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第 8 回通常総会
前川喜平氏講演会



会員増強に皆様のご協力をお願いします。



3 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

第 8回目となる通常総会を、6月 17日午後 4時よりホテルメ

トロポリタン 3階「富士」において、多くの来賓のご臨席のもと、

総勢 172名のご出席をいただき開催しました。

冒頭、青年部会の佐藤幹事及び女性部会の遠藤幹事の司会より

本総会が定足数を満たして定款第 16条第 1項により有効に成立

したことが宣言されました。

大石副会長による開会の辞、南山会長による挨拶につづいて、

会長表彰及び会長感謝状の贈呈が行われ、入会勧奨活動に顕著な

実績をあげられた会員、厚生会社の方々、支部・委員会・部会の

活動に顕著な功績または実績を上げられた方々に南山会長より贈

られました。（表彰を受けた方々のお名前については下記に記載）

議事に先立ち、定款第 14条の定めにより南山会長が議長に選

出されました。

議事に入り、決議事項「第 1号議案　2018年度収支決算報告

承認の件」を上妻常任理事（総務委員会副委員長）が説明し、若林

監事から監査報告を行い、満場一致で承認されました。続いて「第

2号議案　役員改選の件」を上妻常任理事が 49名の理事、3名の

監事を 1名ずつ読み上げ全員承認されました。

次に、報告事項として「2018年度事業報告」及び「2019年度

事業計画」「2019年度収支予算」が中根常任理事（財務委員会副

委員長）より報告され、議事はすべて終了しました。

続いて、豊島税務署の佐藤幸一署長、東京都豊島都税事務所の

三浦仁所長よりご祝辞をいただいたあと、来賓をご紹介しました。

天沼副会長の閉会の辞をもって第8回通常総会は無事終了しました。

第 8回通常総会の承認を受け、同ホテル 3階「光」にて臨時理

事会を開催しました。定足数の確認後、南山会長を議長に選出、

「第 1号議案　会長選定の件」「第 2号議案　副会長選定の件」「第

3号議案　常任理事選定の件」「第 4号議案　顧問及び相談役委嘱

の件」「第 5号議案　収支相償余剰金解消計画の件」について審

議し、全て承認されました。（承認された新役員については 4ペー

ジに記載）

通常総会後に行われた会員交流会では、司会の川端経営研究会

副代表の開宴の挨拶から始まり、臨時理事会で選定された正副会

長が登壇し、披露されました。新役員を代表して南山会長が 3期

目の抱負を皆様に述べられました。続いて勇退理事に感謝状が贈

呈されました。（勇退理事は下段に掲載）南山会長が挨拶。続いて

公務多忙の中、駆けつけていただきました高野之夫区長より来賓

の挨拶をいただき、東京商工会議所豊島支部の鈴木会長の乾杯で

懇談が始まりました。会員交流会は和やかに行われ、堀口副会長

の中締めで閉宴となりました。

第 8 回通常総会 会長表彰・会長感謝状等名簿（敬称略）
1. 会長表彰	 入会勧奨活動に顕著な実績

大同生命保険㈱　鎌田 成美・近藤 加奈子・渡邊 佳奈子・菅根 淳子・石井 富代・岩城 千春
AIG 損害保険㈱　山本 圭造・八景 千秋・田中 伸幸

4. 会員増強に顕著な実績のあった厚生制度推進員

前理事　野村 光成　　　前理事　伊藤 勝利

勇退理事（敬称略）

決議事項は満場一致で承認
―第 8 回通常総会―

あいさつする
南山会長

南池袋一丁目地区 地区長：林　秀則
長崎一・二丁目地区 地区長：鈴木 義人
南大塚三丁目地区 地区長：今井 文彦
千早二～四丁目地区 地区長：小泉 裕克 

青年部会 部会長：加藤 直光
千早一丁目地区 地区長：鈴木 義人
南池袋三・四丁目地区 地区長：大塚 俊仁

目白一・二丁目地区 地区長：大西 由美
池袋二丁目第四地区 地区長：加藤 壽男
経営研究会 代　表：金井 宏夫

2. 会長感謝状	 支部・委員会及び部会の事業活動に顕著な功績

東池袋南池袋支部 梅田 幸雄 東京信用金庫 本店
東池袋上池袋支部 坂巻 公美子 ㈱エルゴニキス
池袋西口支部 野村 光成 ㈱シャンボール
大塚西巣鴨支部 田畑 安俊 三喜工業 ㈱
巣鴨駒込支部 岡島　博 ㈱岡島材木店
高田支部 小平 智哉 レックスジャパン㈱
長崎支部 菅原 由利子 ㈲国際プラン社

総務委員会 真木 俊之 養老乃瀧㈱
組織委員会 小林 伸行 小林伸行司法書士事務所
厚生委員会 須貝 利夫 ㈱スガイエンタープライズ
事業委員会 渡利 由子 ㈲リバ・プランニング
社会貢献委員会 富澤 雄一郎 ㈱ネオプランニング
広報委員会 大塚　淳 ㈱大塚
IT 委員会 大渕 信之 ユニバーサルプリント工芸㈱

研修税務委員会 植田 直行 ユニーク・アイネット ㈱
青年部会 八重 柏善 ㈱フラッグ
女性部会 笠原 オリエ 笠原新晃㈱
源泉部会 本橋 正浩 ㈱ 東武百貨店
経営研究会 川端 宏幸 フェイト・アイ㈱

3. 会員増強に功績のあった会社
大同生命保険㈱ 池袋支社 支社長
寺井 康浩

AIG 損害保険㈱ 東京キャリアエージェント営業部 部長
中谷 元久

アフラック生命保険㈱ 東京第一支社 支社長
東内 修司



4 会員増強に皆様のご協力をお願いします。

会　長 南山　幸弘 （株）音羽
筆頭副会長 大石　寛子 （株）大石商店

副会長 天沼　友一 カネマサ大東（株）
副会長 遠藤　陽子 （株）遠藤製餡
副会長 堀口　信行 太平商事（株）
副会長 平塚　元由 （有）平塚製作所
副会長 中嶋　富男 （株）中嶋富男建築設計事務所
副会長 池田　憲治 中央電設（株）

常任理事 東池袋南池袋支部長 稲川　一 （株）文宣
常任理事 東池袋上池袋支部長 小嶋　孝司 東洋特殊産業（株）
常任理事 池袋西口支部長 上妻　英成 あがつまタオル（有）
常任理事 大塚西巣鴨支部長 阿部　双葉 （株）フレンドシップインターナショナル
常任理事 巣鴨駒込支部長 中根　武 （有）ティー・エヌ・コンサルティング
常任理事 高田支部長 大渕　信之 ユニバーサルプリント工芸（株）
常任理事 長崎支部長 東　明男 （株）アズマ
常任理事 総務委員長 加藤　直光 （株）折原
常任理事 財務委員長 金井　宏夫 （株）アール・エス・シー
常任理事 組織委員長 高村　光朗 高村紙業（株）
常任理事 厚生委員長 齊木　晋一 （株）新光商事
常任理事 事業委員長 鈴木　義人 （株）エレコ
常任理事 社会貢献委員長 鈴木　但 （株）城北石田ハカリ
常任理事 広報委員長 坂巻　公美子 （株）エルゴニキス
常任理事 ＩＴ委員長 五日市　文雄 （株）スーパーオフィス
常任理事 研修税務委員長 加古　博昭 東京通信機（株）
常任理事 青年部会長 浦野　静夫 浦野工業（株）
常任理事 女性部会長 讃岐　知惠子 （株）アヴァンティ
常任理事 経営研究会代表 岩松　力 （株）プリオ
常任理事 源泉部会長 真木　俊之 養老乃瀧（株）

理　事 東池袋南池袋副支部長 今宮　忠則 （有）ヴィテス
理　事 東池袋南池袋副支部長 植田　直行 ユニーク・アイネット（株）
理　事 東池袋南池袋副支部長 大塚　俊仁 大塚会計事務所
理　事 東池袋上池袋副支部長 野本　渉 野本印刷（株）
理　事 東池袋上池袋副支部長 石川　宜司 ガイア（株）
理　事 東池袋上池袋副支部長 岩田　勉 （有）東峰フォト
理　事 池袋西口副支部長 藤森　俊晴 （株）藤森電機製作所
理　事 池袋西口副支部長 大久保　勇一 （株）ゆう文
理　事 池袋西口副支部長 梅本　勉 丹波屋燃料（株）
理　事 池袋西口副支部長 加藤　壽男 （株）紅家
理　事 池袋西口副支部長 鈴木　貞文 （株）元設計研究所
理　事 大塚西巣鴨副支部長 今井　文彦 今井保全（株）
理　事 大塚西巣鴨副支部長 富永　幸子 東邦管工建設（株）
理　事 大塚西巣鴨副支部長 大川　孝義 （有）岡田葬儀社本店
理　事 巣鴨駒込副支部長 森永　鈴江 （有）美鈴
理　事 巣鴨駒込副支部長 大塚　淳 （株）大塚
理　事 巣鴨駒込副支部長 佐々木　俊規 ユアーハイマート（株）
理　事 高田副支部長 白井　宏一 （株）関越物産
理　事 高田副支部長 大西　由美 （株）エフ・イー・シー
理　事 長崎副支部長 小泉　裕克 小泉電機（株）
理　事 長崎副支部長 菅原　由利子 （有）国際プラン社
監　事 若林　正美 アドナー（株）
監　事 藤丸　紀男 藤和（株）
監　事 青木　嘉明 青木嘉明税理士・行政書士事務所

2019・2020 年度
公益社団法人豊島法人会　役員一覧（敬称略）



5 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

6
月
17

第 8回通常総会の前に文部科学事務次官を務められました

前川喜平氏をお迎えして、「生涯学習社会への課題」をテー

マに講演会を開催しました。

通常総会前に行う講演会は、脳科学者の中野信子氏、元宮

崎県知事の東国原英夫氏、女性学の第一人者の田嶋陽子氏に

続いて4回目となり、250人余りのお客様をお迎えした会場は、

当初予定していた人数を超え座席を追加するほどたくさんの

方に参加していただきました。

前川氏の話し方は柔らかくたいへん聞きやすく、教育現場

にいる当事者として、具体的で的確に話していただきました。

中でも今の教育では人間力を付けるのが難しい話や、道徳の

教科書にも載っている「星野君の二塁打」についての話は特

会場：ホテルメトロポリタン

前川喜平氏講演会

会場は満席で大盛況 講演をする前川喜平氏

に印象深く、考えさせられました。講演会の時間はあっとい

う間に流れ、最後は大石副会長より花束を贈呈して閉会とな

りました。

豊島法人会では、参加された皆さんにご協力いただいたア

ンケートを基に今後さらに多くの会員の方々、地域の方に喜

んでいただける講演会を企画してまいりますのでどうぞご期

待ください。

最後になりましたが今回、後援いただきました豊島区、東

京商工会議所豊島支部様、協賛いただきました豊島優申会、

大同生命保険（株）、AIG損害保険（株）、アフラック様に感謝

申し上げます。

80
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箏と尺八で巡る江戸から現代

東法連青連協第 4 ブロックスタンプラリー in としまえん

2019 年度青年部会年次報告会

第 14 回法人会全国女性フォーラム（富山大会）

このたびはご参加いただきあり
がとうございました。和楽器コ
ンサートからコース料理会食と
クイズ形式でのゲーム大会と多
数の方々からとても楽しかった
とのお声を頂き実行委員会一同
励みとして次回に繋げていきた
く思っております。　	

記：東池袋上池袋支部
小嶋孝司

豊島を含め８単位会合同で行わ
れた租税イベントは今年で６回
目を数えました。天気にも恵ま
れ多数の子ども、家族が参加し、
たいへん盛況でした。

37 名が出席した 2019 年度年次
報告会は南山会長、加藤部会長
の挨拶から始まり、2018 年度
事業報告並びに収支決算報告、
2019 年度事業計画、収支予算が
報告されました。そして役員改
選では、浦野静夫氏が新部会長
に就任しました。年次報告会終
了後、懇親会が開かれ、部会員
同士交流・親交を深めました。

｢第 14 回	法人会全国女性フォー
ラム｣ が４月 25 日に富山市で開
催され、｢煌めく女性の輪―富山
から未来へ―」のテーマのもと、
全国から約1,600名の会員が一堂
に会しました。豊島からは 3 名
が参加し、熱い女性パワーを感
じてまいりました。

記：女性部会　讃岐知恵子

◉東池袋上池袋
　 東池袋南池袋
　 池袋西口支部

◉青年部会

◉青年部会

◉女性部会

3 月 28 日（木）／ホテルベルクラシック

4月 21 日（日）／としまえん

4月19 日（金）／豊島法人会館3階会議室

4月 25 日（木）／富山市

詳細はホームページ
をご覧ください

イベントに参加した
第４ブロックのメンバー

退任の挨拶をする
加藤前部会長

全国から約 1,600 名が出席
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第１回理事会 長崎獅子舞

2019 年度源泉部会年次報告会

改元後最初の理事会が開催され
ました。第 8 回通常総会で諮る
2018 年度収支決算・事業報告・
理事及び監事推薦者名簿、総会
等運営規則の改定、総会の招集
方法等について審議し、すべて
の議案が全会一致で承認されま
した。

からっと晴れた清々しい天気で
行われた長崎獅子舞は、長崎地
区の伝統行事として初夏に行わ
れ広く支持されているお祭りで
す。高野区長も参加される地区
の代表的な行事をこれからも豊
島法人会は保存運動に参加して
いきます。

　記：長崎支部　鈴木義人

源泉部会では「2019 年以降の改
正点について」の研修会終了後、
年次報告会を開催いたしました。
2018 年度の事業報告・収支報告、
2019 年度の事業計画・収支予算、
2019・2020 年度の役員等につい
て真木部会長より報告されまし
た。

◉長崎支部

◉源泉部会

5 月 10 日（金）／豊島法人会館３階会議室 5月 12 日（日）／長崎神社

5月 24 日（金）／養老乃瀧池袋ビル	研修センター

慎重に審議いたしました 保存運動に積極的に貢献

真木部会長が
再任されました

2019 年度経営研究会年次報告会

2019 年度	年次報告会を 5 月 16
日に行いました。最初に金井代
表の挨拶のあと報告事項、須貝
会計より収支決算報告、最後に
役員改選と規約の改正をして報
告会は滞りなく終了。豊島税務
署副署長	大野美里様の挨拶、最
後に岩松新代表の挨拶で閉会し
ました。

記：経営研究会　岩田　勉

◉経営研究会 5 月 16 日（木）／養老乃瀧

新代表に就任した
岩松力代表

2000

1.21 （2019年7月1日現在・市況により変動）
 

　

＊従業員数等の企業規模の要件がございます。また、審査の結果ご希望に沿えない場合もございます。
＊融資上限額・返済期間の取り扱いは、2020年3月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。

（祝日・8月除く）

豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ(IKE･Biz)(4階) 池袋駅西口より徒歩約10分　南口より徒歩約７分
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公益社団法人豊島法人会広報誌 TOSHIMA
制作・印刷・製本業務請負業者結果公表

広報誌第 249 号（2019 春号・2019 年 4 月 22 日発行）誌面並び
に折り込みチラシ、当会ホームページにて会員企業を対象に告
知させていただきました広報誌「TOSHIMA」制作・印刷・製本
業務請負業者が慎重な審議の結果、決定しましたので公表させ
ていただきます。

●

請負業者名：有限会社七七舎
東京都豊島区西池袋 5-26-15 久保田ビル

09新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940 公益社団法人豊島法人会広報誌

多くの会員の方々が清掃活動に協力

豊島区が主催の「ごみゼロデー」の一環と
して行われた路上喫煙・ポイ捨て防止キャ
ンペーンに協力。池袋駅西口の清掃活動
を行いました。豊島区では、路上喫煙や吸
い殻のポイ捨てといった「迷惑喫煙」を防
止し、たばこを吸わない人にも快適で過ご
せる街づくりを推進しております。

社会貢献委員会 ５月３０日(水)／池袋西口公園

路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン

挨拶する金井代表

総勢35名の参加で、金井代表のあいさつ
から始まり、収支決算報告、平成30年度
事業計画、役員辞任に伴う後任者の選
任の発表が有りました。税務署から松生
副署長が出席され、挨拶をいただきまし
た。会員交流会に移り、泉谷副代表の乾
杯でなごやかに進行し盛り上がりました。

５月２１日（月）／養老乃瀧YRイベントホール

平成30年度経営研究会年次報告会

記 ： 長崎支部長　東 明男

記 ： 社会貢献委員長　齊木 晋一記 ： 経営研究会役員　岩田 勉
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町内を練り歩く獅子舞

長崎支部では毎年、民俗芸能の伝承
発展の思いで、支援金という形でご協
力致しております。今回も獅子頭を被っ
た３頭の獅子が腹に付けた太鼓を打ち
鳴らしながら町内を半日かけて練り歩き
ました。これからも、この貴重な長崎獅子
舞が継承されますように応援していきま
す。

5月13日(日)／長崎神社

長崎獅子舞
長崎支部

ホームページのバナー広告募集・
会員検索にご登録ください

http://www.toshimahojinkai.or.jp/

豊島法人会のホームページでは、会員検索コーナーを設け
ておりますので、会員の皆様、是非ご登録いただき活用く
ださいますようお願い致します。
また、ホームページのトップページにバナ
ー広告の掲載スペースを設けております。
お申し込みくださいますようお願い致しま
す。

2019 年度女性部会年次報告会

女性部会規約、2018 年度事業
報告並びに収支決算報告、2019
年度事業計画、収支予算が報告
され、役員改選で讃岐新部会長、
新役員が就任。令和に入り女性
部会は Beautiful	Harmony（美し
い調和）で貢献いたします。
	 記：女性部会　高島和子

◉女性部会 5 月 29 日（水）／ホテルベルクラシック東京

路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン

豊島区が主催の「ごみゼロデー」
の一環として行われた路上喫煙・
ポイ捨て防止キャンペーンに協
力し、池袋駅西口の清掃活動を
行いました。豊島区では、路上
喫煙や吸い殻のポイ捨てといっ
た「迷惑喫煙」を防止し、たば
こを吸わない人にも快適で過ご
せる街づくりを推進しておりま
す。

◉社会貢献委員会 5 月 30 日（木）／南池袋公園

多くの会員の方々が
清掃活動に協力

問 1

問 2

問 3

税
金
ク
イ
ズ

答えは p.23	目次の下をご覧ください！➡

国の税収約 59兆円のうち、消費税収入（国の消費税 6.3％分）はいくらでしょう。

消費税の一部は地方に配分されますが、残りの部分はどのような用途にあてられること
とされているでしょうか。

フランスの付加価値税（日本の消費税に該当）で、軽減税率の対象になっているのはどれ
でしょうか。

❶ 約 13兆円 　❷ 約 15兆円 　❸ 約 17兆円

❶ 決まっていない 　❷ 年金・医療・介護・少子化対策 　❸ 国債の償還や利払い

❶ 食料品 　❷ 衣料 　❸ 住宅

詳細はホームページ
をご覧ください

〒114-0023
北区滝野川３-２-６
tel 03-5394-7100
http://erugonikes.co.jp

オフィス・店舗・住宅
　文化・教育施設
     　
　　   設計施工

一級建築士のいる
 デザイン事務所
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6月 15日 JR目白駅前広場にて高田支部主催による献血

活動が行われました。千登世橋中学校の生徒と高南小学校

の児童合計 60名が声掛けに参加、高野区長、南山会長も

来場され、降雨の開催でしたが昨年以上の皆様の献血の申

込みがありました。 記：高田支部　大渕信之

気候変動のせいもあって、かなり肌寒く、人出が心配されま

したが、昨年同様、会場本部前は長蛇の列の大盛況でした。

豊島税務署からは佐藤税務署長はじめ４名の方にご臨席頂

き、そして阿部支部長の挨拶でさくら祭りが開始されました。

20年間続けてきたとん汁・おでん調理の腕に磨きがかかった

といえども、その都度、バーナーの調子が悪いとか、味付けが

違うとかで上手くいかないことがありました。しかし、ここま

で続けられたのは、協力していただいた役員の方、そして笑顔

で召しあがって下さった会員の方や一般の皆様のおかげです。

皆様に感謝、感謝、

感謝です。

記：大塚西巣鴨支部

阿部双葉

◉高田支部 ◉大塚西巣鴨支部

目白駅前広場献血活動 今年も美しい桜の花を咲かせてくれた
20 回目の「南大塚さくら祭り」

お手製のおでん、豚汁を提供子供たちの激励に訪れた高野区長

雨の中献血のお願いをする
スタッフ
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3
㊋
26

平成 31年 3月 26日豊島税務署内の桜が咲き始めている中で、今年も「一

日税務署長」イベントが執り行われました。

この取り組みは、小学校・中学校の児童・生徒向けに毎年行われる、各納

税協力団体が行う各コンクールの受賞者 7名の児童・生徒の方を招き、豊島

税務署の一日税務署長の体験していただく企画です。当日は午後 2時過ぎか

ら、署長への委嘱、豊島優申会提供の記念品贈呈、署幹部・団体幹部との名

刺交換、決済タイム、署内視察、記念撮影の後、豊島区役所へ表敬訪問。齋

藤副区長、三田教育長と面談、記念撮影を行い、午後 4時 30分に終了しました。

受賞者の詳細に関しましては以下の通りです。 記：広報委員会　小泉裕克

一日税務署長　取材レポート

佐藤豊島税務署長と名刺交換

一日税務署長の委嘱状を授与

豊島区役所に移動し三田豊島区教育長と名刺交換

中学生　「税についての作文」　
　国税局管内納連優秀賞受賞者	 1 名
　東総連会長賞受賞者	 2 名
　豊島税務署長賞受賞者	 2 名
「税に関する絵はがきコンクール」
豊島税務署長賞受賞者	 1 名

「税に関する標語」　　　　　　
豊島税務署長賞受賞者	 1 名

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-12-8
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六代目三遊亭圓窓師匠 三遊亭まんとさん 千川亭八百紙さん 千川亭二童さん

4
木
11

「落語を楽しむ会」は 8年目を迎える公益社団法人豊島法

人会の新年度幕開けのイベントとなりました。本イベントは、

東京 2020年パラリンピック成功に向けてのパラスポーツの

支援・応援並びに地域住民の皆様をはじめ、企業経営者の

方々、個人事業主の皆様と地域金融機関や豊島法人会が一体

となって地域の活性化を目的とするイベントです。

一昨年、昨年とアンサンブルジラソーレによるチャリティ

コンサートを行いましたが、今回は趣向を変え、豊島区内在

住で小学校での落語教室等でもお馴染みの六代目三遊亭圓窓

師匠。落語を習ううちに一流ホテルを脱サラして噺家になっ

た三遊亭まんとさん、圓窓門下素人落語連で稽古をしている

会場：自由学園明日館

落語を楽しむ会
豊島法人会の会員で紙屋の千川亭八百紙さん、不動産屋の千

川亭二童さんの 4名による落語会開催となりました。

会場は重要文化財指定の自由学園明日館講堂をお借りしま

した。期待に胸を膨らませ、出囃子が流れ、さぁ開演です。

音響効果の良い講堂は噺家さんの声がピタリとはまる空間で、

終始笑いが絶えないあっという間の落語会でした。

懇親会は会場を明日館食堂に移して行われ、ご出席いただ

いた NPO法人日本視覚障害者柔道連盟の初瀬勇輔理事に寄

附金を贈呈させていただきました。

豊島法人会では、障害者スポーツを応援する事業を、東京

で行われるパラリンピック開催以降も引き続き行う方針です。

最後になりましたが今回、大同生命保険、AIG損害保険、

アフラック、巣鴨信用金庫、東京信用金庫、豊島健康診査セ

ンター様の協賛を頂き開催できましたことを感謝いたします。
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Q1．どのような活動をされている委員会ですか？

●坂巻広報委員長：

広報委員会では、対外に法人会の認知度を

高め、対内にはより有意義な事業活動を行う

ための広報媒体として広報誌「TOSHIMA」

の編集を行っています。広報誌は年 4回発行しており、掲載

記事を委員会内で図り、各支部、委員会、部会に寄稿をお願

いしています。税務署の人事異動に際しましては、豊島税務

署に臨場し新任の署長、副署長にインタビューを行ってきま

した。年間を通じて忙しく活動している委員会です。

●五日市 IT 委員長：

IT委員会は、豊島法人会のホームページの

リニューアルを行う目的で、4年前にできた新

しい委員会です。最初の 2年間は、ホームペー

ジのリニューアルを行うために、豊島法人会のホームページ

として何が必要か検討し、他の法人会のホームページを研究

し仕様書を作成しました。業者は会員企業から公募し、新し

いホームページが完成しました。後半の 2年間は、ホームペー

ジの運用を行いながら、事務局での更新作業をサポートし、

ホームページへ会員企業の登録をしていただくためにチラシ

やマニュアル作成などを行ってきました。

2カ月に 1回が基本ですが、リニューアルのチェックの時

などは、月に 2回委員会を開催したこともあります。

Q2． 委員長としての抱負、やり甲斐をお聞かせくだ
さい。

●坂巻広報委員長：

法人会の中では古い委員会に属するのが広報委員会で、こ

れまでの伝統を受け継ぐ傍ら、時代にあわせて変化していく

面白さがあります。2017年に豊島法人会のホームページが

リニューアルされたことを機に広報誌のあり方が大きく変化

しつつあって、そのアイデアを募る目的で委員会終了後に座

談会を開催しています。毎回新しいテーマを設け自由に語り

合うことにより新しい発想が生まれ、今の広報誌に生かされ

ています。フラッシュ記事の QRコード化もそのうちのひと

つです。

そして広報誌の大事な役目ですが、法人会に入会を検討さ

れている方が始めに手にするのが広報誌ではないかと思いま

すし、会員の方はご自分達の活動の記録として楽しみに見て

くださっていると思います。また公益社団法人として外に広

く活動を伝える手段の一つですので、その役割は大変重要で、

やり甲斐を感じています。今後も広報誌を通じて豊島法人会

の魅力を共感していただけるような紙面づくりを心がけてい

きたいと思います。

●五日市 IT 委員長：

これまでは、人数的なこともあり、ホームページに関する

ことに限定して行ってきました。また、新しい委員会だけに

通年で何をするかという活動項目が定まっていません。

今後新しいことに取り組むかどうかを考えてみますと、豊

島法人会としてはホームページ以外にも事務局の IT化や会員

同士の情報共有の仕方など、やりだしたらきりがないほどテー

マは存在しています。また世の中のキーワードも ITに関連し

た項目が多く、その内容を伝える役割ができると法人会の会

員のメリットにもつながるのではないかと思います。取り組

むべき課題が多い分、やり甲斐もあると考えています。

Q3．委員会 PR がありましたらなんでもどうぞ！

●坂巻広報委員長：

文字数や写真の掲載枚数に制約がある法人会活動フラッ

シュ記事ですが、2019年新春号からQRコードを付けること

「委員会訪問」の第 5 回目は広報 IT 委員会です。5 月 23

日に開催されました委員会に出席し、堀口担当副会長、五

日市 IT 委員長、坂巻広報委員長、各委員にお話を伺いま

した。インタビュアーは大塚広報委員

広報 IT委員会訪問
インタビュー
2019 年 5 月 23 日（木）

豊島法人会館 3 階会議室
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により、法人会ホームページに移行し、そこで事業活動の様

子をより深くご覧いただくことが可能になりました。スマー

トフォンで読み取ると記事に移動しますので、ぜひ一度試し

てみてください。

また、入会 5年以内の方の企業紹介ページを設けています

ので広告としてご活用いただければと思います。費用はかか

りません。掲載希望の方は事務局までお気軽にお問合せくだ

さい。広報誌のバックナンバーをホームページで見ることが

できますので、こちらもご活用ください。

●五日市 IT 委員長：

これまでは特別なプロジェクトとしての意味合いが強く、4

～ 5名で委員会を行ってきました。昨年からは正式な委員以

外にオブザーバーという形で数人の方に参加していただき、

広く意見を集める活動と、委員会で行っていることを他の支

部・部会に広める活動も行ってきました。

2019年度からは、各支部・各部会、他の委員会同様に 1～

2名の委員の選出をお願いしています。ぜひ、一緒に ITにつ

いて考える委員会に参加していただければと思います。ぜひ

ご参加ください

担当副会長に一言お願いします。

●堀口担当副会長

広報委員会と IT委員会という、アナログと

デジタルという二つの委員会を調和させるこ

とは大変難しいですが大事だと感じています。

IT委員会はできて日が浅いので前例のない事案を行ってい

く難しさがあり、広報委員会は長い歴史があり、私も委員長

を経験してきましたが、それなりの難しさがあると思います。

豊島法人会が公益社団法人になって記事内容も時代に合わ

せて変化してきていますが、みんなに読んで見ていただける

よう、両委員会をサポートしていきたいと思っております。

各委員の方にひとことお願いします。

●今宮広報副委員長：

広報誌というアナログのペーパーと ITネットホームページ

がありますが、いちばん目に付きやすく手に取ってもらえる

のが紙媒体だと思っています。重要な機能がまだまだあると

思うので、それを伝える使命感をもって頑張っています。

●小泉広報副委員長

30年ほど前のことになりますが、法人会に入って初めての

委員会が広報委員会でした。

平成を振り返り、歴史の移り変わりを一緒に歩んでこれて

よかったと思っています。

●上妻広報委員：

紙媒体で出る広報誌の重要性は大きいと思っています。紙

で見るのとWebで見るのは見え方が違ってくると思います。

Webの時代と言われていますが、IT委員会と広報委員会が

法人会広報活動の両輪だと思うので、これからも紙媒体の広

報誌を大切にし、多くの人に見ていただけたら嬉しいなと思っ

ています。

●岩田広報委員：

豊島法人会なので表紙は豊島区内のものを題材ではどうだ

ろうか？ とか原稿チェックするときはキャップが読んで進行

できないか？ など、みんなに読んでもらえる広報誌を目指し

てより良くなるような事を考えて作っています。

●森下広報委員：

人の繋がりで法人会に入会し、委員会に入り、多くの人た

ちと出会う事ができてよかったです。これからも頑張ってい

きます。

●岩松 IT 副委員長：

さらに活発に動くであろう IT委員会は、紙媒体の広報誌が

皆さんにさらに読んでいただけるよう、データフィードバッ

ク等、ITをうまく活用しながら一緒に盛り上げていければと

思っています。

●大渕 IT 委員：

支部の伝言板のようにタイムリーな情報を、会員の方へ伝

えられたり、会員の皆さんに親しんでいただけるホームペー

ジになるとよいなと思います。

●植田 IT 委員：

これから ITは絶対必要になってきますので、世の中の流れ

をうまく掴み、宣伝効果を発揮し、ホームページの活用で新

規の会員が増えていくよう、協力しながらやっていきたいと

思っています。

5回に分けて行ってきました委員会訪問も広報 /IT

委員会で最後になります。

委員会ってどんなところ？ どんな活動をしている

の？ と、皆さんに少しでもわかってもらえればと始

まった企画でした。委員会は違えども法人会を盛り

上げていきたいという、皆同じ思いで活動されてい

るんだなと再認識させていただきました。忙しいな

かご協力くださった皆様、ありがとうございました。

インタビューを終えて ●大塚 淳
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豊島法人会 会員の皆様がご利用いただける

福利厚生サービスなどの御案内

1．東京ディズニーリゾート ®コーポレートプログラム利用券

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパークチケットの購入や、ディズニーホテル

の宿泊が1,000円割引になるコーポレートプログラム利用券を配付しております。
配付枚数は、年度内（4～ 3月）1社につき 5枚（1,000円× 5枚）です。

ご希望の方は、法人会事務局へお越しください。
規定数に達し次第終了となります。（配付を終了した際は、豊島法人会HP「お知らせ」でお知らせ致します）

2．健康診断（生活習慣病健診）

会員やその従業員・ご家族を対象に、健康診断を実施しています。

生活習慣病健康診断や基本定期健康診断のほか、様々なオプション検査を会員特別料金でご利用いただけます。
提携医療機関
◆医療法人社団　絆 アーバンハイツクリニック（通年開催）
　案内は広報誌春号・夏号に同封します。豊島法人会HP「会員特典 (福利厚生 )」からもダウンロードできます。

◆一般財団法人　全日本労働福祉協会（3 月・8 月に開催）
　案内は 2月・7月頃に封書でお送りします。

3．保険共済

◆経営者大型総合保障制度　＜取扱：大同生命・AIG損害保険＞

生命保険と損害保険がセットになった法人会独自の制度です。病気から事故まで幅広く保障し、退職金の準備としても
活用できます。経営者の皆様だけでなく従業員の方を対象としたプランもございます。
会員向けの団体料率を適用した割安な保険料で、さらに一定要件の下での損金算入が可能です。

◆ビジネスガード　＜取扱：AIG損害保険＞

労務・雇用リスク・賠償責任を包括的に補償する「スマートプロテクト®」、政府労災保険の上乗せ補償「ハイパー任意

労災」、「自動車保険」、「企業地震保険」、「情報漏えいガード」など、経営を取り巻く様々なリスクから企業を守ります。
◆がん・医療保障制度　＜取扱：アフラック＞
会員企業にお勤めの方であれば、ご家族を含めてお一人からでも集団取扱の割安な保険料で契約できます。

すでに個人で加入済みの保険も、団体割引適用の対象になりますので、アフラック（0120-55-595）までお問合せください。

◆貸倒保証制度　＜取扱：三井住友海上火災＞　　　　
◆特定退職金共済制度　＜取扱：東法連特定退職金共済会＞

4．保養施設・提携宿泊施設

◆ラフォーレ倶楽部
ラフォーレ倶楽部会員料金で、全国の保養施設をご利用できます。
従業員の方、ご家族もご利用できます。

◆四季倶楽部
オールシーズン 1泊 5,000円 (税別 )でご利用できる四季倶楽部の全施設で、先行
予約が可能です。期間限定の優待プランもございます。

◆プリンスホテル　　◆東急ホテルズ

詳しくは下記の【詳細とお申込みについて】をご覧ください。

〈ラフォーレ倶楽部〉伊豆マリオットホテル修繕寺
愛犬と泊まれるお部屋もございます
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5．その他のサービス・優待制度など

◆無料セミナー DVD レンタルサービス　＜提携：イーブレーン＞
会社や自宅にいながら、インターネットから見たいDVDの予約できます。忙しくてセミナーや研修会に参加できない方など

に最適。お気軽にご活用ください。一般経営、税務、人材育成、実務家、ライフスタイルなど、ジャンル別タイトルを検索でき、

興味あるタイトルが予約できます。レンタルお申し込み後、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

だけです。

◆「無料インターネット・セミナー」サービス＜提携：イーブレーン＞
お好みのセミナーをパソコンやスマホ、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。「じっくり聴きたい、

あの人の講演」、「ちょっと知りたいあの言葉」、仕事に役立つ情報やヒントが満載。ホットな経営情報の入手、スタッフ（社員・

職員・管理者）の教育・朝礼でのヒント集など豊富なコンテンツが随時更新されます。経営者の自己研鑽や社員研修会など様々

な用途にご利用下さい。

◆法律相談　＜提携：羽野島法律事務所＞
会員企業の皆様のために弁護士による無料法律相談（1時間まで）を実施しています。

◆ BMW JAPAN 優待プログラム
本プログラムは、法人会会員が事前に所定の手続きを行うことで車両本体価格から「8％」割引※の特典を受けることができ
ます。※割引対象外あり

◆ヤナセプレミアムカーレンタル　＜提携：ニッポンレンタカー＞
メルセデツ・ベンツをはじめ、アウディ、BMW、ギャデラックやシボレーなどの輸入車を、法人会員限定のリーズナブルな

特別料金でご利用いただけます。

◆クルマ関連サービス　＜提携：オリックス自動車＞
オリックス自動車の「カーリース」「レンタカー」「カーシェアリング」を割安な法人会会員料金（または会員優待）でご利用い
ただけます。

◆ビジネスローン（東法連メンバーズローン）
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。
＜提携金融機関：三菱東京UFJ銀行、きらぼし銀行、朝日信用金庫、西武信用金庫、西京信用金庫など＞

　◆ストレスチェックサービス＜提供：ダイヤル・サービス＞　　 ◆東京ガスの電気＜提供：東京ガス＞
　◆福利厚生倶楽部＜提供：リロクラブ＞    ◆ビジネスカード＜提供：クレディセゾン＞
　◆ビジネス誌斡旋　＜提供：日経ビジネス、ダイヤモンド社他＞ ◆企業情報照会サービス＜提供：AGS＞　　　

　◆余剰在庫の買取・販売＜提供：SynaBiz（シナビズ）＞　　　 ◆セコム健康くらぶ＜提供：セコム医療システム＞　
　◆セコム・セキュリティ　＜提供：セコム株式会社＞

詳しくは下記の【詳細とお申込みについて】をご覧ください。

❶ ｢東京法人会｣ で検索　　　❷ 東京法人会連合会ホームページ（http://www.tohoren.or.jp）へアクセス

❸ 画面右上の　会員専用ページ　をクリック　　　❹ ユーザー名とパスワードを入力 ※　

❺ ご利用いただけるサービスの一覧が出ます　

※ ユーザー名・パスワードがご不明な方は豊島法人会事務局へお問合せください。

TEL 03-3985-8940　　　メール info@toshimahojinkai.or.jp

【詳細とお申込みについて】

ここをクリック
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新入会員紹介
法人名

業　種

所在地

URL

PR 文

株式会社 空間デザイン

建築設計業

東京都豊島区巣鴨 4-13-19　ワイザー巣鴨 2F

http://sd-arc.jp/

主に鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物の設計・監理を行う建築設計事務所です。
建物点検・定期報告や耐震診断も多く手掛けています。何かありました気軽に連絡ください。

空間デザイン
東京事務所

巣鴨
郵便局

至 西ケ原四丁目

至 大塚

JR

駅
鴨
巣

正面口
北口

駅
塚
申
庚

線
川
荒
電
都

都営三田線

駅
塚
申
庚
新

巣鴨駅

地蔵通り
商店街

巣鴨信金

染井霊園

巣鴨猿田彦
庚申堂

眞性寺
巣鴨地域
文化創造館

高岩寺

白山通り
代表者名 阿部	弘明

法人名

業　種

所在地

URL 電話

PR 文

合同会社 YuanHouse

飲食店

東京都豊島区目白 3-7-6	1F

https://www.yuanhouse.com/　　　　　　　03-6915-3223

Stone	Café	YuanHouse では、人・自然・地球・宇宙に優しい×手作りをコンセプ
トに新鮮なフルーツや野菜からエネルギーを摂っていただく為のレシピや衣食住を
楽しむ為の商品をご用意しています。お食事と共にミーティング等でもお使い頂け
ます。＊フードロスを心掛けています。お手数ですがご予約の上ご来店下さい。（着席 14 名様まで）

代表者名 谷貝	英美

法人名

業　種

所在地

URL 電話

PR 文

Smart 株式会社

総合 FP 事務所

東京都豊島区巣鴨 1-29-10	TK ビル 2F

http://www.smart-hoken.net/　　　　　　　03-5981-8586

希望溢れる人生を支える最もスマートなパートナーを目指す総合 FP
事務所です。巣鴨のコミュニティサイトも運営しています。

代表者名 金子	浩二

新入会員紹介掲載 
大募集！

豊島法人会へ入会 5年以内の方で新入会員紹介に掲載されていない会員様、当コーナーに掲載して自社を PRしてはい
かがですか。掲載希望の方は豊島法人会事務局まで電話又はメールでお問い合わせください。	 電話：03-3985-8940 ／
メール：info@toshimahojinkai.or.jp
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 平成 30 年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等

の申告は、e-Tax により提出しなければならないこととされました（以下「e-Tax 義務化」といいます。）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 32 年（2020 年）４月１日

以降に開始する事業年度（課税期間）

から適用 
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－東京都豊島都税事務所からのお知らせ－ 

 
昨年度に引き続き、平成３１年度（令和元年度）も 

                          

 
 
 
 
減 免 対 象 一画地における非住宅

．．．
用地の面積が 400 ㎡以下であるもののうち 

200 ㎡までの部分 

       ただし、個人又は資本金等の額が１億円以下の法人が所有するものに限ります。 

 
減 免 割 合 固定資産税・都市計画税の税額の２割 
 
減 免 手 続 減免を受けるためには、申請が必要です。 

まだ申請をしていない方で、小規模非住宅
．．．

用地を所有していると思われる方に

は、８月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」をお送りする予定です。

減免の要件を確認のうえ、申請してください。 

 

 

 

【お問い合わせ先】豊島都税事務所固定資産税班 ０３－３９８１－１２１１（代表） 

 

 

 

 

 風水害や地震、火災などで甚大な被害を受けた方には、一度課税された税金のうち、まだ納期

限が到来していない税金を、被災の程度等によって軽減または免除する制度があります。 
 
＜減免する場合＞ 

 床上浸水（不動産取得税を除く）、崖崩れ、家屋損壊等の被害のうち、一定程度以上の被災 

の場合 
 
＜減免の対象となる都税＞ 

固定資産税・都市計画税（23 区内）、不動産取得税、個人事業税 など 

 
＜減免を受けるための手続き＞ 

減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの申請が必要です。 

被災された方は、区市町村（火災の場合は消防署）で発行する「り災証明書」など、被災

の事実を証明する書類を添えて、所管の都税事務所まで申請してください。 
 

また、被災により、都税を一度に納めることができない場合には、納税を猶予する制度があ

ります。なお、納税の猶予を受ける場合にも、申請が必要となります。 

 

【お問い合わせ先】豊島都税事務所 ０３－３９８１－１２１１（代表） 
 

  

 
 

 

 

【eLTAXホームページ】 http://www.eltax.jp/  

【eLTAX 利用時間】      月～金 ８時３０分～２４時（土・日・祝日、年末年始 12/29～1/3 は除く） 

【eLTAX ヘルプデスク】 0570-081459（左記の電話番号でつながらない場合：03-5500-7010） 

               月～金 ９時～１７時（土・日・祝日、年末年始12/29～1/3は除く） 

※ 同一区内で前年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに申

請する必要はありません。 

 

23 区内 

＜利用手続についてのお問い合わせ＞ 
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お問い合わせ先：豊島区 地域保健課 保健事業グループ 　☎ 03–3987–4660
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誰でも知っていることですが、体は老化していき、

若いころよりもいろいろな部分で病気をおこしやすく

なります。それは体の一部である目も一緒で、高齢者

ほど目の病気をもつ確率は高くなります。

眼科医としての私の感覚では、目は50歳ぐらいま

でしかもつようにしか設計されておらず、その後は老

化現象との闘いのようなものだと日々感じています。

わかりやすい所では老眼があります。近くのものにピ

ントを合わせる力が年齢とともに衰えていく現象です。

じつは老眼以外にも年を取るごとに進んでいくもの

があります。たとえば緑内障という名前を聞いたこと

があるでしょうか？眼科ではわりと多い疾患で、名前

を耳にされたことも一度はある病気ではないでしょう

か。緑内障は目から脳へ情報を送る網膜の神経線維の

束に障害が起きる疾患です。この神経線維の束は100

万本あるといわれていますが、老化現象により毎年

0.5%ずつ減少するといわれています。つまり単純計

算では200歳になると平均的な人でも失明状態となる

はずです。緑内障の方は、この神経線維の減っていく

スピードが通常よりも早いことで、生きている間に底

をついてしまう病気です。

統計的には、40歳の段階で20人に一人、70歳で

は10人に一人に緑内障が見つかるという統計結果が

出ています。織田信長の時代のように人生50年だっ

たころは、あまり問題にならなかったのでしょうが、

この人生100年時代と言われる現代では大問題です。

なぜ神経線維の減少が早くなるのかは実はよくわかっ

ていませんが、「眼圧」といって目の中の圧力が高いと

進行が早くなることが知られています。つまり緑内障

の治療とは目薬や手術で眼圧を低く保つことで神経線

維の減少を普通の人と同じように遅くするという方法

です。

つまり一度、失ってしまった神経線維を再生するこ

とはできず、進行をゆっくりに抑えることしかできな

いというのが今の医学の限界です。まるで火のついた

ろうそくが時間とともに短くなって、火が消えそうな

姿を連想させる嫌な病気です。初期の段階で発見して、

なるべく早く治療を開始したほうが良いといわれる理

由です。自然界の動物においては目が見えなくなるこ

とは致命的です。個としてのヒトは死を恐れて永遠の

命を求めますが、種としてのヒトは強引に世代交代を

強制し、それを繰り返すことによって環境の変化に対

応していこうとする思想を感じます。煙草やアルコー

ルも体にはよくありませんが、「年を取ること」が最も

「長生き」を阻むという矛盾した結論に至りました。

目玉の設計寿命

健康コラム

豊島区医師会　理事●大橋正明
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今から15年ほど前の司法試験受験時代には、スト

レス発散と体力維持を目的に毎日30分ほどジョギン

グをしていました。そのころは、腹筋もきれいに6個

に割れていました。いわゆるシックスパックです。そ

の後、弁護士になって忙しくなり、運動する時間も無

くなりましたが、特に体重に変化はありませんでした。

自分は永遠に太らない体質だと思い込み、ほとんど

毎日外食、ビール大好き、夜中のラーメンも大好きと

いう生活を続けていたのですが、40歳を目前にして

徐々に、しかし確実に体重が増えてきました。気が付

けば、学生時代より6キロほど体重が増え、6つに割

れていた腹筋も見る影もなくなってしまいました…。

これではいけないと思いつつも、会食なども多く、

昔のように毎日走る時間もありません。そこで、いろ

いろ調べ、最近たどりついたのが、エアロバイクです。

ジョギングに比べて消費カロリーは低いものの（僕の場

合、10分で100キロカロリーほどです）、自宅で簡単

20年ぶりに台湾に行ってきました。予想はしていましたが“台北101”（2004年着工時世界一の高層ビル。

現在はドバイの高層ビル“ブルジュ．ハリファ”が世界一）をはじめとして近代都市化されておりました。元々

アパートなどは日本より早くビル化しておりましたが、設備等も便所を筆頭に進歩して

おります。

他国に旅をすると現在の日本の立位置を痛感するのですが、農協旅行と比喩されたバ

ブルまでの金満国日本の立場は、中国、ロシアなどに取って代われましたが、かわって

モラル、文化等でリスペクトされつつあるようです。さてアメリカ、ヨーロッパが苦戦し

ている現在、これからの日本こそ成熟した先進国のモデルを確立したいものですが……

ところで日本の駅前がどこも同じような街になっているように、世界の都市もどこも同

じような街になってしまいがちなのは考えどきでは？（コンビニやチェーン店が悪いわ

けではありませんが）

に、しかもテレビを見るなど「な

がら運動」ができるのが一番

の魅力だとのこと。早速、ア

マゾンで 2万円ほどで購入し

ました。負荷が 6段階と調節

できて、距離や心拍数、消費

カロリーも表示されます。

夜はなかなか時間がとれず、習慣化することが難し

いので、朝エアロバイクを漕ぐことにしました。朝早

く起きてメールや書き物などをした後、出勤の準備を

する前に、30分ほどエアロバイクを漕いでいます。好

きな海外ドラマを見ながら漕ぐことで、なんとかモチ

ベーションを維持しています。

始めたばかりでまだ大きな変化はありませんが、徐々

に効果が出始めているような気もします。継続は力な

り。夏ころまでには、体型が変わっていることを祈り

つつ、明日もバイクを漕ぎます。

エアロバイクはじめました！

スマートジャパン

に、しかもテレビを見るなど「な

夜はなかなか時間がとれず、習慣化することが難し

辻山尚志

記：大久保勇一

池袋西口支部　辻山・五十嵐法律事務所	弁護士

～支部別会員リレーコラム～

次回は東池袋上池袋支部からのコラムを予定



22 会員増強に皆様のご協力をお願いします。

No.251設置協力企業・場所（2019 年７月現在）

次回発行は令和元年10月中ごろ予定

■豊島税務署人事異動
■租税教室　 etc

豊島法人会広報誌 TOSHIMA は、年４回発行しております。
法人会員の方々には無料送付させていただいております。

また、一般の方でもお楽しみいただけるよう、
豊島区内のお店の店頭、会社の受付窓口などに設置しております。

Autumn 2019

秋 号

事務局からのお知らせ
東京ディズニーリゾートⓇコーポレートプログラム
利用券について

豊島法人会では、会員の皆様の福利厚生の一助として、東京ディズ
ニーランド ®、東京ディズニーシーⓇのパークチケット購入、ディズ
ニーホテルの宿泊費に利用できる東京ディズニーリゾート ®「コーポ
レートプログラム利用券」を配布しております。ご家族、社員の方
への福利厚生にご利用ください。平成 30 年度分の「コーポレートプ
ログラム利用券」は数に限りがございますので、お早目にお申し込
み下さい。（1社上限 5枚まで）

一般定期健診・生活習慣病健診について

豊島法人会では（医社）絆アーバンハイツクリニック並びに（一財）全
日本労働福祉協会と提携し、会員やその従業員・ご家族を対象に会
員特別価格で健康診断を行っております。アーバンハイツクリニッ
クは通年、全日本労働福祉協会は春・夏の年 2回実施しております。
アーバンハイツクリニックは当会ホームページから申込用紙を印刷
し、直接お申し込みください。全日本労働福祉協会は同協会より封
書でご案内をお送りします。

決算シールについて

従来、決算法人説明会の「ご案内」
に同封しておりました「決算シー
ル」については本誌裏表紙に印刷
されている「豊島法人会会員証」
を切り取って、会員番号ご記入の
上、申告書に添付してください。
会員番号は発送時の宛名台紙に記
載しております。

公益社団法人豊島法人会事務局　
〒 171-0014 東京都豊島区池袋 2-32-4　
TEL　03-3985-8940　FAX　03-3985-5718
info@toshimahojinkai.or.jp　www.tos ｈ imahojinkai.or.jp

お問い合わせは事務局まで

広く情報を発信していくために、広報誌の設置場所のご提供をお願いできませんか。お店の店頭、会社の受付窓口など、
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。詳しくは、豊島法人会事務局までお問い合わせ下さい。　

豊島法人会事務局　TEL	03-3985-8940　info@toshimahojinkai.or.jp

■東池袋
紙のたかむら
大同生命保険㈱池袋支社
東京信用金庫本店営業部
巣鴨信用金庫東池袋支店
㈲東峰フォト
㈱プリオ

■南池袋
㈱石の武蔵家 
高村紙業㈱ 
エニータイムとみざわ
㈱アイ・エス・シー
西武信用金庫池袋支店 
㈲ヴィテス 
東信企業㈱ 

■上池袋
（医）豊島健康診査センター 

■西池袋
豊島都税事務所 
城北興業㈱池袋演芸場
西京信用金庫池袋支店
東京商工会議所豊島支部
豊島税務署 

■池袋
巣鴨信用金庫池袋支店 

■池袋本町
あがつまタオル㈲ 
巣鴨信用金庫池袋本町支店 
東京シティ信用金庫池袋本町支店

■南大塚
㈲いろは寿司 

東池袋1-1-2
東池袋1-5-6 アイケアビル8F
東池袋1-12-5
東池袋1-25-10
東池袋3-1-3 サンシャインワールドインポートマート1F
東池袋3-11-8サンライズ小林2F-2

南池袋1-16 -20 ぬかりやビル4F
南池袋2-22-1
南池袋2-23-4
南池袋2-26-5 アイ・アンド・イー池袋ビル3F
南池袋2-28-13
南池袋2-32-13
南池袋3-13-9-101

上池袋2-5-1健康プラザとしま6F

西池袋1-17-1 豊島合同庁舎
西池袋1-23-1
西池袋1-44-1 
西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ4F
西池袋3-33-22

池袋2- 48 -1 

池袋本町1- 6 -2
池袋本町2 -15 -14
池袋本町2-39-12

南大塚2-19 -12

巣鴨信用金庫大塚支店  
㈱エスイージェー 

南大塚2-35-5
南大塚2-35-8NY ビル3F

㈱フレンドシップインターナショナル
■北大塚

巣鴨信用金庫北大塚支店 
■巣鴨

太平商事㈱ 
巣鴨信用金庫本店営業部

南大塚3- 36-7 南大塚T&Tビル

北大塚2 -20 -1

巣鴨2-3-6-501

㈱ 大塚 巣鴨3-6-1
巣鴨2-10 -2

㈱ながしま 
■駒込

㈲ティー・エヌ・コンサルティング 
日輸工業㈱ 
巣鴨信用金庫駒込支店 
巣鴨信用金庫駒込支店染井銀座出張所 

■目白

巣鴨3 -28 -7

駒込1-12-16 レジデンス六義園1F
駒込2-3 -1 六興ビル6F
駒込3-3-20
駒込6-34-6

海鮮丼ゆたか丼丸 雑司ヶ谷店
西京信用金庫雑司が谷支店 

■雑司が谷
ユニバーサルプリント工芸㈱ 

■長崎
興産信用金庫城西支店 
巣鴨信用金庫椎名町支店 
小幡解体興業㈱ 
芳接骨院・鍼灸院 

■南長崎
東京信用金庫椎名町支店 
東京信用金庫東長崎支店 
システム・シャイン・サービス㈱ 

■要町
東京信用金庫要町支店 

目白2-16 -17
目白2-16-19

雑司が谷3 -9 - 4

長崎1-9-3
長崎1-20-8
長崎2-15-8
長崎4 -7-14

南長崎3-2-14
南長崎5-28 -4
南長崎6 - 8 -10

要町1-1-1



23 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

法人会スケジュール
13 日（火）～ 15 日（木） 事務局夏季休業
21 日（水） 17:00 ～ 20:00 巣鴨駒込支部講演会・交流会 泰平飯店

21 日（水）～ 24 日（土） （一財）全日本労働福祉協会生活習慣病・一般定期健康診断 立教大学

22 日（木） 13:30 ～ 16:30 決算法人説明会 豊島法人会館

23 日（金） 18:00 ～ 青年部会チャリティ暑気払い パセラ池袋本店

26 日（月） 14:00 ～ 16:00 源泉部会「入管法改正　解説＆対策セミナー」 養老乃瀧池袋ビル

27 日（火） 3 支部合同八ツ場ダム工事現場見学会 群馬県長野原町

29 日（木） 10:00 ～ 15:00 消費税軽減税率スタート直前講座（初級・中級・上級編） 豊島法人会館

29 日（木） 18:00 ～ 20:30 東池袋上池袋支部会・交流会 満留賀

	 4 日（水） 10:30 ～ 15:30 消費税軽減税率スタート直前講座（上級・初級・中級編） 豊島法人会館

11 日（水） 13:30 ～ 16:30 決算法人説明会 豊島税務署

19 日（木） 13:30 ～ 16:00 新設法人説明会 豊島法人会館

	 3 日（木） 10:00 ～ 16:00 法人税申告書作成講座 豊島法人会館

10 日（木） 13:30 ～ 16:30 決算法人説明会 豊島法人会館

第 8 回通常総会	……………………………………………………… 3
豊島法人会役員一覧……………………………………………………… 4

前川喜平氏講演会…………………………………………………… 5
法人会活動フラッシュ…………………………………………………… 6

税金クイズ…………………………………………………………………	8

目白駅前広場献血活動／第 20 回南大塚さくら祭り	………………… 9

一日税務署長　取材レポート………………………………………… 10

落語を楽しむ会………………………………………………………… 11

広報 IT 委員会訪問	 …………………………………………………… 12

福利厚生サービスなどのご案内……………………………………… 14

新入会員紹介…………………………………………………………… 16

税務署から……………………………………………………………… 17

■ 法人会の趣旨は…
法人会とは、よき経営者をめざす 85 万社の会員組織です。
法人会でのさまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりをうみ
だします。
法人会は、公正な税制の実現のため経営者の声を国へアピールしています。

■ 法人会のシンボルマークとは…
中心の円は、「法人会」のコア（核）である「よき経営者をめざすものの団体」
を表しております。
そのコアのもとに集まる「人」の姿を「法人会」の頭文字＂ h＂に合わせ、企
業と社会の健全な発展に貢献する団体であることを、力強く象徴しています。

編集後記

新しい元号、「令和」になって最初の広報誌いかがでしたか。

新旧委員、新しい制作会社さんの協力のもと無事発行する事

ができました。

巷では東京オリンピックのチケットが当たった、外れたと

かばかりが話題になりましたが、今年はラグビーワールドカッ

プが日本で開催されます。9月 20日からゴールを目指す熱い

戦いが繰り広げられます。

私達、広報委員会も皆様に楽しんでいただける広報誌をお

届け出来るよう一丸となって頑張りますので、ラグビー同様

応援よろしくお願いします。

8
月

9
月

10
月

※日程・内容については変更となる場合があります。最新情報は豊島法人会WEB サイトでご確認ください。

問1▶③　　問2▶②　　問3▶①

税金クイズ /解答

第250号編集キャップ　大塚 淳
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都税事務所から………………………………………………………… 18

豊島保健福祉部から…………………………………………………… 19

健康コラム……………………………………………………………… 20

ふくろう回覧板／広報委員会コラム………………………………… 21

広報誌設置企・次号予告／事務局からのお知らせ………………… 22
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池袋支社/
東京都豊島区東池袋1-5-6（アイケアビル9F）
TEL 03-3984-6351

東京第二プロチャネル営業部/
東京都新宿区西新宿2-4-1（新宿ＮＳビル）
TEL 03-6894-9110
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