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本郷地区

湯島地区

1

本駒込地区

向丘地区

西片地区

千駄木地区

根津地区

洋菓子
オザワ洋菓子店

東京都文京区本郷 3-22-9
TEL. 03-3815-9554

文京区で創業し、55年経ちます。
自家製をモットーにし、デコ
レーションケーキ（ご予約制）、
ショートケーキ類や焼き菓子を
ご用意しております。ケーキの
お取置きや、ご予約もできます
ので、お電話にてご連絡下さい
ますようお願いいたします。

法 人 会 会 員 店 特 集

営業時間：10:30 ～ 18:00 頃
定休日：日曜日・月曜日
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❸

❷
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日本料理
割烹かねこ

居酒ノ場
シンスケ

焼肉
済州島

東京都文京区向丘 2-12-2　彰文居
TEL. 03-3821-1008
定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）
URL. http://www.kappou-kaneko.com

東京都文京区湯島 3-31-5
TEL. 03-3832-0469
定休日：日曜日・祝日
URL. https://www.shinsuketokyo.com/

文京の地で 90年
菊炭を敷き詰めた小庭と古より受け継がれ
る石灯篭が出迎える入口を入り、藍染の暖
簾をくぐると、そこには本郷通りの喧騒を
忘れる木の香漂う和の空間が広がります。
日本人の大切にしてきた季節の移ろいや行
事を感じながら、料理を間に緩やかなひと
時をお楽しみください。
老舗の味をご家庭で味わえる割烹弁当、鴨
鍋のテイクアウトもご用意しております。

うまい酒「両関」と季節の酒肴
天神下で今宵も一献
※「居酒ノ場」とは、居酒屋
　と酒場から作った造語

千駄木駅徒歩 3分、当店では 4名様～ 60名
様まで対応、全 13室の個室をご用意してお
ります。企業での歓送迎会などのご宴会から、
地域のお集まり、接待やご家族連れでのお食
事など様々なシーンで使い分けができます。
ゆったり 3時間の食べ飲み放題コースは全 4
コース。8,000 円（税込）で国産和牛を満喫
できます。少人数でのご来店には、一番人気
のシャトーブリアンも入った定番お肉、一品
料理、お食事、デザートまで付いたセットが
おすすめ！
ご来店を是非お待ちしております。

※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。

東京都文京区千駄木 3-27-8
TEL. 03-3822-3875

営業時間：17:00 ～ 23:00
定休日：火曜日
URL. https://r.gnavi.co.jp/g570000/
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税務署だより tax offi  ce message

年 度 税 務 職 員 募 集

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

「採用関係お役立ちリンク集」
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message

主税局
主税局

主税局
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法人会の活動

2月17日（木）から文京学院大学生涯学習セン
ターにおいて開催していた「はじめて学ぶ！会社の
数字」が、3月10日（木） に終了しました。
この講座は全3回シリーズで、文京学院大学生
涯学習センター講師である上岡史郎先生から収益
と費用と利益の関係、損益分岐点の基礎知識、具
体的企業の財務分析等を分かりやすく解説いただ
きました。

4月5日（火）、女性部会では社会貢献活動の一
環として、未使用タオルを特別養護老人ホーム「ゆ
しまの郷」に寄贈しました。

4月14日（木）全国女性フォーラム静岡大会がツ
インメッセ静岡で開催されました。全国より1300
名以上の部会員が集い、全席指定のテーブル席で
記念講演から式典、お弁当での懇親会までが執り
行われました。
フォーラムに先立ち行われた全法連女連協役員
等による情報交換会では、「女性部会としてどのよ
うに食品ロスに取り組むか」「withコロナの女性部
会活動」の２点について活発な討議が行われました。

記念講演は俳優の別所哲也氏の「ショートフィル
ムのチカラ！」。氏の主宰する短編映画祭の出品作
を上映しながら、多様な価値観、多様なあり方を受
け入れる社会を、映画を通して語り合い分かち合っ
て欲しいと述べられました。
曇天で最後まで富士山は望めませんでしたが、コ
ロナ禍の中、苦労して準備下さった静岡の皆様に心
より感謝しつつ、来年４月愛媛での再会を楽しみに
帰路につきました。

はじめて学ぶ！ 会社の数字
－初心者の方にわかりやすく解説－

第16回法人会全国女性フォーラム静岡大会に参加
女性部会長　飯村 早苗

女性部会が社会貢献活動を実施
－未使用タオルを「ゆしまの郷」に寄贈－

▲講師を務める上岡史郎先生

▲全法連女連協役員の皆様（前列左端・飯村部会長）▲女性フォーラム会場の様子

「ゆしまの郷」の中谷施設長（左）と女性部会・飯村部会長（中央）、 
吉田副部会長（右）

▶ 
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4月20日（水）、医科器械会館において「第11回
青年部会・女性部会活動報告会」を開催しました。
昨年度に引き続きコロナ禍であることを踏まえ、参
加人数の制限やオンライン配信による講演等によ
り行いました。
第1部では両部会から令和3年度事業報告及び
収支決算の報告をはじめ、令和4年度の事業計画、
収支予算等を説明した後、来賓として五十嵐会長
及び横矢本郷税務署長からご祝辞をいただきまし
た。
第2部では特別講演会として、吉田久夫前副会
長から「私の履歴書～勤続50年～」と題してご講

演いただきました。昭和49年、実兄が代表を務め
る吉田モータースに入社されてから長きにわたり地
域経済の動向や自動車業界の移り変わりを、目の
当たりに見てきた“生の声”をご自身の実体験を交
えながらお話しいただきました。
2年以上にわたる新型コロナウイルスの影響によ
り、行事の中止や縮小を余儀なくされる等、思うよ
うな活動がなかなかできない状況が続いています
が、知恵を出し、工夫をしながらこのような状況で
もできることは何か、ということを考えながら令和
4年度も各種事業に取り組んでまいります。

本郷法人会では、ホームページのリニューアルに向けて準備を進めております。
より見やすく、分かりやすいデザインに変更し、タイムリーな情報提供に努めてまいります。また、自
社 PR などに活用いただくため、新たに会員紹介のページも掲載いたします。

つきましては、会員紹介ページの作成にあたり今後、業種や取り扱い商品などの確認をさせていただ
きますので、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。

【参考】本郷法人会　会員業種一覧
大分類 概数 大分類 概数

建設業 約90 不動産業、物品賃貸業 約100

製造業 約120 宿泊業、飲食サービス業 約150

情報通信業 約30 教育、学習支援業 約10

運輸業、郵便業 約10 医療、福祉 約20

卸売業、小売業 約260 その他サービス業など 約470

金融業、保険業 約30

※令和4年3月31日現在
※この一覧は、会員様から提出された申込書をもとに事務局で把握しているものです。

「活動報告会」を開催
青年部会・女性部会

▲吉田青年部会長による
あいさつ

▲飯村女性部会長による
あいさつ

▲来賓祝辞を述べる五十
嵐会長

▲来賓祝辞を述べる横矢
本郷税務署長

▲吉田前副会長による特
別講演会
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令和4年度　保存版
研修会・講演会予定表

あなたもぜひ
参加してみませんか

事　業　名 日　　程 時間・場所 内　　容

1 新設法人説明会

令和4年
4月19日（火）
6月28日（火）
8月23日（火）
10月5日（水）
12月8日（木）

令和5年
2月22日（水）

時間：13：30～16：00
場所：本郷税務署大会議室

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
インボイス制度
説明会

令和4年
4月22日（金）
5月17日（火）
6月14日（火）
7月26日（火）
8月9日（火）
9月13日（火）
10月13日（木）

11月11日（金）
12月14日（水）

令和5年
1月13日（金）
2月21日（火）
3月8日（水）※

決算法人説明会
時間：13：30～15：30
インボイス制度説明会
時間：15：30～16：00
場所：本郷税務署大会議室

※3月8日（水）
場所：文京シビックホール

決算期を迎えた法人
に対して適正な申告
をしていただくため
留意点など基本的な
事項を説明します。

3
法人税の基礎講座
【研修シリーズ】
（全6回）

令和4年
9月15日（木）
10月6日（木）
10月20日（木）

11月2日（水）
11月17日（木）
12月1日（木）

時間：13：30～16：30
場所：本郷税務署大会議室

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
（全3回）

令和4年
6月2日（木）
9月8日（木）
11月28日（月）

時間：14：00～16：00
場所：本郷税務署大会議室

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 税法等研修会
令和4年
①6月22日（水）
②9月9日（金）

①時間：15：00～17：00
場所：本郷税務署大会議室
②時間：14：00～15：30
場所：都税事務所会議室

国税や地方税の改正
事項を分かりやすく
説明します。

その他セミナー等の予定
☆労務セミナー（7月13日）
☆税務署長講演会＆特別講演会（11月）
☆年末調整説明会（11月）
☆酒税法とワインセミナー（11月）
☆セミナー・オンデマンド
　【インターネット環境が整っていれば24時間アクセス可能で時間を気にせずいつでも受講できます】
☆セミナーDVDレンタルサービス
　【会社や自宅にいながら、インターネットから見たいDVDの予約ができます。ご登録いただいた住所にお届け
　し、返却は郵便ポストに投函するだけ】

※感染症拡大状況等によって、中止・変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※詳細については法人会ホームページをご覧ください。

本郷法人会　　　検索
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事務局だより
HOJIN HONGO vol.502

我社の一言 PR

☞ 会社名：合同会社MILITIVE
☞ 代表者：後藤 豊
☞ 所在地：文京区湯島3-13-2  JC湯島ビル3F
☞ ＴＥＬ：03-6284-4161
☞ ＦＡＸ：03-6284-4161
☞ ＵＲＬ：http://militive.co.jp

弊社は2016年の創業以来、ミリタリー商品に
特化した事業を展開し、国内外の企業様およ
びお客様とともに成長してまいりました。近年で
は米国国防総省へ納品されている商品の取り
扱いも増え、官公庁様や警備会社様等への日
本国内での販路拡大を図っております。

青葉の美しい季節になり、皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナ禍３年目、新しい年度がスタートし、早１か月が経ちました。
広報委員会として、１０年ぶりにホームページをリニューアルし、近日中に皆さまへ公開予定です。スマホでも見やすいページにしました。
会員の皆様にもっとご覧いただけるよう、内容も今後充実させてまいります。ぜひお時間があるときにご覧ください。　　（塙 英幸　記）

3・5月号 編集後記

■ 令和 4年 3・5月号（No.502）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/

本郷法人会第11回通常総会のお知らせ

●口座振替による会費納入のお願い
　会費納入にご協力いただき誠にありがとうございます。
　当会では、口座振替による会費納入をお願いしております。その年度分（4 月～翌年 3 月）
を一括でご指定の金融機関から口座引き落としさせていただきます。
　振込手数料のかからない口座振替をぜひご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

●変更が生じたら…
　社名、代表者、住所等、変更が生じましたらお手数ですが、事務局までお知らせください。

第1部 総会【15:30開会】
黙　祷

 定数報告・開会のことば
 会長あいさつ 
 感謝状及び特別感謝状の贈呈
 令和3年度会員増強功労者感謝状の贈呈
 議長選出
 議事録署名人選出
 議　事

【承認事項】
  （1）第1号議案　令和3年度決算報告承認の件

【報告事項】
  （1）令和3年度事業報告の件
   （2）令和4年度事業計画報告の件
  （3）令和4年度収支予算報告の件

  議長退席
 来賓紹介

日 時：令和4年6月13日（月）15:30開会
場 所：東京ガーデンパレス「高千穂の間」（文京区湯島1-7-5  TEL 3813-6211）

 来賓祝辞
 閉会のことば

第2部 記念講演会（無料）【16:40 ～17:50】
 演題：「刑事の現場ノウハウを学ぶ!!!
 　　　　　　　お客様との信頼関係の築き方」
 講師： 一般社団法人日本刑事技術協会
 　　   代表理事　森

もり

透
ゆきまさ

匡 氏

第3部 懇談会【18:00 ～19:30】
 懇談会費：7,000円／1名（着座式：48名まで）
　　　（懇談会にご出席の方のみ当日申し受けます）

※ご欠席の場合には必ず「委任状」をご提出く
ださいますようお願いいたします。
※感染症拡大状況によって、変更になる場合が
ございます。
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