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豊島法人会広報誌

■ 法人会の趣旨は… 

法人会とは、よき経営者をめざす100 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。

■ COVER PHOTO ■
『妙義神社』
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03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

着任のごあいさつ
　秋晴れの候、公益社団法人豊島法人会の会員の皆様
方には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度の人事異動により、豊島税務署長を拝命し、板
橋税務署長から転任して参りました黒田でございます。
前任の大橋同様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　貴会の皆様方には、平素より税務行政全般につき
まして深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　貴会におかれましては、租税教育の一環である「親
子税金教室」などの開催をはじめ、各種研修会の開催
により、正しい税知識の普及や納税道義の高揚に多大
な貢献をいただいております。鈴木会長をはじめとす
る役員の方々並びに会員の皆様方の熱意とご尽力に対
しまして、心から敬意を表する次第であります。
　本年度は、会員の皆様の念願でありました公益社
団法人に移行され、さらには法人会館の取得をされ、
これまで以上に、より高いステージでご活躍いただけ
る団体となられました。今後とも、会員向け事業の充
実はもとより、地域の発展に資する魅力ある事業活動
を展開されますようご期待申し上げます。私どもとい
たしましても、これまでに培った貴会との相互信頼・
協調関係を大切にし、引き続き協調関係を推進してい
くよう取り組んで参りたいと考えております。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、社
会経済の国際化の進展などにより大きく様変わりし
ております。また、円高や少子高齢化などによる経
済や財政の悪化が懸念されている状況にあります。
　このような状況の下、我々税務職員は、その使命
である適正・公平な課税及び徴収の実現に向けて、

これまで同様、一般の納税者の方々には親切かつ丁
寧な態度で接する一方、悪質な納税者に対しては厳
正な姿勢で臨むことにより、税務行政への理解と信
頼を得ていく必要があると考えております。こうし
た考えの下、納税者サービスの充実など納税環境の
整備を図りつつ、既存の事務処理について不断の見
直しを行い、一層の事務の簡素化や効率化を図るよ
う、各種施策を進めております。
　特に重要な施策として、国税電子申告・納税シス
テム（e-Tax）の利用拡大が挙げられます。この
e-Tax の利用拡大につきましては、平成 23 年２月
４日に税務関係六団体長の方々が「e-Tax の利用推
進宣言」をなされ、積極的な利用促進にご尽力いた
だいているところでもあり、引き続き、会員の皆様
から、多くの豊島区内の皆様に e-Tax 利用の輪が
広がることを期待いたしております。貴会の皆様方
には、今後とも、e-Taxの普及・拡大につきまして、
ご理解をいただきますとともにより一層のご協力を
お願い申し上げます。
　私どもは、与えられた使命を着実に果たすため、
引き続き、納税者の皆様方の利便性の向上を図りつ
つ、経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応した効率
的な税務行政に努めてまいる所存です。
　貴会の皆様方には、税務行政のよき理解者として更な
るご支援と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、公益社団法人豊島法人会の
益々のご発展と会員の皆様方のご健勝並びにご事業
のご繁栄を祈念いたしまして、私の着任のあいさつ
とさせていただきます。

新署長よこ顔新署長よこ顔新署長よこ顔

豊島税務署長　黒田　治彦 氏豊島税務署長　黒田　治彦 氏
くろ    だ             はる  ひこくろ    だ             はる  ひこ

<略歴 >
昭和28年2月生まれ　山形県出身
昭和48年4月　仙台国税局入局
平成15年7月　玉川税務署副署長
平成17年7月　東京国税不服審判所　国税副審判官
平成19年7月　東京国税局　課税第一部　課税総括課　統括国税実査官
平成20年7月　雪谷税務署　署長
平成21年7月　国税庁長官官房監督評価官室　副室長
平成23年7月　板橋税務署　署長
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副署長着任のご挨拶

法人会の窓口となる幹部および担当者

　この度の異動で、福岡国税局・査察部・統括国税査察官から転任して参りま

した前田でございます。

　出身は、宮崎県です。前任の半田副署長同様、よろしくお願いいたします。

　公益社団法人豊島法人会の皆様方には、平素から税務行政に対しまして、格

別なご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

　本年度は、貴会にとりまして、公益社団法人への移行・新会館の取得等、大

きな飛躍の年度になるものとご期待申し上げます。

　本事務年度につきましても、特に e-Tax をはじめとしました税務行政全般

に対しまして引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
豊島税務署　副署長

（法人課税担当・酒税担当）

前田　良朗 氏
まえ    だ　　　  よし  ろう

豊 島 税 務 署 人 事 異 動

職名

署長

副署長
（法人課税担当）
（酒税担当）

副署長
（個人課税担当）

法人課税第 1部門
統括調査官

法人課税第 1部門
上席調査官

新たに着任された方 （々敬称略）

異動先等氏　名

大橋　弘明

半田　浩介

中居　光之

成田　敏美

奥村　琢磨

    おお   はし　       ひろ   あき

     はん    だ　　　　こう  すけ

    なか    い　　　　みつ　ゆき

     なり    た　　　　とし　 み

    おく   むら　　  　たく    ま

氏　名

黒田　治彦

前田　良朗

坂本　達哉

石井　幸晴

本田　知幸

くろ    だ　　　 　はる  ひこ

まえ    だ　　　　よし   ろう

 さか  もと　　　  たつ　や

 いし   い　　　　ゆき   はる

 ほん    だ　　　　とも  ゆき

旧所属

福岡国税局
査察部
統括国税査察官

国税庁
課税部 課税総括課
課長補佐

甲府税務署
法人課税第 1部門
統括調査官

転出等された方 （々敬称略）

東京国税局
課税第二部
部長

板橋税務署
署長

東京国税局
総務部 税務相談室
税務相談官

麹町税務署
特別国税調査官
（個人調査（所得税等）担当）

八王子税務署
特別国税調査官
（法人調査（法人税等）担当）

新宿税務署
法人課税第 1部門
上席調査官

芝税務署
法人課税第1部門
上席調査官

石井　幸晴
法人課税第１部門
統括調査官

（法人課税担当）

坂元　一
法人課税第３部門
統括調査官
（源泉担当）

本田　知幸
法人課税第１部門
上席調査官

（法人課税担当）

児玉　清則
法人課税第３部門
上席調査官
（源泉担当）

鴨崎　良太
法人課税第１部門

調査官
（新設・決算法人説明会担当)

いし    い         　ゆき   はる     さか   もと      　はじめ ほん    だ　　　　とも   ゆき  こ　だま　　  　きよ  のり かも  ざき　       りょう   た

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌
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平成 24 年分年末調整等説明会の開催について

＜お問い合わせは＞
◆ 「年末調整のしかた」 について・・・ 豊島税務署　 源泉所得税担当　  （電話）3984－2171

◆ 「法定調書」 について・・・・・・・豊島税務署　 管理運営部門　　  （電話）3984－2171

◆ 「給与支払報告書」 について・・・・ 豊島区役所　 区民税第一係　　  （電話）3981－1111

開催日

11月  ７日 ( 水 )

11 月   ８日 ( 木 )

11 月   ９日 ( 金 )

13：30～16：00

  9：30～12：00

13：30～16：00

  9：30～12：00

13：30～16：00

高松・西池袋・南池袋

池袋・池袋本町・要町・高田

千川・雑司が谷・長崎・南大塚・南長崎・目白

上池袋・東池袋

北大塚・駒込・ 巣鴨・千早・西巣鴨

豊島公会堂
東池袋１-19 -１

開催時間 対象地域 説明会会場

　税務署及び区役所では、年末調整のしかた及び法定調書・給与支払報告書の作成と提出方法などについて、
次の日程にて説明会を開催します。

※ 諸用紙の配布については、各説明会の開催30分前から行います。

※ 支給人員50名以上の方や早めに必要な方に対する諸用紙の配布は、10月31日（水）午前10時～12時、午後１時～４時に
豊島税務署で行います。

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



夏休み親子税金教室夏休み親子税金教室夏休み親子税金教室

税理士増子先生による税金教室

手作りのゲームで税金のお勉強

税金が使われている消防署を見学

　青年部会主催で、親子税金教室を開催し、親子合わせ
て35名の方に参加していただきました。
　受付のあと、開会までは税金ゲームをしながら待って
いてもらいましたが、子供たちも積極的に参加してくれ
ました。
　そして、高村青年部会長、鈴木法人会長が、子供たちに
向けてソフトな語り口で開会のあいさつを行いました。
　続いて、どんなところに税金が使われているのかを
学んでもらうために、アニメを上映しました。アニメ
のストーリーは、２人の子供が、両親が税金の支払い
が大変だと言っているのを聞き、魔法使いに税金をな
くすことを依頼します。世の中から税金がなくなった
ことで、ゴミを回収にこないため町中がゴミだらけに
なり、警察に行っても料金表を見せられて何か頼むと
すべてが有料、公園に行こうとすると道路の持ち主を
名乗る人から通行料を払えと言われ、これまでの世界
と比べると不便で理不尽なことを、主人公の２人は体
験します。それでも、親が喜んでくれるかと思うと、
親も様々な例をあげ、税金がないことで大変な世の中
になってしまったと嘆きます。２人は魔法使いに頼ん
で元の税金のある世の中に戻してもらいます。税金の
役割がわかってもらえたと思います。
　アニメの鑑賞のあとは、アニメの中でも税金でまかな
われていると説明が出ていた消防署へ移動しました。ま
ずは池袋消防署の方から緊急出動の様子を説明してもら
い、実際に消防車・はしご車で出動する体制を途中まで
実演して見せてもらいました。次に、子供たちを中心に、
消防隊員の方と同様に耐火性の服を着てみたり、酸素ボ
ンベを背負ってみたり、疑似体験をしました。服も酸素
ボンベも大変重く、それを背負って火の中に入っていく
という説明に、子供たちもびっくりしていたようです。
消防車をバックに、消防署の方と記念撮影をしました。
　勤労福祉会館にもどってからは、お菓子と飲み物を
配布して休憩をとり、ゲーム大会を行いました。
　すべて税金に関する知識を付けることを目的とした
ゲームです。ゲームは、石坂幹事が中心となり、青年部
会有志が２か月前から法人会館に集まって作成しまし
た。ジグソーパズルでは、組み合わせるピースに名称と
絵が書いてあり、税金に関係するものだけが関係します。
例えば「公園」というピースは必要ですが、「コンビニ」
というピースは不要で、入れるとパズルが完成しません。
その他にも釣り、射的のゲームも、すべて釣ったあとや
射的の的を倒した後に、税金でまかなわれているものか、
そうでないものかを考えるゲームになっています。見た
目もともてわかりやすいものができたのではないかと思
います。また、壁に掛けられた文章問題はコピーを持ち
帰っていただくようになっており、そのまま夏休みの自
由研究に利用できるように工夫しました。
　最後は、税理士の増子先生の税金教室です。
　税金にはどんな種類があるのか、子供たちにも意見を
出してもらいながら、増子先生の慣れたリードで教室が
進んでいきます。消費税って何か、税金は何に使われる
のか、子供たちにわかりやすいように、ホワイトボード
に磁石のパネルを貼りながら説明をしていただきました。

　最後に 1 億円の札束のレプリカを 5 個用意し、子供
たちに持ってもらい、どのぐらいの重さがあるのか体
験してもらいました。税の重みと現金の重みを感じて
もらうことができたと思います。松尾法人会副会長が
閉会の挨拶を行ない、無事終了となりました。
　青年部会では、全国的に租税教育に力を入れておりま
す。今年の青年部会の全国大会では、各県の代表単位会
の租税教育への取り組みに関するプレゼンテーションが
発表され、順位がつけられます。今年は、中野法人会が
東京代表で発表を行います。来年の東京予選をぜひ勝ち
抜き、全国大会で優勝を目指して頑張りたいと思います。
そのためにもこの親子税金教室をますますレベルの高い
ものにして行きたいと考えております。

記：五日市文雄

8月2日（木）／勤労福祉会館、池袋消防署
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青年部会



中学生の職場体験学習と職業講話中学生の職場体験学習と職業講話中学生の職場体験学習と職業講話

事務局でも職場体験を行ないました

講話を行なう巣鴨信用金庫永瀬博之様講話を行なうボービ株式会社若林敬志様

千登世橋中学校にて

（職業講話）6月28日（木）／千登世橋中学校
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　豊島法人会では「中学生の職場体験学習」と、豊島区
立千登世橋中学校（校長：飯島光正先生）の「職場体験に
向けての職業講話」に協力しています。
　職場体験は「働くことの素晴らしさ、喜び、厳しさ等
を体験し、自立していくたくましさを身につける」ため
に３日間、実際の職場を体験する学習で、会員企業によ
る職場受け入れに協力しています。
　講話は中学生に職業について、仕事に就くために必
要な資格や経験、働くことの意義等の体験を聞いて学
んで貰うためのもので、講話者の紹介をしています。
　今年の「職場体験」は７月２日～４日、区内の各企業

に生徒を受入れ実施されました。
　「中学生職場体験に向けての職業講話」につきまして
は６月28日に千登世橋中学校体育館において中学２年生
（163名）を対象に、巣鴨信用金庫の永瀬博之さんとボービ
株式会社の若林敬志さんにお話をして頂きました。
　以下では「職場体験で学んだこと」、「職業講話を聞
いて」の生徒の感想文の一部をご紹介させて頂きます。
来年以降も地元豊島区の次世代を担う中学生の職場体
験の受け入れ、講話にご協力をお願い致します。

社会貢献委員長　　大石　寛子

　この仕事は捨ててあるカン、ビン、ペットボトル、
トレーを回収して分別することです。聞いただけだ
と簡単そうに感じるかもしれませんが、実際はたぶ
ん今回の体験先の中で、最も大変だと思います。
　まず捨ててあるゴミの中にビールやワイン、ネコ
のえさなど、まだ中身が入っているものがたくさん
あって、とてもくさくてつらかったです。また、ゴ
ミと一緒に走るトラックの荷台でずっと分別してい
たので中身の入ったお酒の影響で、だんだん酔って
気持ち悪くなってきます。そんな中、捨てる人がちゃ
んと分別して捨ててくれればいいのに、いろいろな
ものが混ぜてあって大忙しです。しかし分別が間に
合わず、一方的にゴミを増えるばかりでした。また
仕事なので今までにない責任感を感じていました。

　ゴミ回収なんて普通の人はやりたがりません。でも
今回体験をして、数々のすばらしいことを学びました。
1 つ目はそのみんなやりたがらない仕事を体験するこ
とで、世の中の見えていなかったところに目を向ける
ことができるようになりました。２つ目は働くことの
大変さを知り、親などの周りの人がどれだけ苦労して
いるかが分かりました。３つ目はとてつもなくきつい
ことを体験することで、普段すこしきついことがあっ
ても、たいてい乗り越えられるだろうということです。
　今回の職場体験は、これからの人生で必要なこと
をたくさん学びました。仕事のきつさは全体験先の
トップクラスだけれど体験から得たものもトップク
ラスだと思います。このことはこれからの人生でど
んどん活かしていきたいです。

職場体験感想文

石川　淳さん（体験職種　廃品回収業）

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
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　私が永瀬さんの講話を聞いて一番印象に残っ
たことは、職場で人にめいわくをかけるという
ところです。「台風や雪の日に外にでるのは辛
かったですが、もっと辛かったのは１人では目
標を達成できず職場仲間にめいわくをかけてし
まったことです」と言っていました。確かに仕
事をするのは１人１人ですが、実は１つの会社
ということで輪のようにつながっています。失
敗すると連帯責任になります。私も会社にでて
失敗することもありますが、仲間にめいわくを
かけないようにしたいです。

西田早希さん 望月陽子さん

　私はこの職場体験で、子供が成長していく姿や学
んでいく姿を見て、保育士という職業がどれほど大
切なものなのか分かりました。私自身も保育園で育っ
てきたのですが、保育園の思い出は楽しかったこと
ばかりでした。だから、保育園でやることも楽しい
ことばかりだろうと思っていたのですが、思って
いた以上に保育士の先生側は大変でした。できない
子には教えてあげて、ふざけている子やけんかをし
ている子にはしかってあげないといけません。やっ
ぱり１日目はそういうことが難しくて何もできない
でいましたが、保育園の先生方を見て、できるだけ
困っている子には声をかけてあげようと思いました。

１回教えてあげると、もう２回目はあまりしなくなっ
てくるので、小さな子でも毎日学んで成長していっ
ているのだなと感じました。１つ１つの仕事をこな
すことがやはり大変で、大切なものだということを
学びました。どんな仕事でも、このことは大事だと
思うので、自分の職場を見つけたら生かしていきた
いです。

河村光希さん（体験場所　保育園）

　私は、お金を借りるのに人柄や性格が関係し
ていると知って驚きました。その人がちゃんと
お金を返してくれる人なのか、返せる見込みが
あるのかなども関係しているとわかりました。
だから、「これからアルバイトを探して返しま
す」といった理由や、「遊びたいから」といっ
た理由では、お金を借りることができないとい
うことを知りました。

　あまり目立つことは無い仕事ですが、その仕
事を一生懸命やっていてすごいと思いました。
一番心に残った話は、「納期は絶対に守る」と
いうお話です。
　あたりまえのことですが、それを続けていく
うえで相手の方の信用を得ることができるのだ
と思いました。

仁平　芹さん 大橋茉依さん

　自分にあたえられた仕事をしっかりやると結
果がついてくるんだということがわかりまし
た。他の人がやらないようなことでも、一生懸
命やったら損はないと思いました。ぶあつい本
をわたされても、私は絶対に面倒くさいと思い、
読まないと思います。でも、若林さんはそれを
読み、めだたない仕事だけど精一杯やれている
のだと思います。

職業講話感想文

職場体験感想文
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豊島法人会では、
正しい税知識や経営のノウハウを身につけることができる
講座や研修会、セミナーなどを各種開催しております。
広報誌に同封しますチラシやWEBサイトでご案内しております。
ぜひご活用ください！

実務簿記講座実務簿記講座 源泉部会研修会源泉部会研修会

講　師　税理士 高畠久之 先生（東京税理士会豊島支部）

内　容　仕訳、元帳記帳から決算まで一連の
　　　　経理事務（商業簿記 3 級）

10月３日（水）

養老乃瀧池袋ビル　46名受講

９月14日（金）～ 11月19日（月）

豊島法人会館　34名受講
全1２回

講　師　児玉清則上席国税調査官（豊島税務署法人課税第3部門）

内　容　「年末調整について（基礎編）」

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌
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不調者はアラームを出している

　メーカーの業務企画部門に異動して１年。20代の
Ｔさんが、しきりにトイレに行く姿をみて、課長はい
ぶかしげに感じた。そういえば仕事中にウトウトする
ことも多い。ゆうべ飲み過ぎたのかな、ぐらいに判断
しつつ、トイレの回数はやっぱりおかしいと思った。
　話を聞いたら、「みんなに迷惑をかけたくないので、
トイレでちょっと眠っています。夜はちゃんと寝て
いるのですが」と語った。産業医を通して受診した
専門医の診断は「睡眠不足」。Ｔさん自身びっくりし
た診断だった。身体は眠っていても、脳は眠ってい
ない状態で、日中に睡魔に襲われる現象だった。医
師の指導で、就寝と起床時間を一定にして改善され
たが、根っこにあったのは「新しい仕事についてい
けないストレス」だった。トイレ通いという形で、
睡眠不足のアラームが発せられたケースといえる。
　この変化に気づいて、声をかけた課長の適切な判
断と行動で、Ｔさんは救われた。声かけがなかった
ら、Ｔさんは深刻なメンタルヘルス不調になったか
もしれない。

何かが少しおかしい、サインは必ず見つかる

　多くの精神科医が、職場のメンタル不調者早期発

見のヒントとして、欠勤、遅刻、ミス、能率ダウン、

笑わなくなった、などの変化を見逃さないように、

と指摘している。これまで何度も叫ばれ続けてきた

が、現実にはこの表のような小さな兆候に気づくこ

とが重要。ここまで細かく提示している書籍もない。

そして上司にとって大事なことは、「見つけようとい
う努力をしているかどうか」にかかっていることを
ぜひ知ってほしい。

　そのために上司に求められるのは、①部下のいつも

の様子を知らなければ変化は分かりようがない②意

図的、定期的に部下と接する努力を惜しまない、の

２点。部下からはＳＯＳが出ないことが多いので、

余計、上司の観察がカギを握っている。ふだん、こ

の面にも心がけている上司には、部下も信頼してく

れ、業務推進も絶対にうまくいくはず。メンタルヘ

ルスマネジメントのスキルは、業務全体のマネジメ

ントにもつながる。部下指導のコツは身近なところ

にあることを押さえてほしい。

健 康 コ ラ ム健 康 コ ラ ム健 康 コ ラ ム 厚生委員会

メンタル不調、小さな変化を見逃さないで
産業カウンセラー　柏木勇一

柏木　勇一
（かしわぎ・ゆういち）

1941年生まれ。大学卒業後、新聞
社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業で
カウンセラーとして活動。厚生労
働省認定産業カウンセラー、日本
産業カウンセラー協会認定キャリ
ア・コンサルタント、家族相談士、
交流分析士。 

[ 筆者紹介 ]

豊島区池袋保健所　健康推進課　感染症担当
03-3987-4182

インフルエンザを予防しましょう！

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
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としまのイベント

　東京フラフェスタも今年で10周年を迎え、134チーム
（約 3,300人）の踊り子の皆さんに参加いただく、日本
最大級のフェスティバルに成長しました。
　特別ゲストとして、本場ハワイから、フラの大人気講
師でもあるカレオ．トリニダット氏をお招きし、ワーク
ショップを開催しました。これに加え、フラの歴史と文
化に関する講演会も開催し、フラを通したホノルル市と
の文化交流をさらに深めてまいります。

記：大久保勇一

池袋からフラの風を池袋からフラの風を 東京フラフェスタ in 池袋 2012東京フラフェスタ in 池袋 2012

7月15日（日）16日（月）
フラウィーク開催（アムラックＢ1Ｆイベントステージ）

7月 20日（金）21日（土）22日（日）
会場：池袋西口公園、池袋駅西口駅前広場、東武百貨店８F屋上、
        サンシャインシティB1噴水広場、
        アムラックスB1イベントステージ

　豊島区三大祭りの一つの「大塚阿波踊り」が大塚駅南
口大通りにて、華やかに繰り広げられました。十文字中
学高等学校のバトン部の演技とブラスバンド演奏で始ま
り、いよいよサンモール大塚駅前連を先頭に盛和連、区
役所連など、過去最高の 20 連の参加がありました。昨
年は、東日本大震災の影響を受けながらも多くの方々の
協力と支援をいただき開催されましたが、今年は、40 回
目となり、回を重ねるごとに盛大になり、地域にお住ま
いの方だけではなく、はるか遠方からおいでになる方に
も、喜んでいただけるようになりました。今では、豊島
区のみならずこの城北地区の夏祭りの「名物」のひとつ
となりました。
　今や豊島区の名物ともなったこの大塚阿波踊りは、時
代を超えて次世代に受け継がれ、そしてまちの繁栄に寄
与することでしょう。若い力は大塚阿波踊りを「伝統」
に変えたようです。

【参加20連】
サンモール大塚駅前連　盛和連　豊島区役所連　巣鴨っ
子連　南大塚ロック連　豊島岡女子学園桃李連　練馬北
町ぽんぽこ連　板橋区役所けやき連　灯連　パナホーム

連　としま区商連　南粋連　練馬きたまちじゃじゃ馬連
　浅草橋阿波おどり浅草橋連　新粋連　大塚商興連　三
和連　巣鴨信用金庫連　彩芽連

記：阿部双葉

今年も皆でやっとやっとやっとせー！今年も皆でやっとやっとやっとせー！ 第40回東京大塚阿波踊り第40回東京大塚阿波踊り
9月 1日（土）／ JR大塚駅周辺

池袋がハワイに！

沿道の観客は、歓声を上げながら笑顔で拍手
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出展申込締切：2012年11月2日（金）必着 

公社

としまのイベント



公益社団法人

豊島法人会
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　7月に異動された黒田署長以下4 名の幹部をお招
きし、恒例のフリートーキングを開催。女性部会
ならではの、もてなしも大好評でした。

９月５日（水）／豊島法人会館

税務研修会

28名の参加で、和やかな雰囲気でした

　来年度の通常総会日程（平成25年6月11日）や
会館利用規約等が慎重に審議されすべて承認され
ました。

９月６日（木）／豊島法人会館

第 1回理事会

議案はすべて承認されました

　10月11月の増強月間に向けて各地区長が集まり、
オープンしたばかりの法人会館で会員増強への協力
を呼びかけました。（参加者71名）

７月23日（月）／豊島法人会館

合同地区長会
組織委員会

女性部会

平塚組織委員長から会員増強への協力を呼びかけ

７月26日（木）／豊島法人会館

両部会合わせて43名の参加

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

新宿法人会女性部会との意見交換会

　社団法人新宿法人会女性部会（藤澤薫部会長）と
活発な意見交換が交わされ、和やかな雰囲気で交流
を深めることができました。

　スパリゾートハワイアンズに宿泊し、支配人の
震災にまつわる講話や、新島八重、大山捨松など
女傑を生んだ会津を訪れ、充実した研修となりま
した。

９月19日（水）～９月20日（木）／福島県いわき市他

管外研修
女性部会

充実した研修旅行となりました

女性部会



第　　回3

　審査結果（入選作品）は当会ホームページまたは広報誌にて発表
するとともに当会事務局を通じてご本人または学校に通知致します。
　なお、優秀作品につきましては公益財団法人 全国法人会総連合
（女性部会）が実施するコンクールに出展します。

●豊島法人会長賞　　　1点　　　
●女性部会長賞　　　　1点　　etc...

応募作品は、応募者全員の中から公正に
審査を行い選定致します。

平成 25 年 1 月 15 日（火）

（女性部会）が実施

●豊島法人会
●女性部会長

⑴応募作品に関する権利は、ご応募と同時に主催者である法人会に
帰属します。
⑵応募作品の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
⑶応募作品は法人会ホームページやパンフレット等への掲載、また
は法人会が行う事業において展示することがあります。
⑷応募者の個人情報は入選者等への連絡や表彰状の送付、展示など
「税に関する絵はがきコンクール」事業の実施のためにのみ使用します。

　税に関する絵（税金で造られている建物・施設、税金で
購入される物品、税金で行われている仕事など）であれば
何でも構いません。

小学生が対象です。

　付属の「専用はがき」または「官製はがき」に氏名等の必要事項
および税に関する絵を描いてご応募下さい。なお、官製はがきの
場合、必要事項をはがき表面に記入して下さい。
　また、描画素材は問いません。文字や標語などの描き入れも可
とします。

〔応募先・お問い合わせ先〕
　〒　171 － 0014
　東京都豊島区池袋2-32-4　豊島法人会館
　公益社団法人豊島法人会「税に関する絵はがきコンクール係」
　

は付属の「専用

児童1人につき1点とします。

〈主催〉　公益社団法人豊島法人会女性部会
　　　　公益財団法人全国法人会総連合

〈後援〉　国 税 庁

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成２５年２月
２８日まで
（切手はいりません）

豊島局
承　認

5661

郵　便　は　が　き

1 7 1 8 7 9 0

179

小学校名
学　　年

住　　所

氏　　名

（フリガナ）

電話番号
（市外局番から）

〒　　　　-　　　　　　　

ー　　　　　　　ー

　小学校　　　　年

私

区　立

市

豊島区池袋2-32-4
豊島法人会館

公益社団法人豊島法人会
「税に関する絵はがきコンクール」係
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妙義神社

伊藤　榮洪（いとう　えいこう）

元豊島区史編纂委員、現在豊島区図書館専門研究員、
西部複合施設検討委員など。郷土史関係の著書に、
『東京風土記』『豊島風土記』『豊島区遺跡散歩』な
どの共著のほか、『雑司ケ谷霊園マップ』『染井霊園
マップ』『ぶらり雑司が谷文学散歩』があり『だれ
が鼡小僧を知っているか』『啄木と晶子』『ああ光太
郎、智恵子』などの小説・評伝など多数ある。当会
公益事業「雑司が谷歴史散歩」「高田目白歴史散歩」
でも講師・ガイドを務めた。

④駒込村

豊島区図書館専門研究員　伊藤　榮洪豊島区図書館専門研究員　伊藤　榮洪

シリーズ連載シリーズ連載

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

　今回から江戸の村々の様子、次いで、時代に沿っ

てこの区内に関わる「事件と人」について書きま

す。「村々の様子」は、北の駒込から順にとりあ

げます。

　「駒込村」はほかの地域と違った大きな特色があ

ります。その特色の一つは「地名の起こり」に伝

説があることです。12代景行天皇の第２皇子、ヤ

マトタケルノミコトは、天皇の命令で九州の熊襲

を平らげた後、休む暇もなく東国地方の平定に向

かわせられます。その折、駒込の地を通って、こ

のあたりの林の木々に馬がつながれているのを見

て、「駒込みたり」（馬がたくさんいるな）と言っ

たところから、当時「素盞鳥山」と呼ばれていた

この土地が「駒込林」と呼ばれるようになったと

いうものです。新宿区に「牛込」、太田区に「馬込」

の地名があり、それぞれ牛の、馬の牧場があった

ということから、この地にも「馬の牧場」があっ

たのだろうといわれていますが、記録がなく、はっ

きりしたことはわかっていません。

　この「伝説」は『御府内備考』（文化17・1810）

にありますが、タケルの事績を伝える『古事記』、

『日本書紀』には、全く記載されていません。『古

事記』にはタケルに関係する「地名の起こり」

が記されているので、英雄として親しまれ、死

んで白鳥と化したというドラマチックなタケル

への人気が生み出した伝説でしょう。こうした

「伝説」を残すところは、区内では駒込しかあり

ません。

　タケルが夜営したところは、駒込の高台、現在

の「妙義神社」のところといいます。そのゆかりで、

伝説に従ったタケルを祀る「白鳥社」を名乗る神

社となり、タケルが東征に勝利したことで、大田

道灌は文明３年（1471）９月、足利成氏との戦

いの折にここに戦勝を祈願しています。「雲払ふ

この神垣の風の音」（道灌）「草をも木をも吹きし

ほり行く」（兼信）と納めた連歌は、圧勝を願う

ものです。道灌はその翌年、豊島氏と戦った時に

も勝利を祈っています。道灌の木像、道灌の奉納

した菊一文字の刀は惜しくも戦災で失われてしま

いましたが、タケルや道灌の勝利によって、神社

は「戦勝の神」として大いに信仰を集め、今でも「勝

守」のお札を授与しています。伝説がまだ生きて

いるのです。



健康チャレンジ！は、皆様に健康をもっと身近に感じていただくための事業です。
様々なプログラムに参加して楽しく健康になりましょう！

20 会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

豊島区では、区民の皆様に健康づくりに気軽に取り組み、健康習慣を身につけて
いただくために、街ぐるみの応援団を結成しています。健康チャレンジ！応援団（民
間業者・地域団体・区民グループ・区内スポーツ施設・区）が主催するプログラ
ムに参加することで、健康的な生活習慣を確立するとともに、ポイントを集めて、
豪華賞品が当たる抽選会に参加できます。この機会に「健康チャレンジ！」して
みませんか？
チャレンジポイントカードのお申込みは地域保健課にお問合せください。

この他にもたくさんのプログラムが用意されています。
詳しくは「平成24年度 健康チャレンジ！だより」をご覧ください。

健康チャレンジ！とは？

秋のプログラム

申込み不要
直接会場へ

申込み不要
直接会場へ

申込み受付中
地域保健課

TEL:3987-4660

11月 12日より
申込み受付開始
地域保健課

TEL:3987-4660

プログラム　　　　　　　　　日　時 　　　　　　　会　場 　　　　　　 申込み

2012年版
豊島区とよしもとの
笑って踊ってがん予防

としま健康長寿2012記念講演
「長寿の秘訣は笑いから！」

真向法体操をご家庭で！

ピラティスで体幹を鍛えよう

11月 3日 ( 木 )
午後 1時 30分～ 4時

11月 10日 ( 土 )
午後 3時～ 4時

11月 13日 ( 火 )
午後 2時～ 3時 30分

12月 11日 ( 火 )
午後 2時～ 3時

サンシャインシティ
噴水広場

豊島公会堂

勤労福祉会館

デサント東京
オフィスビル
椿ホールＢ１



ご予約は不要です。直接会場にお越しください。　お問合せ：豊島区地域保健課 3987-4660

21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

13:30 ～　開会式

13:40 ～　ハマック柳田の「笑魔術ショー」

14:05 ～　がん予防○×クイズ

14:45 ～　ブース紹介

15:05 ～　誰でも挑戦！よしもとダンススクール

15:50 ～　閉会式

１１月３日　１３時３０分～１６時
会場：サンシャインアルパＢ１　噴水広場

乳がんセルフチェックブース

肺年齢チェック

リボンムーブメントの母への手紙

がん予防ブース

男女平等推進センター（エポック１０）

がん対策・情報提供ブース

☆ブース紹介☆
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東京都豊島都税事務所からのお知らせ
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公益社団法人豊島法人会事務局

TEL   03-3985-8940

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
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TOSHIMA設置協力企業・場所（2012年 10 月現在） 
■東京信用金庫本店営業部 東池袋 1-12-5

■巣鴨信用金庫東池袋支店 東池袋 1-25-10

■㈱プリオ 東池袋 2-7-4 桜井ﾋﾞﾙ 4F

■㈲東峰フォト 東池袋 3-1-3 ｻﾝｼｬｲﾝﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄ 1F

■高村紙業㈱ 南池袋 2-22-1

■㈲ヴィテス 南池袋 2-32-13

■東信企業㈱ 南池袋 3-13-9-101

■豊島都税事務所 西池袋 1-17-1 豊島合同庁舎

■東京商工会議所豊島支部 西池袋 3-27-12 池袋ｳｴｽﾄﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 9F

■豊島税務署 西池袋 3-33-22

■サンシャイン国際商事㈱ 池袋 2-10-3 絆ﾋﾞﾙ 2F

■巣鴨信用金庫池袋支店 池袋 2-48-1

■㈲青木商事 池袋 2-61-8 アゼリア青新ビル

■あがつまタオル㈲ 池袋本町 1-6-2

■巣鴨信用金庫池袋本町支店 池袋本町 2-15-14

■㈲いろは寿司 南大塚 2-19-12

■巣鴨信用金庫大塚支店 南大塚 2-35-5

■朝日信用金庫大塚支店 南大塚 3-1-1

■㈱フレンドシップインターナショナル 南大塚 3-43-12 アライビル 3F

■巣鴨信用金庫北大塚支店 北大塚 2-20-1

■巣鴨信用金庫本店営業部 巣鴨 2-10-2

■㈱ながしま 巣鴨 3-28-7

■㈲ティー・エヌ・コンサルティング 駒込 1-12-16 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ六義園 1F

■日輸工業㈱ 駒込 2-3-1 六興ﾋﾞﾙ 6F 

■巣鴨信用金庫駒込支店 駒込 3-3-20

■巣鴨信用金庫駒込支店染井銀座出張所 駒込 6-34-6

■ユニバーサルプリント工芸㈱ 雑司が谷 3-9-4

■巣鴨信用金庫椎名町支店 長崎 1-20-8

■東京信用金庫椎名町支店 南長崎 3-2-14

■東京信用金庫東長崎支店 南長崎 5-28-4

■システム・シャイン・サービス㈱ 南長崎 6-8-10 
■東京信用金庫要町支店 要町 1-1-1
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編集後記

　豊島法人会が本年４月に公益社団法人への移行に伴い、本誌も「豊島法人会報」から「豊島法人会広報誌」に名称が変更されました。
法人会員の皆様はもちろん、地域一般の方にもお役に立てる内容に誌面をリニューアルしました。
　今年の夏のロンドン五輪は、水泳・体操のほかアーチェリー・ボクシング等のマイナー競技の活躍もあり、日本全体を勇気づけ
てくれました。女子卓球の福原選手の表彰式シーンでは、ＴＶコメンテーターが「小さい頃から見ているから、勝手に親戚のオジサ
ンになった気持ちで涙が止まりません」。ようやくメダルを手にできて本当によかったとこのコメントに共感された方も多かったの
ではないでしょうか。
　陸上20Ｋｍ競歩に出場した19歳の西塔拓己選手（東洋大学初の現役学生五輪選手）は、私と同郷の広島県能美町（現：江田島市）の
出身です。瀬戸内海の島の小さな町からアテネ・北京の女子バレーの栗原恵選手に続いて五輪出場という快挙に地元は盛りあがりました。
　「スタートラインに立ってビックリした、のまれてしまいました。」と残念ながらメダルには届きませんでしたが、１時間22分
43秒、トップと４分25秒差の世界25位という結果は立派な成績です。
　能美中の先生は「本当に普通の子だった」「今の生徒には頑張れば夢はかなうと言っています」とのこと。中学時代は無名の長距
離選手が努力して五輪選手となり、今回の経験を生かして次のリオへの再挑戦を期待し応援しています。
　本誌では地元の中学生の職場体験の感想文を掲載しています。親戚のオジサン（オバサン）になった気持ちで読み、今後とも見守っ
て頂ければ幸いです。

記：10月号編集キャップ　今宮　忠則

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

INFORMATION

専用の届がございますので、事務局までお問合せください。
また、届がない場合、年会費が発生してしまいますので、お
早めにご連絡ください。

移転・休廃業その他変更点が生じましたら

豊島法人会では（財）全日本労働
福祉協会と提携し、会員やその
従業員・ご家族を対象に健康診
断の積極的な受診を推奨してい
ます。夏・春の年２回実施して
おり、会員特別価格でご利用い
ただけます。
開催日、お申込については（財）全
日本労働福祉協会よりハガキで
ご案内します。

生活習慣病健診について

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、申告書に添
付してください。

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ

口座振替ご希望の方は、事務局までお問合せください。「預
金口座振替依頼書」を送付いたします。また、ご登録いただ
いている口座に変更が生じました場合もご連絡ください。

年会費は口座振替が便利です

平成24年12月29日（土）～平成25年１月３日（木）まで年末
年始休業とさせていただきます。会員の皆様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

法人会事務局年末年始休業について

公益社団法人豊島法人会
〒171-0014　豊島区池袋2-32-4
TEL 03-3985-8940　FAX 03-3985-5718
info@toshimahojinkai.or.jp　www.toshimahojinkai.or.jp

お問い合わせは事務局まで
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企業セミナー①
豊島法人会館

法人税実務講座②
東京セミナー学院

高田支部バスツアー
群馬県渋川市他

大塚西巣鴨支部ボウリング大会
サンスクエアボウル

決算法人説明会
豊島税務署

2012クリスマス音楽祭
自由学園明日館

 

天皇誕生日

振替休日
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土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

実務簿記講座⑧
豊島法人会館

全国青年の集い宮崎大会
宮崎シーガイア

新設法人説明会
豊島法人会館

文化の日

池袋駅東口献血活動
池袋パルコ前

実務簿記講座⑨
豊島法人会館

実務簿記講座⑩
豊島法人会館

平成24年分年末調整等説明会
豊島公会堂

平成24年分年末調整等説明会
豊島公会堂

平成24年分年末調整等説明会
豊島公会堂

健康イベント
築地浜離宮ビル他

第15回巣鴨駒込ウォークラリー
豊島市場

実務簿記講座⑪
豊島法人会館

豊島税務署長講演会
東京信用金庫本店

納税表彰式
東京信用金庫本店

大人の税金教室
豊島法人会館

実務簿記講座⑫
豊島法人会館

合同税務研修会（副署長講演会）
東京セミナー学院

豊島優申会秋季研修会
リビエラ東京

決算法人説明会
豊島法人会館

勤労感謝の日

法人税実務講座①
東京セミナー学院

第3回理事会
豊島法人会館

１月
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31
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8
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金
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月
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木

金
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月
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金
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日

月
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水

木

金
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日

月

火

水

木

金

土

  

事務局年末年始休業

元日 

新設法人説明会
豊島法人会館

成人の日 

豊島税務連絡協議会新年賀詞交歓会
ホテルベルクラシック東京

決算法人説明会
豊島法人会館

豊島法人会租税教育イベント（仮称）
豊島公会堂

15：30～
16：30

13：30～
16：00

 

7：30～
18：00

17：00～

 

13：30～
16：00

17：00～

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

13：30～
15：30

13：20～

　
13：30～
15：30

　　

10：00～
16：00

13：30～
15：30

13：30～
15：30

13：30～
16：00

9：30～
16：00

9：30～
16：00

11：00～
17：10

9：30～
12：00

13：30～
15：30

15：00～

16：00～

10：00～
18：15

13：30～
15：30

16：30～
17：00

16：00～

13：30～
16：00

13：30～
16：00

16：00～
17：30

 

 

 

13：30～
15：30

17：30～

13：30～
16：00

※ 日時・内容等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サイトでご確認下さい。
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申告書に切り取って貼付しましょう。公　　益
社団法人　豊島法人会会員証
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