和

田岡 実和子

松崎 優花

齋 かのん

令和3年度「税に関する絵はがきコンクール」優秀賞 （敬称略、順不同）


