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法人会の活動

▲あいさつをす
る五十嵐会長

▲決算報告及び
収支予算を説
明する熊谷財
務委員長

▲事業報告をす
る松下副会長

▲事業計画報告
をする山中副
会長

▲祝辞を述べる
横矢本郷税務
署長

▲祝辞を述べる
成澤文京区長

▲祝辞を述べる
大隈文京都税
事務所長

▲講演をする森
透匡氏

本郷法人会第11回通常総会を開催
－決算報告を承認－

　令和3年度は公益社団法人への移行10年目であり新公益法人制度の下、全法連が制定した法人会の理念である「法人自
治」及び「自己責任」の原則に基づき、コロナ禍の影響により制限がある中でも事業の実施にあたっては、法人会の原点であ
る「税」に関する活動に力点を置きながら、行政と連携した公益性の高い事業展開に努めました。
　なお、令和3年度は令和2年度に続き、コロナ禍の影響により様々な事業を中止または縮小を余儀なくされました。
　その中でも特筆すべき事項は次のとおりです。

　　税法等研修会として年2回の開催予定でしたが、コロナ禍のため1回の開催となりました。青年部会6月研修会として、
令和3年度「税制改正のあらまし」について石田優上席調査官から、また、「中小企業でもできる確定拠出年金の活用 ｣ をテー
マにファイナンシャル・プランナーの宮一幸子氏から解説をしていただきました。

　　税を考える週間行事の一環として、本郷税務連絡協議会との共催により、署長講演会及び特別講演会を開催いたしまし
た。第1部署長講演会では横矢寿彦署長から「日本の財政について」をテーマにお話しを伺いました。第2部特別講演会で
は、医学博士・心療内科医・産業医である海原純子氏から「ストレス時代を生きるための～心と身体の健康術～」と題してお話
しいただきました。

　　決算法人説明会と併せて行われるインボイス制度説明会については、コロナ禍の影響により一部中止を余儀なくされる
等、影響が生じました。説明会の中止により会員等事業者の方々が困ることのないよう当会ホームページで決算法人説明会
の動画配信（制作：一般社団法人東京法人会連合会）をいたしました。

　　10月15日に開催予定であった「法人会創立70周年・女性部会創立50周年記念式典」については、コロナ禍の影響に
より中止（延期）といたしましたが、令和4年度の開催に向けて検討することとなりました。

　　青年部会では未来を担う管内の公立小学校9校のうち、7校の 6年生を対象にした租税教室を実施しました。部会役員、
本郷税務署の職員が講師を務め「税金はなぜ必要なのか」など税のしくみを正しく理解してもらう授業を行いました。
　また、租税教育・社会貢献活動の一環として、小石川法人会青年部会等と協力のもと「わくわくスポーツまつり」を開催しま
した。

　　女性部会では租税教育活動の一環として、国税庁の後援をいただいている「税に関する絵はがきコンクール」を実施し、
税金が毎日の生活の中や社会でどのように使われているか、税について関心を深めていただくとともに図工学習にも貢献す
るため実施しており、今年度は管内8校から 435点の応募がありました。

 事 業 報 告
活動の概況

①

⑥

②

③

④

⑤

令和3年4月1日から令和4年3月31日令和3年度

　第11回通常総会が 6月13日（月）、午後3時30
分から東京ガーデンパレス「高千穂の間」で開催さ
れた。総会は塙英幸総務委員長の司会で始まり、
まず物故会員の方々に対して黙祷を捧げた後、定数
報告がされた。続いて五十嵐正樹会長あいさつの
後、感謝状の贈呈式を行う予定だったが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から感謝状の贈
呈式は中止とした。続いて議長に五十嵐会長を選

出、議事録署名人に小安昭十氏と利根川芳明氏を
選出して議事に入った。第1号議案「令和3年度決
算報告承認の件」を熊谷財務委員長が説明した後、
議長が採決をした結果反対はなく承認可決された。
　通常総会終了後、一般社団法人日本刑事技術協
会・代表理事の森透匡氏から「刑事の現場のノウハ
ウを学ぶ！お客様との信頼の築き方」と題して、記
念講演会を開催した。
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　なお、作品の中から最優秀の 5点、税務署長賞・法人会会長賞・文京区長賞・文京都税事務所長賞・女性部会長賞及び優秀
賞20点の賞状と副賞を税務署から該当小学校へ届けました。

　　源泉部会が中心となり、部会員を対象とした年末調整説明会のほか、一般企業を対象とした年末調整説明会を開催いた
しました。
　また、源泉基礎講座として人事総務担当者が知っておきたい源泉所得税の取り扱いについても研修会を開催いたしました。
　
　　会員増強活動については、コロナ禍の影響により対面での加入勧奨を行うことか難しく、18社に留まりました。
　なお、令和4年3月4日に新会員の方々を対象とした税務研修会並びに名刺交換会を開催する予定でしたが、まん延防止
等重点措置の延長に伴い令和2年度に引続き中止（延期）といたしました。

　　定例の研修会、地域貢献事業、委員会、支部活動については、おおむね実施されましたが、コロナ禍の影響により一部
中止または縮小を余儀なくされる等、影響が生じました。

⑦

⑧

⑨
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1 奥様公認酒蔵
七福神　岩手屋

東京都文京区湯島 3-37-9
TEL. 03-3831-9317

当店の日本酒は岩手県の「菊の司酒造」。
菊の司の日本酒が15種類ぐらいライン
ナップしています。ぜひ、飲み比べをし
てみて下さい。また、三陸直送の魚、郷土
料理などもご用意しておりますので、ご
来店をお待ちしております。
※「奥様公認酒蔵」とは、その昔、家庭の旦那
様が「俺はこういう場所で呑んでいるんだ
ぞ」と教えるために、奥様をお伴い訪れた
ことに由来しています。

法 人 会 会 員 店 特 集

定休日：日曜日・祝日

湯島

江戸川橋

護国寺

茗荷谷

新大塚

根津

千駄木

千石

本駒込

東大前

白山

春日

水道橋

本郷三丁目

御茶ノ水

飯田橋

後楽園
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蕎麦
そば処はるな

串揚げ
はん亭

懐石料理
天神町　藤しの

東京都文京区本郷 2-26-10
TEL. 03-3818-4756

営業時間：11:30 ～ 15:00
　　　　　17:00 ～ 23:00
定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）
URL. http://hantei.co.jp/

営業時間：7:30 ～ 15:00
定休日：土・日・祝日

東京都文京区根津 2-12-15
TEL. 03-3828-1440

本郷で創業37年、自家製麺と自家製汁にこだわ
り営業しております。
天ぷらも揚げ置きですが店内で揚げております。
夏場は冷したぬきが人気です。
皆様の御来店お待ちしております。

オススメです！（法人会・松下和正副会長）
「立食い蕎麦チェーン店の少ない昭和の終わりから、
本物を味わえる家族経営の名立食い蕎麦店として
輝いています。冷やし山菜そばに十種位の天ぷらか
らセレクトして載せるのが最高。私のソウルフード
です！」

明治に建てられた木造三階建のこ
の建物は、震災や戦災など数々の
試練を乗り越えて、昭和50年代に
串揚げの店、はん亭として生まれ
変わりました。肉、魚、野菜など、吟
味した素材に工夫を凝らした串揚
げをお揚げしてまいります。
加えて新鮮な生野菜と酒菜を二品
ご用意。時と世代を重ねた風情あ
る建物で、洗練された串揚げを、ぜ
ひお楽しみ下さいませ。

千代田線湯島駅3番出口、エレ
ベーター出て右隣りビル1階
にございます。下町の小さな
お店でございますが本格的な
茶懐石料理をコース（予約制）
でお楽しみ頂けます。また旬
の一品料理も豊富にご用意し

ております。お一人様や少人数様はカウンター席、
2名様以上は個室をご利用ください。
ご来店心よりお待ち申し上げます。

※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。

東京都文京区湯島 3-34-11
クレヴィア文京湯島 102
TEL. 03-6284-2424
定休日：日曜・祝日
URL. https://fujishino.owst.jp

5



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

 

 減免の要件
１ 住宅に係る要件

□ 令和４年４月１日から令和７年３月

日までの間に「東京ゼロエミ住宅の

認証に関する要綱」に基づく設計確認申

請が行われていること

□ 次の➀、②のいずれかに該当すること

① 太陽光発電システム（※１）を設置

していること

② 水準２又は水準３の基準（※２）を

満たしていること

※１ 東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金

交付要綱の助成対象のものに限ります。

※２ 東京ゼロエミ住宅指針第３に規定する

水準２又は水準３のことを指します。

２ 取得者に係る要件

□ 新築において、最初の不動産取得税の

課税対象となっていること

 減免される税額
□ 減免の要件の１➀又は②の一方にのみ

該当する場合

⇒住宅に係る不動産取得税の５割

□ 減免の要件の１➀及び②の両方ともに

該当する場合

⇒住宅に係る不動産取得税の１０割

 減免を受けるための手続
□ 減免を受けるためには、納税者ご本人

からの申請が必要です。

該当する方は、東京ゼロエミ住宅認証

書、東京ゼロエミ住宅設計確認書等の必

要書類を添えて、所管の都税事務所 （都

税支所・支庁に減免申請書を提出してく

ださい。

減免の手続の詳細については

ホームページをご覧ください▶

⚫ 東京ゼロエミ住宅

東京ゼロエミ住宅については、東京

都環境局のＨＰをご覧ください。

⚫ 住宅を新築したときの軽減制度

この他にも、耐震化促進税制等、住宅を新築したとき

に軽減を受けられる場合があります。

詳しくは東京都主税局ＨＰをご確認ください

 
 
 
 
 

太陽光発電システムを設置した東京ゼロエミ住宅太陽光発電システムを設置した東京ゼロエミ住宅
の取得に対する不動産取得税を減免します

東京ゼロエミ住宅 検索 東京都 住宅新築 検索

都税に関する各種証明の申請には電子申請をご活用ください 
 

ご自宅やオフィスのパソコンから、証明の申請・手数料納付が可能です。

申請可能な証明の種類、詳細な手続 については、主税局 をご確認ください。
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1
税と経営に関する研修会・講習会・説明会等を、税務署や専門家と協力し実施
しています。
・ 法人税の基礎講座・源泉基礎講座・税法等研修会
・ 決算法人説明会・新設法人説明会・年末調整説明会　
・ 経営セミナー・労務セミナー　他

2
「インターネットセミナー」「宅配セミナーDVDレンタル」サービスが無料!
忙しくて研修会や講演会に出られない方には一般経営、税務、人材育成、実務家、ライフス
タイルなど様々なDVDをご用意しております。返却は郵便ポストに投函するだけ。またイン
ターネットセミナーはログインすれば無料で視聴できます。社員研修用プログラムとしてもご
活用ください。

3
無料で各種相談が受けられます。
毎月、第１木曜日は社会保険労務士相談、第2木曜日は税理士相談、第4木曜日は保険相談
が無料で受けられます。完全予約制です。
※法律等の弁護士相談につきましては、事務局へお問い合わせください。

4
経営者保障・社員退職金制度など法人会の福利厚生制度。
大同生命・AIG損保・アフラックとの提携による、経営者大型保障制度や企業をリスクから守る保
険、従業員の皆さまも加入いただける個人の保障制度まで、法人会割引制度で通常より低額で
ご加入いただけます。社員の退職金の準備には、東法連特定退職金共済制度もございます。

5
ラフォーレ倶楽部会員として全国の保養施設を会員価格でご利用いただけます。
スパラクーアのチケットが、平日利用2,200円で購入できます！
東急ホテルズ、プリンスホテルなど優待価格で利用できます。
スパラクーアは休日・深夜料金等もございますので、必ずホームページでご確認ください。
https://www.laqua.jp/spa/information/（購入は事務局まで）

本郷法人会に加入すると
こんなメリットがあります！！

このほかにも経営に役立つメニューや、
会員価格でご利用いただける福利厚生制度を取り揃えています。

公益社団法人　本郷法人会
TEL: 03-3812-0595　FAX: 03-3815-2401
URL: https://www.hongohojin.or.jp

※2022年6月20日現在の情報です。
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法人会会員限定各種サービス一覧会員企業の皆様をサポート

クラウド型セキュリティサービス
「MGSP」

改正個人情報保護法の施行や、テレワーク等働く環境の変化に加え、事
業者が会社の規模にかかわらずセキュリティ対策強化が求められるよう
になることから、「グローバルセキュリティプラットフォーム（MGSP）」を採
用。小規模事業者でも導入しやすいように法人会専用プランをご用意。

提供：三井物産セキュアディレクション株式会社

貸倒保証制度
（取引信用保険）

貸倒損失に備える制度。債権回収のお役
に立ちます。与信管理の充実により、顧客
開拓に力を入れることができます。

提供：三井住友海上

特定退職金共済

社外積立型の従業員の退職金制度です。
退職金を計画的に準備することができ、
掛け金は全額損金で、中退共と重複加入
が可能です。

提供：東法連特定退職金共済会

社外積立型の従業員の退職金制度です。
退職金を計画的に準備することができ、
掛け金は全額損金で、中退共と重複加入

東法連メンバーズローン

協力金融機関（銀行・信用金庫）との提携
による融資制度で、会員企業の方は、提携
金融機関から一般より優遇された条件で
融資を受けることができます。

提供：三菱UFJ、きらぼし銀行 など

振込手数料
削減サービス

振込1件手数料260円（税抜）を特別価格
で利用することができます。初期導入費
用や月額固定料金は一切かからず、解約
違約金などもありません。

提供：オリックス

提供：三井住友海上

ストレスチェックサービス

2015年12月1日より実施義務化。
WEB方式と質問紙方式の2種類で、企業
の産業医様と連携を図りながら実施体制
作り～実施までサポートいたします。

提供：ダイヤル・サービス

M&A
日本ベンチャーキャピタル

M&Aの高度なスキルと豊富な経験をも
つプロフェッショナルが、大型の業界再編
から中堅・中小企業の事業承継M&Aま
で、幅広くサービスを提供します。

提供：日本ベンチャーキャピタル

法律相談

月1回弁護士と法律相談（1時間まで）を
無料でできます。経営上、その他いろい
ろな法律問題でお困りの方はぜひご利
用ください。

提供：成和パートナーズ法律事務所

無料 日本ベンチャーキャピタル
M&Aの高度なスキルと豊富な経験をも
つプロフェッショナルが、大型の業界再編
から中堅・中小企業の事業承継M&Aま
で、幅広くサービスを提供します。で、幅広くサービスを提供します。で、幅広くサービスを提供します。

月1回弁護士と法律相談（1時間まで）を
無料でできます。経営上、その他いろい
ろな法律問題でお困りの方はぜひご利

無料

事業・資産承継
相談事業

相続税専門の税理士法人だからこそでき
る「相続税申告対策」、「（生前）相続対
策」、「事業承継対策」 相談を会員特別条
件でご提供。

提供：税理士法人チェスター

貸倒損失に備える制度。債権回収のお役
に立ちます。与信管理の充実により、顧客

が可能です。が可能です。
提供：東法連特定退職金共済会

企業情報・格付情報
照会サービス

インターネットで「AGS信用格付情報」と
「TSR企業情報」がセットで入手できます。

海外企業調査がスタート。

提供：AGS

融資を受けることができます。融資を受けることができます。
提供：三菱UFJ、きらぼし銀行 など

融資を受けることができます。融資を受けることができます。
提供：三菱UFJ、きらぼし銀行 など提供：三菱UFJ、きらぼし銀行 など

企業情報・格付情報

インターネットで「AGS信用格付情報」と
「TSR企業情報」がセットで入手できます。

インターネットセミナー

経営実務、社員教育、自己啓発に最適。お好みの
セミナーをＰＣやスマホ、タブレットから選んで
いただき、クリックまたはタップするだけ。※ご所
属会毎に視聴できるコンテンツが異なります。

提供：イー・ブレーン

無料 ( 限定 )

社外積立型の従業員の退職金制度です。
退職金を計画的に準備することができ、
掛け金は全額損金で、中退共と重複加入
が可能です。が可能です。

用ください。
提供：成和パートナーズ法律事務所提供：成和パートナーズ法律事務所提供：成和パートナーズ法律事務所

件でご提供。件でご提供。

が可能です。

選択制企業型確定拠出年金
「東法連401k」

企業型であるにもかかわらず全員加入が
条件ではなく、加入者１名から導入でき
る「選択制」確定拠出年金制度です。

提供：総合経営サービス

企業経営に役立つサービス

都内法人会会員様限定の各種サービスをご用意。

他にはないビジネス支援に特化したサービスは、様々なシーンに対応でき、

経営力に圧倒的な差が生まれます。

法人会会員限定各種サービス一覧会員企業の皆様をサポート

また、経営者のプライベートに寄り添うプレミアムなサービスもご用意。

法人会ならではのサービスをお楽しみください。

福利厚生倶楽部

企業単独ではなかなか用意することが出
来ない、50,000を超す豊富なサービスコ
ンテンツを割安な価格で、役員・従業員様
とそのご家族もご利用いただけます。

提供：リロクラブ

日経電子版Pro

無料トライアル受付中。
法人版ならではの圧倒的な情報量と豊富
な機能でビジネスをサポートします。

提供：日本経済新聞社

ビジネス誌の斡旋

日経ビジネス、週刊ダイヤモンド、プレジ
デント等、主要ビジネス誌を一般年間購
読価格より更に割引をした法人会特別購
読価格にてご紹介いたします。

提供：日経ビジネス　他

セコム・セキュリティ

24時間365日、いつでも会員企業経営者
および従業員の皆様のご家庭を見守る
セキュリティシステムを、特典付きでご紹
介いたします。

提供：セコム

ラフォーレ倶楽部

ラフォーレ倶楽部全国10ヶ所の保養施設
やゴルフ場（修善寺、千葉松尾）がご利用
になれます。 役員・従業員様とそのご家族
もご利用いただけます。

提供：森トラスト・ホテル &リゾーツ

生活に役立つサービス

Audi Japan
優待プログラム

Audi 新車を特別優待価格にてご購入い
ただけます。Audi A6/ A7/ A8、 Audi史上
初の電気自動車 Audi e-tron にはさらに
特別なご優待をご用意しています。

提供：Audi Japan

レクサス
成約特典プログラム

レクサス購入時（認定中古車含む）に利用
できる法人会会員限定特典をご用意。東
法連HP上でレクサスを検討するための
お役立ちコラムも掲載しております。

提供：LEXUS TOKYO

ヤナセ プレミアム
カーレンタル

メルセデス・ベンツをはじめ、アウディ、
キャデラックなど､様々な輸入車のレンタ
カーを特別価格にてご提供します。

提供：ヤナセ／日本レンタカー

ビジネスカード

「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカンエ
キスプレスカード」の法人会会員特典付き
クレジットカードをご用意。

提供：クレディセゾン

会員特典が嬉しいサービス

9



法人会の活動

6月2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」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。
なお、当講座は、9月8日（木）、11月28日（月）
にも開催を予定しておりますので、ぜひご参加くだ
さい（テーマは変わります）。

6月22日（水）、ルヴェソンヴェール本郷において
「東法連女性部会連絡協議会第2ブロック役員会」
を開催しました。今回は本郷法人会女性部会が当
番会で、本来であれば令和2年度に開催する予定
でしたが、１年半遅れでの開催となりました。
第1部の意見交換会では、上野・浅草・小石川・
四谷・麻布・本郷の各女性部会長から絵はがきコン
クールなどコロナ禍での活動状況について発表い

ただき、活発な意見交換がなされました。食品ロ
スに既に取り組み始めている単位会もあり、今後
の参考にしたいと思いました。第2部は交流昼食
会として、リラックスした雰囲気の中、お互いの部
会の近況報告など情報交換がなされました。
コロナ禍により交流する機会が減っていましたが、
これを機に少しずつ活動を進めていきたいと思い
ます。

6月22日（水）、本郷税務署会議室において「税
法等研修会」を開催しました。
研修会は 2部構成で、まず第1部では本郷税務
署法人課税第1部門の石田優上席調査官から全
法連発行の「令和4年度税制改正のあらまし」をも
とに、主に法人税関係として中小企業における所
得拡大促進税制の見直し及び延長、人材確保等促
進税制の見直し等のほか、適格請求書等保存方式

（インボイス制度）の概要等について説明いただき
ました。
第2部は、文京区白山で活動されている、はら
社会保険労務士事務所代表の原幸一郎氏を講師に
迎え、「知っておきたい中小企業の助成金について」
と題したテーマで、キャリアアップ助成金、人材開
発支援助成金等、各種助成金の概要や手続き等に
ついてお話しいただきました。

源泉基礎講座

「税法等研修会」(青年部会6月研修会)を開催

「東法連女性部会連絡協議会第2ブロック役員会」を開催
－女性部会長　飯村早苗－

▲会場の様子

▲第2部講師の社会保険労務士　原幸一郎氏▲第1部講師の石田上席調査官
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事務局だより
HOJIN HONGO vol.503

4月から事務局に新たなメンバーが加わり、3人体制で頑張っています。ここ2年以上コロナ禍により
多くの事業が縮小・中止と会員の皆様にはご迷惑をおかけしております。まだコロナの収束の見通しは
不透明ですが、会員の皆様と地域社会貢献に向けてスタッフ一同尽力してまいりますので、今後ともよ
ろしくお願いいたします。（事務局 記）

7 月号 編集後記

■ 令和 4年 7月号（No.503）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/

●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。

日　時：令和4年9月2日（金）開場：16：30／開始：17：00【全席自由】
場　所：上野鈴本演芸場（台東区上野2-7-12　☎3834-5906）
　　　　  第1部　会員増強大会　　　17：00～17：15
　　　　  第2部　チャリティー寄席　17：15～20：15
参 加 費：会員1,500円　一般2,000円 
お申込み方法：開催案内チラシ（参加申込書）に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。
　　　　　　　（法人会ホームページからダウンロード可）
　　　　　　　申込締切　8月26日（金）  FAX ： 3815-2401
　　　　　　　※感染症拡大状況により、中止・変更等になる場合がございます。

昨年度コロナ禍により延期となりました本郷法人会創立70周年・女性部会創立50周年記念式典を開催
いたします。
当会が創立70周年、また、女性部会が創立50周年を迎えることができましたのは、日頃から会員の皆様
方をはじめ、税務署及び関連団体の皆様方のご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
これまでの伝統を守りつつ、会員の皆様及び地域企業の方々等のお役に立つよう各種事業・活動に取り
組んでまいりますので、今後も引き続きご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

◆日　時：令和4年10月14日（金）18:00開会
◆場　所：東京ガーデンパレス「天空の間」「高千穂の間」
◆内　容：第1部 記念式典／第2部 祝賀会
　※感染症拡大状況により、中止・変更等になる場合がございます。
　※関係者のみで開催させていただきます。

（左から）山村、本多、渡辺 ▶ 

令和4年度会員増強大会及び社会貢献事業チャリティー寄席

本郷法人会　　　検索

本郷法人会創立70周年・女性部会創立50周年
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この度、本郷法人会ではホームページをリニューアルいたしました。
皆さまに、より見やすく、また情報を分かりやすくお伝えできるホームページとなるよ
うに、デザインや構成を一新しました。
今後とも本郷法人会をよろしくお願い申し上げます。
※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。

ホームページをリニューアルしました。

公益社団法人　本郷法人会
TEL: 03-3812-0595　FAX: 03-3815-2401

https://www.hongohojin.or.jp

行事日程を見やすくしました。

トップページに見やすく配置。


