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夏休み親子税金教室に14組25名の親子が参加夏休み親子税金教室に14組25名の親子が参加
8月6日（水）勤労福祉会館・池袋消防署

社会貢献委員会・青年部会

　社会貢献委員会と青年部会が主体となり、小学校４・５・６年生の児童とその保護者を対象にした
「夏休み親子税金教室」を８月６日に豊島区立勤労福祉会館で開催しました。

見て、触って、体験して…

　開催当日は猛暑の中、14組25名の親子が参加してくだ
さいました。受付を済ませた参加児童は開会までの間、税金
に関する知識を身につけてもらうことが目的で、青年部会
有志が作成した射的、魚釣り、パズルの税金ゲーム、税金
クイズのほか、一億円の重さ体験をしてもらい、楽しみな
がらそして熱心に参加してくれました。また夏休みの自由
研究に役立ててもらうために、税金ゲームや税金クイズに
挑戦し、絵はがきコンクールの絵を描き、そして税金に関す
る作文を書くと、それぞれ法人会マスコットキャラクター
「ケンタくん」のシールを貼り進級することができる「税金
ものしり検定達成カード」を作成し、参加児童に配布しま
した。また税務署のご協力の下、イータ君が出迎え、参加
された家族と一緒に記念撮影をするなど大人気でした。
　開会では鈴木会長、高村社会貢献委員長があいさつを行
い、司会の月井青年部会副部会長がスケジュール説明をし
て、夏休み親子税金教室が始まりました。
　最初に租税教育用アニメ『マリンとヤマト　不思議な日
曜日』を上映。アニメは姉弟のマリンとヤマト２人が、
毎日の暮らしのなかで税がどのようなところに使われてい
るかを学んでいく内容で、参加者に税金の役割、大切さを
知ってもらいました。
　次に見ていただいたアニメの中で税金で賄われていると
説明があった消防署に移動し見学しました。池袋消防署で
は、緊急出動の様子を消防車で出動する途中までを実演し
てもらったほか、消防士が着用する防火服と酸素ボンベの
試着、消防車の体験乗車を行いました。

税金は“思いやり”が大切

　勤労福祉会館に戻り、女性部会の方の絵はがきコンクー
ルの説明後、青年部会役員で税理士でもある梅村先生によ
る租税教室を行いました。税金の種類、消費税を例にした
税金の流れ、公共施設・公共サービスなどの税金の使い道、
学校の校舎の建設費、年間の教育費について話し、「思い
やりがなければ税金の仕組みは上手くいかない。思いやり
の気持ちを忘れないでください」と参加児童に丁寧に説明
していただきました。
　イベント最後には、豊島税務署・青木嘉明署長から参加
児童全員に修了証書が授与され、大変貴重な経験となった
と思います。

　参加した児童からは、「税金がこんな使われ方がある
ことを初めて知った」「自分たちが払った税金は、自分
たちに返ってくることがわかりました」「知らなかったこと
が知れて良かったです。自由研究に役立てます」といった
感想のほか、保護者からは「子供にも保護者にもいい勉強
になりました」「梅村講師の分かりやすく、心づかいある
租税教室が楽しかった」といった感想をいただき、たいへん
好評だった夏休み親子税金教室となりました。

梅村講師による
租税教室

豊島税務署
青木署長から
修了証書を授与

池袋消防署で
防火服を試着



今年度は 2 校で法人会員の職業講話を実施

　今年度の職業講話は6月12日に千登世橋中学校、7月4日
に池袋中学校で実施され、2年生生徒126名を対象に行わ
れた千登世橋中学校では、南池袋どうぶつ病院の吉住
紀徳氏、東京信用金庫の清水綾乃氏を講師に迎えご講話
していただきました。
　そして、池袋中学校では2年生生徒106名を前に、青年
部会会計監査で株式会社スーパーオフィスの五日市文雄
氏、社会福祉法人泉湧く家の朝山まゆみ氏が講師となり
話されました。いずれの講師の方も、仕事の内容、仕事
のやりがい、仕事における苦労や楽しさ等を自身の体験
や経験を織り交ぜながら分かりやすく丁寧に話されました。

勤労観・職業観の育成

　職場体験学習は、職場体験受け入れに賛同していただけ
る職場から生徒が選び、各職場で可能な範囲で就業体験
を行うことにより、望ましい勤労観・職業観を育んで
もらうことを主旨のひとつとして実施しており、豊島
法人会の多くの会員企業も協力していただいております。
　当会事務局では千登世橋中学校が7月7日から9日まで
の 3日間実施しました職場体験で、2年生生徒2名をお預
かりして、説明会の資料封入、冊子のシール貼り等のほか、
豊島税務署、豊島都税事務所への見学を体験してもらい
ました。
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中学生の職場体験学習・職業講話中学生の職場体験学習・職業講話
　豊島法人会では豊島区内公立中学校の 2 年生を対象とした「職場体験学習」と、職場体験学習に
先駆けて行われる「職業講話」の実施に毎年協力しております。

千登世橋中学校
にて

法人会事務局で
千登世橋中学校
生徒が職場体験

池袋中学校にて

社会貢献委員会・青年部会
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　また、明豊中学校が9月9日から11日の3日間実施した
職場体験でも 2年生生徒3名を受け入れ、説明会資料の
受け取り・封入、簿記講座受付手伝い等をしてもらいま
した。そのほか体験期間中には、加古博昭組織委員長の
東京通信機株式会社で受け入れました同中学校2年生生
徒2名と合同で租税教室を実施。租税教室の冒頭、鈴木但
青年部会長にあいさつしていただき、青年部会会計で税
理士の梅村信敏氏が講師となり、生徒 5名に「公平・平等」
「私たちが主人公」「おもいやり」をキーワードに、税金
の種類と流れから税金の歳出・歳入までわかりやすく
説明していただきました。

“税金”の仕事に触れて

　さらに合同で豊島税務署、豊島都税事務所への体験見学
も行いました。豊島都税事務所では、仕事の内容や役割等
の説明のほか、ポスターのデザインを体験しました。豊島
税務署では、署内掲示用のイータ君作成、租税ドラマの視
聴等をしてもらいました。中でも、公務多忙の合間に豊島
税務署では青木嘉明署長、豊島都税事務所では平林宣広所
長へのあいさつの機会をいただき、生徒 5名には貴重な体
験となりました。

　今後も豊島法人会では職場体験学習に協力して
まいりますので、皆様には職場体験の機会をくだ
さるようご賛同・ご協力をお願い申し上げます。

合同で
明豊中学校生徒
に租税教室

豊島都税事務所
平林所長に
あいさつ

豊島税務署
青木署長と
面談

広告募集

本誌に広告を掲載しませんか。

1ページ広告からミニ広告（本サイ
ズ）まで用意しております。
豊島法人会員を中心に4,500部を
年間4回発行。
豊島区の企業や各施設の窓口に
も配布ラックを設置しています。
割引クーポン掲載などもOK。
詳しくは事務局までお気軽にお問
い合わせください。

豊島法人会員限定

広報誌チラシ同封サービス豊島法人会
会員限定

年4回発行している広報誌 TOSHIMAの配送に際し、会員企業の皆さまの商品紹介やイベント
案内などのＰＲチラシを同封して配送するサービスです。
豊島法人会員約3,500社の経営者に直接届き、訴求効果も高まります。また、単独のDM
で発送する場合に比べ、送料を大幅に削減でき、コストの削減につながります。
会員企業のビジネスチャンス拡大のために、格安で効果的な広報手段としてぜひ利用ください。

A4・B5サイズ
　￥30,000（税抜）

A3・B4サイズ
　￥35,000（税抜）※要折加工

仕様条件、申し込み方法、その他詳細については
豊島法人会事務局までお問い合わせください。 電話：03-3985-8940　e-mail：info@toshimahojinkai.or.jp
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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！

豊島法人会の

講座セミナー
研修会講座セミナー
研修会

講　師　税理士　根里 泰夫 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級程度）

9月9日（火）～11月4日（火）

豊島法人会館　21名受講

初級簿記講座

講　師　社会福祉労務士　清水　秀城 先生
　　　　　（社労士事務所HR人事支援研究所代表）

内　容　今さら聞けない！
　　　　社会保険の仕組みと基礎知識

源泉部会研修会

全1２回
8月22日（金）

養老乃瀧池袋ビルYRイベントホール
58名受講
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豊島区のご協力のもと、豊島区新庁舎関連施設の見学会を開催しました。
新庁舎の居住区部分のモデルルームや新庁舎関連施設のジオラマ
（完成模型）などを見学し、新庁舎整備の概要などの説明を受けました。

6月25日（水）／Brillia Tower 池袋 ゲストサロン

豊島区新庁舎施設見学会
経営研究会

協賛・協力したフラフェスタでは、池袋西口支部役員、法人会
役員・会員の方が参加し、笑顔で楽しみながら踊る踊り手さん
に拍手を送るなど、会場を大いに盛りたてました。

7月18日（金）～20日（日）／池袋西口公園他

東京フラフェスタ in池袋2014
池袋西口支部

7月に異動された青木署長以下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手作りの料理に
よる「おもてなし」で親睦を深めることができました。

8月26日（火）／豊島法人会館

夏季税務研修会
女性部会

15連を超える踊り手さんたちが暑さを吹き飛ばす迫力ある
踊りを披露。今年で42回目、夏の大塚の風物詩として定着し
ております。

8月23日（土）／JR大塚駅前

第42回東京大塚阿波踊り
大塚西巣鴨支部

青年部会の家族も含め66名が参加し、家族間での親睦・交流を
深めただけでなく、子供たちも大いに楽しめることができました。

8月29日（金）／パセラ池袋本店

チャリティー暑気払い
青年部会

「世界遺産富士山を愛でる旅」と題し、箱根や駿河湾などから霊峰富士を満喫し、宿泊
は伝統ある川奈ホテルへ一泊しました。また、日本平では、静岡法人会女性部
会との意見交換会も開催し、親睦と交流を深めた有意義な2日間となりました。

9月3日（水）～4日（木）／川奈ホテル・日本平ホテル他

管外研修・静岡法人会女性部会との意見交換会
女性部会

池袋西口公園会場にて（写真：豊島区観光協会提供）30名が参加、熱心に説明を受けました

夏の大塚に華を添える見事な踊り31名の参加で、和やかな雰囲気でした

静岡法人会女性部会の皆様と一緒に記念撮影（写真：菅原 由利子）66名が参加し、家族の交流を深めることができました

法人会活動フラッシュ法人会活動フラッシュ法人会活動フラッシュ
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青木 嘉明氏

インタビュー

あ お 　 　 き 　 　 　 よ し 　  あ き

＜略歴＞

昭和 29 年 4 月 24 日生まれ　山口県出身

昭和 52 年 4 月　大阪国税局入局

平成 20 年 7 月　東京国税局　調査第四部　統括国税調査官

平成 21 年 7 月　国税庁　長官官房　東京派遣主任監察官

平成 22 年 7 月　国税庁　長官官房　東京派遣次席監察官

平成 23 年 7 月　税務大学校　本校　総務課長

平成 25 年 7 月　税務大学校　東京研修所長

平成 26 年 7 月　豊島税務署　署長

　７月に着任されました青木嘉明豊島税務署長を訪問
して、いろいろなお話を伺いました。
　広報委員の質問にも真摯にお答え頂き、穏やかな
お人柄が伺えるインタビューとなりました。

豊島税務署長

Q1 ご出身は？

　山口県熊毛郡平生町という、瀬戸内の「みかん」や「いりこ」
のとれる、半農半漁の町の出身です。年中温暖な地で、雪
が降ることは滅多になく、一冬に何度か１～2cm積もる雪
に子供たちは興奮したものです。
　これといった産業もないところですが、熊毛郡からは、
初代内閣総理大臣の伊藤博文、岸信介・佐藤栄作の兄弟首
相の人材や幕末には高杉晋作が「奇兵隊」の訓練をした山
が残っています。

Q2 ご経歴は？

　昭和52年に、国税専門官に採用され、初任地は神戸市
内署の法人部門でした。初めての人事異動で、国税庁総務
課に入り、その後、東京国税局法人税課・人事第一課を経て、
再び国税庁人事課に勤務、そしてまた、東京局人事課と、
若い時は法人と官房の仕事をやりました。法人税課時代に
は、消費税の前の、廃案となりましたが、「売上税」PT
の仕事もさせて頂き、良い経験になりました。

　副署長時代は兵庫県の
尼崎署で法人担当の後、
東京局に戻ってから、王
子署で今日の管理運営部
門の前身である「内部事
務一元化」試行の担当副
署長として、庁・局・署
の幹部等の視察もひっき
りなしで、大変、遣り甲
斐のある仕事をさせて頂
きました。その後、東京
局調査部統括官、次席監
察官等を経て、税務大学校本校の総務課長、そして直前は
税務大学校東京研修所長として勤務しました。10年ぶりの
税務署勤務で張り切っております。

Q3  ご趣味は？

　いたって無趣味ですが、強いて申しますと、歴史が好きで、
小学生の時は近所のミカン山となっていた古墳群に地元大学
の考古学部が発掘調査に来たのを興奮と憧れで、その様子
を見つめ、暫く考古学部にかぶれていました。夏休みの宿
題に模造紙を何十メートルにも繋いだ、教室掲示用の歴史
年表を作ったりしたこともあります。京都での学生時代は、
地図に出ている史跡は（ご承知のように、京都市の地図は
隅から隅まで史跡表示で真っ赤になっていますが）全て
走破しました。
　東京に来てからも、上野の国立博物館での歴史関係の
特別展等はよく見に行きました。この年齢となってみます
と、本当は、中学・高校と続けた剣道（中学に2 段まで
とりました）など、運動の趣味を続けていれば良かったと
思うのですが、大学時代に教員免許の教育実習を出身

くま げ ぐんひら お ちょう
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高校で受けさせてもらった時、剣道部の後輩の指導を任
せられ、高校時代程のジャンプ力が無くなっていることに
失望して、断念したままになってしまいました。

Q4  家族構成は？

　妻といずれも社会人の息子と娘が同居しております。
それと、我が家で一番私のことを好いてくれている私の
「糟糠の妻・または次女」とも言える10歳になったマロン
(雌のパピヨン犬)がおります。犬の散歩が私の日課となっ
ております。
　２年間ほど単身赴任をした事がありますが、後は家族
一緒の生活となっております。

Q5  お仕事におけるモットーは？

　人事や法人等のこれまでの仕事の経験で、人の「やる気」
が仕事の成果として現れると思っています。どんな仕事
にも100％全力投球でやりたいと思っています。豊島署の
職員には、着任の際、仕事はATM(明るく・楽しく・前向き )
で、とお願いしました。特に「前向き」に取り組むこと
が一番だと思います。

Q6  署長という組織のトップとして、マネジメント面に
おいて配慮しているところは？

　署長として、現場に足を運び、実態・実情を良く把握・
理解し、皆の意見を十分聴いて判断するようにしたいと
思っています。そのため、私は、７月の着任の翌週の日曜
日にレンタサイクルを借り、朝から夕方までの１日をかけ
て、管轄の豊島区13k㎡の全町名の地区を隈なく自転車で
周らせて頂きました。豊島税務署の職員がお邪魔させて頂
いている地域や場所がどのようなところなのか見ておき、
少しでも共通の認識や意識を持っておくことが、職員との
意志疎通・士気高揚、更には署長としての妥当な判断のた
めに、重要なことであると思っています。
24時間公務員としての意識をもち、心と体の健康を保ち、
やる気・前向きな姿勢をもつように219名の豊島署員に
期待しています。署内でも毎朝、全職員のフロアを声掛け
して回り、朝一の職員ミーティングも一緒に後ろに立って
聴かせてもらうようにしています。

Q7  税務行政を円滑に進めるにあたり重視する点は？

　国税庁の使命・任務を全力で全うし、税務行政を円滑・
的確に進めていくことが、国税職員の責務です。そのため
には、例えば、税法や制度の変更は、国税庁HPやあら
ゆる広報手段を通じて行われますが、加えて、税務署が
地域に密着した地脈の通ったものとしない限りは、決して
上手くいかないものと承知しております。そこで私が一番
重要だと考えますのは、豊島法人会様をはじめ、地元の
関係協力団体の皆様と一層、円滑かつ良好な連絡・協調
関係を築き、皆様方のご協力・お知恵を拝借しながら円滑
な税務行政を進めていくことだと考えております。どうか
今後とも、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。

Q8　豊島税務署として本年度特に力を入れる点は？

① 納税者利便の向上と事務の効率化の観点から、e-Tax
及びダイレクト納税の更なる普及。

② 改正消費税の関係での消費税の滞納の未然防止に力を
入れる。

③ 厳正的確な調査・徴収については、納税者の権利利益
の保護を図りつつ、悪質な納税者には厳正に対応して

まいります。
　以上の３点に特に力を入れたいと思っております。

Q9　豊島区のイメージは？

　日曜日に自転車で管内を隈なく回らせて頂いたことで、
改めて、豊島区には３つの地域特性があるとの印象を
受けました。① 一つには、池袋という日本有数の大繁
華街や巣鴨地区のような著名な地域を抱えていること、
② 二つには、立教大学や学習院をはじめとする主要な
大学等を擁する文教地区であること、③ 三つめには、JR・
私鉄・地下鉄に加えて副都心線等の新線設置等で一層の
交通至便な都市となり、魅力的で人気の住宅地の面もあり、
「住みたい街」ランキングで昨年の13位からベスト３に
急上昇しておりますが、税務職員にとっても大変働き甲斐
のある都市であり、私も豊島署の職員も、皆、豊島に勤務
できることとなって、光栄で、非常に喜んでいます。
皆様のお力もお借りしながら、私共は租税教育等のコン
プライアンス（納税道義）の高い地域づくりも含めた税務
の面から、豊島をより住み良い素晴らしい街にしていく
ために、署員一同が一丸となって取り組んで参りますので、
宜しくお願い致します。

Q10　豊島法人会に期待することは？

　豊島法人会様は、その組織の大きさや組織率の高さ
からも、全国法人会をリードされる会で、正しい租税知識
普及のための研修会や広報活動は勿論、夏の「池袋フラ
フェスタ」をはじめとする地域振興活動、「親子税金教室」
や租税教育の推進等、多くの社会貢献活動に従事頂いて
いるところです。会員の皆様のご尽力に感謝申し上げると
ともに、深く敬意を払う次第であります。
　今後とも、税務当局及び関係協力団体の皆様との変わ
らぬ信頼・協力関係を宜しくお願い致します。
 もとより、全ての企業の皆様には、社会への商品や
サービスの提供を通じ、世の中に大きく貢献頂いている
ところですが、更に豊島法人会の皆様には加えて、そう
いった数々の素晴らしい社会貢献活動をいただいており、
趣旨に賛同されての加盟会員の一層の増加及び今後の豊島
法人会様の益々のご発展を心から祈念しております。

　お忙しい中、時間を割いて質問に答えて頂き感謝致し
ます。広報委員としても初めての試みでどのように進行
して良いものか試行錯誤のインタビューとなりました。
　署長は山口県ご出身で郷土愛と歴史を愛好する物
静かな方ではありますが、税務署トップとして必ずや
豊島区また豊島法人会を素晴らしい方向に導いて下
さるようご尽力頂けるものと確信致しました。
　本日は本当にありがとうございました。

記：菅原由利子
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署幹部および法人会の窓口となる担当者

豊島税務署幹部職員等新旧異動表

役 職

署長

副署長（個人担当）

副署長（法人担当）

副署長（総務担当）

総務課長

総務課長補佐

法人 1統括官

法人２統括官

法人 3統括官

法人１上席調査官
（審理担当上席）
法人１調査官
（審理担当官）
法人１調査官
（審理担当官）

法人 3上席調査官
（源泉審理担当上席）

新

異動先等氏 名氏 名 異動元

旧

税務大学校東京研修所 所長

留　　任

留　　任

国税庁 厚生管理官 補佐

本郷署 総務課長

八王子署 総務課長補佐

八王子署 法人１統括官

武蔵府中署 法人１上席調査官

留　　任

豊島署 法人１調査官
（審理担当官）

青梅署　法人３調査官

東京国税局 調査第二部
調査７調査官

留　　任

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

平成26年7月発令

青木 嘉明

芦刈 浩二

齋藤 健二

大村 光治

金子 晴美

内田 昌志

小山 伸悟

日置 宜美

坂元 一

上野 大二郎

松政 尚生

藤原 加奈

児玉 清則

東京国税局 調査第四部 部長

柏署 特別徴収官

証券取引等監視委員会事務局

新宿署 法人１ 連絡調整官

浅草署 特別調査官
（法人税等担当）

本郷署　法人４統括官

 

渋谷署　法人１上席調査官
（審理担当上席）

豊島署　法人１調査官
（審理担当官）

東京国税局　調査第一部
調査開発課 調査官

猪狩 稔

坂本 達哉

山﨑 浩美

関矢 範子

石井 幸晴

中村 和子

本田 知幸

上野 大二郎

居村 武

豊島税務署 人事異動豊島税務署 人事異動

豊島税務署から

役 職

氏 名

役 職

氏 名

役 職

氏 名

青木　嘉明
あお き    　よしあき

署 長

芦刈　浩二
あしかり　   こう じ

副署長
（個人担当）

齋藤　健二
さいとう   　けん じ

副署長
（法人担当）

大村　光治
おおむら　   みつはる

副署長
（総務担当）

金子　晴美
かね こ    　はるよし

総務課長

内田　昌志
うち だ    　まさ  し

総務課長補佐

小山　伸悟
 お やま　   しん  ご

法人１統括官

日置　宜美
 ひ おき　   よし  み

法人２統括官

坂元　一
   さかもと 　はじめ

法人３統括官

上野　大二郎
うえ の　    だい  じ ろう

法人１上席調査官
（審理担当上席）

松政　尚生
まつまさ   　なお  き

法人１調査官
（審理担当官）

藤原　加奈
ふじわら     　か   な

法人１調査官
（審理担当官）

児玉　清則
 こ だま　   きよのり

法人３上席調査官
（源泉審理担当上席）
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平成 26 年分年末調整等説明会の開催について

◆ 「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
　　　　　　　　　　　　　　　　　課税第一クループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）3981－1111

開催日 説明会会場
11 月 4日 ( 火 )

11 月 5日 ( 水 )

11 月 6日 ( 木 )

豊島公会堂

豊島区東池袋 1-19-1

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

開催時間 対象地域

　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28日（火）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

お問い合わせは

ビックカメラ

豊島区役所

公園

LABI

三菱東京UFJ銀行

みずほ銀行

豊島岡女子

豊島公会堂

東池袋
一丁目

コ
ル
パ

駅
袋
池
　
線
袋
池
武
西

駅
袋
池
　
線
上
東
武
東

R
J

駅
袋
池
　

東急ハンズ

豊島税務署から

「給与等の法定調書（合計表）」と「給与支払報告書」の作成・提出は「給与等の法定調書（合計表）」と「給与支払報告書」の作成・提出は

e-Tax・eLTAXをご利用下さい！
○ 一般的な給与計算ソフトでは、国税庁や総務省フォーマットの CSV 形式のデータを出力可能です。まずはご利用
のソフトを確認して下さい。

○ e-Tax ソフト (WEB 版 ) や eLTAX の PCdesk なら、CSV 形式のデータを取り込んで、電子申請が可能です。
※ e-Tax ソフト (WEB 版 ) は１帳票につき 100 枚を超える場合は、複数回に分けて送信して下さい。

【法定調書等の電子的提出義務化】
平成26年１月１日以降に提出する一部の法定調書・給与支払報告書は、電子又は光ディスク等で提出することが法律
で義務付けられました (平成 23年度税制改正 )。

○ e-Tax・eLTAXで提出する場合は、電子証明書が必要です。
○ 関与税理士に代理送信を依頼する場合は、自身の電子証明書は不要です。詳しくは、税理士にご相談願います。

詳しくは、e-Tax については、国税庁 e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）
eLTAX については、eLTAX ホームページ（www.eltax.jp）をご覧ください。

平成26年分法定調書の提出期限は、平成27年2月2日（月）です。

まずは さらにe-Tax・eLTAXのメリット eLTAXなら仕分け不要

eLTAX導入団体が100％に！

電子で提出すると、企業・税理士側に次のような
メリットがあります！！ 給与支払報告書を eLTAX で提出すれば、市区町村

ごとに仕分けすることなく一括で送信可能！

平成 25 年 11 月 25 日から
全ての市区町村へ eLTAX で
提出できるようになりました。

① 支払調書等の印刷、押印の事務負担が軽減
② 宛名ラベルの印刷、封入作業が削減
③ 封入誤りなどの「リスク」が軽減
④ 送付料金や送付事務が削減
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東京都豊島都税事務所からのお知らせ
法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割の税率の改正について法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割の税率の改正について
●法人事業税の税率の改正

●地方法人
特別税の
税率の改正

不均一課税適用法人の税率
（標準税率） 超過税率 不均一課税適用法人の税率

（標準税率） 超過税率

年400万円以下の所得 3.4

5.1

6.7

―

3.4

4.6

―

0.9

(2.2)

(3.2)

(4.3)

―

―

―

3.65

5.465

7.18

―

3.65

4.93

―

0.965

2.39

3.475

4.66

―

0.504

0.21

2.7

4

5.3

(5.3)

2.7

3.6

(3.6)

0.7

(1.5)

(2.2)

(2.9)

(2.9)

―

―

2.95

4.365

5.78

5.78

2.95

3.93

3.93

0.765

1.69

2.475

3.26

3.26

0.504

0.21

年400万円を超え
年800万円以下の所得
年800万円を超える所得

年400万円以下の所得

年400万円を超える所得

収入金額を課税
標準とする法人

電気･ガス供給業又は
保険業を行う法人

年400万円以下の所得

年400万円を超え
年800万円以下の所得
年800万円を超える所得

※清算所得に対して課税されるのは、平成22月9月30日以前に解散した法人に限ります。平成22年10月1日以後に解散した法人は、所得金額に課税されます。
(注)（　）内の税率は、東京都での適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。

　　

区分 法人の種類 所得等の区分

税率(％)

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

平成20年10月1日から
平成26年9月30日までに
開始する事業年度

所得・清算所得※

を課税標準とする
法人

普通法人、公益法人
等、人格のない社団
等 割

得
所 率

税
減
軽

人
法
用
適

率
税
減
軽

人
法
用
適

率
税
減
軽

人
法
用
適

軽減税率不適用法人

清算所得※

特別法人
〔法人税法別表三に
掲げる協同組合等
（農業協同組合、信
用金庫等）及び医療
法人〕

軽減税率不適用法人

清算所得※

収入割

外形標準課税法人

地方税法第72条の
2第1項第1号イに
規定する法人
〔資本金の額（又は
出資金の額）が１億
円を超える普通法人
（特定目的会社、投
資法人、一般社団・
一般財団法人は除く
）〕

軽減税率不適用法人

清算所得※

付加価値割

資本割

◆平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税の概ね
　3分の1が法人事業税に復元されることに伴い、税率が改正されます。

●都民税法人税割の税率の改正 ◆平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税（国税）
　が創設されることに伴い、税率が引き下げられます。

割
得
所

割
得
所

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

平成20年10月1日から
平成26年9月30日までに
開始する事業年度

外形標準課税法人以外の法人 43.2
67.4
43.2

81
148
81

外形標準課税法人
基準法人収入割額

基準法人所得割額

税率(％)

課税標準 法人の種類

不均一課税適用法人の税率
（標準税率） 超過税率

不均一課税適用法人の税率
（標準税率） 超過税率

12.9 16.3 17.3 20.7

(道府県民税相当分3.2＋
市町村民税相当分9.7）

(道府県民税相当分4.2＋
市町村民税相当分12.1）

(道府県民税相当分5＋
市町村民税相当分12.3）

(道府県民税相当分6＋
市町村民税相当分14.7）

市町村に事務所等
がある場合 3.2 4.2 5 6

区分

税率（％）

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

平成26年9月30日までに
開始する事業年度

23区内に事務所等
がある場合

詳細は、主税局 HP をご覧いただくか、下記へお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】　豊島都税事務所法人事業税第一係　03-3981-1211（代）
　　　　　　　　　主税局課税部法人課税指導課　　　03-5388-2963

eLTAX システムの更改に伴い、9 月 16 日（火）から、下記の項目が変更となります。
1　eLTAX の利用時間を拡大します。8：30 ～ 24：00（土日祝日、年末年始を除く）。
2　利用届出（新規）を提出後、直ちに電子申告を利用できます。
3　eLTAX 対応ソフト「PCdesk」が使いやすくなります。
4　ヘルプデスクの受付時間及び IP 電話用電話番号が変更になります。
　　①　受付時間（土日祝日、年末年始を除く）新受付時間 9：00 ～ 17：00　
　　②　IP 電話用電話番号：新電話番号　 03-5500-7010
◆詳しくは、一般社団法人　地方税電子化協議会のホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

9 月から、eLTAX がより使いやすくなります
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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

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。豊島区文化功労者。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東京の闇を支配した怪盗

「豊島区の歴史」驚きの事件史

　昭和3年（1928）9月17日、新聞を読んだ東京の

家庭はきっとびっくりしたことでしょう。当日の「東京

朝日新聞」朝刊に、『また現れた説教強盗』と大文字

、半時2前午日61「、は容内のそ。たしまり載が事記の

落合町の安藤邸の便所汲み取り口から忍び込んだ

覆面の強盗が、目を覚ました主人を脅して118円を

奪ったあと、“お宅は夜電気がついていませんし、

犬がいないので強盗に入るには都合がよかった。用心

のためにはぜひ犬を飼いなさい”と忠告して、2時間

ばかりいて立ち去った」という奇妙なものです。後で

わかったのですが、「2時間もいた」のは、深夜の

警戒網にかからないよう、朝一番の仕事に出る時間

にまぎれて逃げるための犯人の巧妙な工夫でした。

　しかもこの犯人は、「昨年3月19日に豊島区雑司ヶ谷

の高橋宅に忍び込んでから高田、池袋、板橋方面で

30件、今年に入って50件と犯行を重ねている」の

です。警察はもちろん躍起になって捜査を続けてい

たのですが、これだけの犯行を重ねていながら逮捕

の手がかりとなる証拠を何ひとつ残してなく、犯人

像は全く浮かび上がってこなかったのです。

　「説教強盗」の名は他紙も使うようになり、各紙

の報道が加熱して、それまでの同一犯と思われる

犯行が洗われました。最初の犯行は大正15年7月の

ことで、このときは「3尺くらいの竹棒で家の主人

間仲。せ出を金らたっかし惜が命「、り殴を は3人だ。」

と脅して現金140円を奪っていることなどが報道さ

れました。初めのころは暴力も使い、複数犯を装う

など荒っぽいのですが、最近は言葉遣いも丁寧で

「忠告―説教」をしているのは、犯行を重ねて自信

を持つようになったのだろうと推測されました。

　犯人はその後も有名人宅を襲うなど、大胆極まる

犯行を重ねていますが、10月29日に「出没自在の

怪強盗、昨夜2ヵ所を襲う」、「襲い歩く説教強盗」

という記事が出ています。また、同月31日に長崎町

の家を襲った犯人は、家人に見つかると居直って

脅迫し、現金200円と31円余の為替 1 枚を盗んで

すぐ逃走しています。「犯行後ゆっくり腰を落ち着

けて、丁寧な言葉遣いをする」説教強盗とはあきらか

に違います。ニセモノの説教強盗が出現したのです。

　こうした現象で説教強盗をヒ―ロ―化する人気が

生まれました。説教強盗が次はいつ出るか、どこを

襲うかが、捕まってほしくないなどと家でも酒場で

も話題になっていったのです。彼の「説教」に従って

番犬を購入する家が増え、東京中の犬屋から番犬に

使える犬が売り切れてしまったという騒ぎもありま

した。

　「1年7ヵ月の間に56回に及ぶ帝都を横行した凶賊」

が逮捕されないことで、「犯罪の日は警察で司法主任

の居ない夜に限られているなど、現職にある警官か

退職警官、または警察に詳しい人物」が犯人ではない

かという記事まで現れ、国会でも問題化されるなど

騒然としてきた中で、犯行の再吟味が行なわれ、

昭和1年の犯行現場に残されていた一つの指紋が、

甲府刑務所に服役していた妻木松吉のものと一致

することが判明しました。彼の調査を進めると、

体が弱く左官の仕事も休み勝ちだというのに、暮らし

に困っている様子がないことで容疑がたかまり、

4年2月23日、現在の豊島区向原の自宅でこの男の

逮捕に踏み切りました。無期懲役の判決でしたが、

新憲法公布による恩赦で出獄後は、警察の求めに

応じて各所で「防犯」の講演をしていました。警察

を手古摺らせた彼の活躍？は江戸川乱歩の「怪人

20面相」にヒントを与えたといわれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つま  き  まつ きち
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健 康 コ ラ ム健 康 コ ラ ム健 康 コ ラ ム 厚生委員会

　皆さんはちょっとやそっとかぜをひいたぐらいでは
仕事を休むわけにはいかないと思っていませんか？「な
んだか微熱があるようだ」とか「体がだるくて動くのが
つらい」などというときにも、這うような気持ちで無理し
て出社した経験をもつ方も多いのではないでしょうか。
　しかし、「かぜは万病のもと」ともいわれるように、「かぜ
をひいたかな？」と感じたら無理をせず、ひき始めのう
ちにきっちり対処することが実はとても大事なのです。

安静にしていれば、数日で回復
　かぜは、鼻やのどに起こる急性の炎症のことで、正
確には「かぜ症候群」と呼ばれます。何百種類もある
ウイルスのいずれかに感染することにより引き起こさ
れ、その症状は、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、せき、たん、
くしゃみ、悪寒、微熱、頭痛など、さまざまです。イ
ンフルエンザとは異なり感染力はあまり強くなく、重
症化することもほとんどありません。通常のかぜであ
れば、「かぜかな？」と思った段階でただちに安静にし
ていれば、数日で回復します。
　しかし、無理をしてこじらせてしまうと、気管支炎、
扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎、肺炎などや、まれに合併
症を引き起こしたりすることがあります。また、かぜ
ではなくインフルエンザの可能性も考えられますから、
症状を見極めて適切に対処することが必要です。

●無理せず、安静に

　悪寒がしたり、微熱があったりなどのかぜのひき始め
の症状が出たら、できるだけ早めに帰宅して、早めに
寝ましょう。私たちの体に備わっている「免疫」という
働きの全勢力をかぜのウイルス撃退に向けるためには、
静かに横になって体を休めてあげるのが最も効果的です。

●食事は栄養豊富で、消化のよいものを

　かぜをひくと食欲が落ちてしまいがちですが、何も
食べないと体力が低下してしまいます。栄養価が高く
消化のよい卵や鳥のささみ、豆腐、白身魚などを、少
量でもかまいませんからできるだけとるようにしま
しょう。また、かぜをひいているときはビタミン類の
消費が大きくなるため、ビタミン B やビタミン C を意
識して多めにとるとよいでしょう。ひき始めには、体
を温めるために温かい飲み物や食べ物がお勧めです。

●保温もしっかり

　発熱により寒気がする場合は布団や毛布を多めにか
けるなど十分に温めましょう。逆に、熱が上がって体
が熱く感じている場合は、布団や毛布、洋服を薄めに
して、熱を逃がすようにしましょう。汗をかいたらこ
まめに下着を着替えましょう。

●脱水防止に水分補給

熱があるときは汗などで水分が多く失われてしまいます。
麦茶やほうじ茶、スープなどで水分を十分に補給しま
しょう。吸収の早いスポーツドリンクなどもお勧めです。

こんなときは早めの受診を
安静にして数日経ってもいっこうに回復せず、症状が

かえって悪化してつらくなっていくようであれば、ほか
の病気も考えられますので、医療機関を受診しましょう。
　また、急に 38℃以上の高熱が出たり、筋肉痛、関節
痛などがある場合は、インフルエンザの可能性があり
ますので、早めに医療機関を受診してください。

かぜ薬は症状を和らげるだけ
　薬局などで処方せんなしで買うことのできる「かぜ
薬（総合感冒薬）」は、せき、鼻水、のどの痛み、頭痛、
発熱などのかぜの諸症状を緩和する働きがありますが、
かぜ自体を治す薬ではありません。かぜ自体を治すの
はあくまでも体に備わっている調整機能と免疫力。
ですから、かぜをひいたときに最も効き目のある薬は、
実は「十分な栄養と休養、そして保温」なのです。
　やむを得ず症状を緩和したい場合はその症状に合わ
せて、たとえば症状が頭痛だけのときは頭痛薬を服用
し、必要のない成分が含まれている総合感冒薬は服用
しないようにしましょう。
　また、どんなに症状がつらくても、同時に別の種類
のかぜ薬や頭痛薬などを併用して飲むのは絶対にやめ
ましょう。強く効きすぎるなどの副作用が出る可能性
があります。

体を温める簡単あったか飲み物もお勧めです

●しょうがハチミツ湯
　しょうがは頭痛、せき、鼻づまり、冷えに効果があ
るといわれています。

【作り方】
　カップに、すりおろしたしょうが（１片分くらい）、
ハチミツ大さじ 1 杯を入れ、カップ１杯分の熱湯を注
ぎかき混ぜれば出来上がりです。

●くず湯
　くずのなかでも、地下30cmより深い部分はかぜに
効果があるといわれ、これをくず根といいます。この
くず根を使ったくず湯は発汗、解熱作用があります。

【作り方】
　カップにくず粉と砂糖を入れて混ぜ合わせ、そこに
熱湯を注ぎいれてダマにならないように素早くかき混
ぜて、とろみがついたら出来上がりです。最後にしょ
うがを加えるとより体が温まります。

◇　　　◇　　　◇

　「病は気から」という有名なことわざがありますが、実
際、精神的に大きなダメージを負っているときというの
は免疫力も低下してしまい、病気のリスクが高まるよう
です。もちろん、精神力でかぜを予防できるわけではあ
りませんが、日ごろから、十分な栄養と休養をとり、精
神的にも肉体的にも疲れをためないようにしましょう。
　また、かぜが流行しているときは、こまめなうがい
と手洗い、マスクの使用、人込みを避ける、室内の温度、
湿度に気を配るなどで、かぜやインフルエンザを予防
する心がけも大切です。
　どうぞ、この冬を「かぜ知らず」の体と心でお過ごし
ください。

『木枯らしの季節。かぜのひき始めは体を温めてゆっくりと』

記事提供：ティーペック株式会社　原稿：社会保険研究所　協力：大同生命保険株式会社
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豊島区保健福祉部から

がん検診受診勧奨イベント

心に響く音楽と演技の祭典心に響く音楽と演技の祭典
がん予防ライブがん予防ライブ
10月26日（日）13時～16時

サンシャインシティアルパ 地下 1 階 噴水広場

● がん予防体験コーナー紹介
● 歌とダンスのパフォーマンス フウジンライジン
● 邦楽ユニット～三味線尺八 HIDE+HIDE
● 土屋医師のがん予防教室（共催 /豊島区医師会）
● 予防せよ！トシマッハ！（トシマッハ ショー）
● コタニキンヤ．ライブ
● 豊島区の身近なスターたち（ゴスペルコンサート）
  ・Tears&Soul
  ・F.A.choir
  ・池袋センターゴスペルクワイア
●全員大合唱「としま未来へ」

イ ベ  ン ト 内 容

イベント最後に
トシマッハが
出展ブースで

「トシマッハ
オリジナルカード」
をプレゼント！

フウジンライジン ＨＩＤＥ＋ＨＩＤＥ コタニキンヤ．

楽しくてためになる企画が
盛りだくさん！
皆さんのご来場をお待ちし
ています！

豊島区がん検診　受診勧奨キャラクター
ももか

としま健康チャレンジ！秋の知ってチャレンジプログラム
プログラム　　　　　　　　　日　時 　  　　   会　場 　   　 申込み

としま健康長寿2014
まむし流　元気で長生きするコツさせるコツ

タレント：毒蝮三太夫氏
薬とサプリメント

医薬情報研究所：堀　美智子氏

美味しくお酒を嗜む大人の食育
ソーシャルスキル・ネットワーク : 小森　まり子氏

笑いと健康
 健康落語で心まで元気に！
落語家：三遊亭　楽春氏

11/1( 土 )15:00 ～

11/23( 日 )10:00 ～

12/2( 火 )18:30 ～

平成 27/2/22( 日 )
10:00 ～

豊島公会堂

区民センター

生活産業プラザ

区民センター

申込み受付中
地域保健課

TEL:3987-4660

12月1日から申込み受付開始
地域保健課

TEL:3987-4660

申込み不要・直接会場へ

© Toshimach Project



18 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

ふくろう回覧板 ～支部別会員リレーコラム～

　最近、姪の結婚披露が鎌倉の民家で行われ、久しぶりに遠出しました。行きは
かつて知ったる「横須賀線」にて、東京駅から乗車。普段の日でしたので、通勤
客でいっぱいでした。帰りは、その姪からグリーン車の切符を渡され乗車。まだ、
ラッシュには早すぎる時間なのに通勤客が続々と乗車。ある男性は座るや否や、
コーヒー缶を開け、菓子をムシャムシャ。周りを見回すと、同じように飲食して
いる人、本を読み始める人、足を延ばし、外の景色を眺めている人…。　一方、
隣の普通車両では「ギューギュー詰めの満員電車」「座りたいけど座れない」…
あなたはどちらを選びますか。料金が高くてもゆっくり乗れるから「グリーン
車」？ 多少きつくとも、たまには席も空く安い普通車？ 考えさせられました。
人間の脳は「変化」よりも「繰り返し」を望む！？ 

　かつてマイホームを求めて、郊外へ郊外へと行った時代。「電車も複々線になり、
便利になりますよ」というキャッチフレーズに乗って。
　最近の都会は、　高層ビルがどんどん建ち新宿副都心はもとより、丸の内旧都心、
さいたま新都心。このままいくと、New Yorkと同じ、地下にスーパー、二階に
銀行、三階にクリニック、四階以上が住居という超高層ビルが林立することにな
るでしょう。いや、なりつつある…
　さて、あなたは「進歩派」ですか、それとも「守旧派」ですか？　私は断然、
脳を活性化させる意味で、「進歩派」を選択します。新鮮な空気、緑の環境も大
切だとは思いつつも……

大塚西巣鴨支部
株式会社フレンドシップインターナショナル　阿部高志

次回は巣鴨駒込支部の会員からのコラムの予定です。

新しい社会の脳？

Have a brea
k!
広報委員会コラム

　“抜けはじめてわかる髪は長い友達”というＣＭが子ど
もの頃あった。髪という漢字の右上の３本が抜けて行
き、長と友という字になるというＣＭだった。実際わ
たしはこのＣＭで髪という漢字を覚えたクチである。
　実は、この数ヶ月シャンプーの際にとっても抜け
毛が気になるようになった。このペースで行くと半
年で髪の毛はなくなるのではないかとも思う。夏場
を控える季節の変わり目だからかな？などと思って
あまり気にしないようにしていたのだが、一向にペー
スが落ちてこない。ちょうど床屋に行くタイミング
だったのでカットしてもらいながら抜け毛の話題を
相談する。たいがいこういう場面って“まだまだ大丈夫
ですよ！もっとすごいお客さんたくさんいますよ！”的
な答えが返ってくる。（ある意味、それを期待してた
とも言えるのだが。）ところが店長からは“Оさんは
昨年お父さん亡くされたし、新居建てて引越しした
でしょ。それは、抜けますよ。薄くなりますって。
そりゃ仕方ないですよ・・・。”“・・・・・”
　その後、どんな話題になったのかよく覚えていない。
　先日、三重県に住んでいる母方の叔父が東京に来

るのでとホテルの手配を頼まれた。夕飯を一緒にしま
しょうと、夕方待ち合わせをした。久しぶりに会っ
た叔父は少し腰を落として歩き、亡き祖父に似て来
たなあと、一目見てすぐに遠くからも判った。とこ
ろが 65歳を過ぎているというのに髪はフサフサで
白髪も一本もない。近くのすし屋で一杯やりながら
髪について聞いてみると、もちろんカツラや植毛で
はなくすべて自毛だそうで、驚いたことに染めても
いないとの事。握ってくれている私と同い年のマス
ターの少し寂しくなってきた頭と見比べてしまった。
“オヤジがさ、髪の毛無かったやろ？だからな、若い
時から髪の毛には気を遣ってたでぇ。毎食、味噌汁
はずーっとワカメだよ。多分そのおかげだ。”ワカメ
が毛髪に良いって迷信だと思っていたが、努力で遺
伝を克服しちゃって叔父さん素晴らしいなあと感心
しながら思った。“でも隔世遺伝って言葉もあるよなあ。
そういえば叔父は祖父みたいに酒は強くないなあ。
ん？隔世遺伝・・・ってことは！！”
　今日から味噌汁はワカメだ！

長い友達

記 : 広報委員　Ｏ次郎

Have a brea
k!
広報委員会コラム

　「近くのコンビニエンスストアで iTunes のプリペイド
カードを買うのを手伝ってもらえますか？」

　少し前に、LINE（ライン）にこんなメッセージが送ら
れて来ました。LINE とは、スマートフォンなどで使用さ
れているメッセージを簡単に送れるアプリです。かわいい
イラスト付きでメッセージを送れるので、10代の子供達の
間では爆発的な人気です。
　「近くのコンビニエンスストアで iTunes のプリペイド
カードを買うのを手伝ってもらえますか？」は、詐欺です。
友達を装い、コンビニでWebMoney（ウェブマネー）を
買わせて、ウェブマネーの番号だけを写真で送ってもらい、
そのお金をとってしまう手口です。
　最近かなりその手口が出回っているようなので、同じ
メッセージを受け取った方もいらっしゃるでしょう。対処
としては無視することです。中には、相手を突き止めよう
と頑張る人もいるようですが、やりとりをするのは避けた
方がいいでしょう。
　私の場合は、メッセージの送り主が知らない名前だった
ですが、本当に知っている人の場合は、LINE のアカウン
トがのっとられていないか確認するように言ってあげま
しょう。のっとられて勝手に使用されている可能性があり
ます。そして、使用されるだけでなく、このように詐欺の
片棒を担ぐことにもなりかねません。

　では、のっとられた人は、どうしてのっとられたのでしょ
うか？いつも同じパスワードを使用していて、何か使用し
ているサービス（例えばメール）で情報漏洩が起き、その
漏洩したパスワードを入れてLINE にログインした、とい
うことのようです。
　このように、パスワードを全部共通にしていると、どこ
かで情報漏洩があった場合に、他のサービスに影響するこ
ともあります。ですので、パスワードを全部同じにするの
は危険です。
　さて、実際にパスワードを全部別々に設定すると、覚え
るのが大変です。パスワード管理ソフトを使用する、
Excel で一覧を作っておくなど、いろいろなやり方があり
ますが、私は次のような方法を使っています。
・いつも使用する数字を決める（生年月日など類推され
やすいものではなく、でも自分としては忘れない数字）

・各サービスの名称と数字を組み合わせる
　この方法で、数字はいつも一緒でも、全部異なったパス
ワードになります。
　組み合わせの仕方はここには書けませんが（私がのっとら
れてしまうかもしれませんので）、例えば、数字が123とし
て、サービス名の 1文字目のあとに数字を入れるとすると、
Yahooならy123ahoo、Googleならg123oogleです。

近くのコンビニエンスストアでiTunesの
　　　　プリペイドカードを買うのを手伝ってもらえますか？

記 : 五日市 文雄
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■ 第6回租税教育イベント

■ クリスマス音楽祭 2014

■ 豊島区の歴史―驚きの事件史　etc

次回発行は平成27年1月末ごろ予定
公益社団法人

豊島法人会広報誌

設置協力企業・場所
（2014年10月現在）

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できるよう、
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。

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 　　　　　　    東池袋 1-1-2

大同生命保険㈱池袋支社 　    東池袋 1-5-6 アイケアビル 8F

東京信用金庫本店営業部 　 東池袋 1-12-5

豊島区民センター　　　　　  東池袋 1-20-10

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 桜井ビル 4F

㈲東峰フォト　   　   　　　  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

■南池袋

高村紙業㈱  　　　　　  南池袋 2-22-1

エニータイムとみざわ  　南池袋 2-23-4

㈲ヴィテス                    南池袋 2-32-13

東信企業㈱ 　　　　　　南池袋 3-13-9-101

珈琲倶楽部見聞録 　 南池袋 3-18-37 日刊広告社第一ビル 1F

■西池袋

豊島都税事務所 　　　　　　西池袋 1-17-1 豊島合同庁舎

城北興業㈱池袋演芸場　　　　西池袋 1-23-1

勤労福祉会館　　　　　　　  西池袋 2-37-4

東京商工会議所豊島支部　　　西池袋 3-27-12 池袋ウエスト
　　　　　　　　　　　　　  パークビル 9F

豊島税務署   　　　　　 西池袋 3-33-22

■池袋

サンシャイン国際商事㈱         池袋 2-10-3 絆ビル 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

■池袋本町

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

東京シティ信用金庫池袋本町支店　池袋本町 2-39-12

■南大塚

㈲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

南大塚地域文化創造館     南大塚 2-36-1

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

■北大塚

㈱エスイージェー 　 北大塚 1-16-6 大塚ビル2F内

巣鴨信用金庫北大塚支店     北大塚 2-20 -1

■巣鴨

太平商事㈱   　　　　 　巣鴨 2-3-6-501

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

巣鴨地域文化創造館     巣鴨 4-15-11

■駒込

㈲ティー・エヌ・コンサルティング 　駒込1-12-16 レジデンス六義園1F

駒込地域文化創造館 　 駒込 2-2-2

日輸工業㈱ 　　　　　  駒込 2-3-1 六興ビル 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

■目白

㈱秀芽　　　　　 　   　　　 目白 2-2-1

海鮮丼ゆたか丼丸 雑司ヶ谷店  目白 2-16-17

■雑司が谷

雑司が谷地域文化創造館　　　 雑司が谷 3-1-7 

ユニバーサルプリント工芸㈱      雑司が谷 3-9-4

■長崎

巣鴨信用金庫椎名町支店      長崎 1-20-8

小幡解体興業㈱            　　　長崎 2-15-8

■南長崎

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

■要町

東京信用金庫要町支店      要町 1-1-1

■千早

千早地域文化創造館  　　　　千早 2-35-12

New Year 2015

No.232
号

新
春
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2000

1.45 （平成26年9月10日現在・市況により変動）

業種・従業員数等の要件がございます。

SCHEDULE法人会スケジュール法人会スケジュール法人会スケジュール

※ 上記の融資限度額、返済期間の取り扱いは、平成27年3月31日の公庫受付分
　 までとなります。

11月

（水）

（金）

（月）

12月

1月
新設法人説明会

決算法人説明会

豊島税務連絡協議会賀詞交歓会

※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。

豊島法人会館

豊島法人会館

ホテルベルクラシック東京

14日

16日

26日

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 16:00

17:30 ～ 19:30

（木）

（水）

（木）

（日）

（火）

（水）

（金）

（月）

（金）

（土）

～ 1月4日

池袋西口支部ゴルフコンペ

豊島税務署長講演会

納税表彰式（祝賀会／スターライトラウンジ）

第17回巣鴨駒込ウォークラリー

秋季税務研修会・会員交流会

決算法人説明会

新設法人説明会

池袋駅東口献血活動

三支部合同講演会「加齢に伴う眼疾病と糖尿病網膜症」

第6回豊島法人会租税教育イベント

日本カントリークラブ

東京信用金庫本店

東京信用金庫本店

豊島市場

養老乃瀧YRイベントホール

豊島法人会館

豊島法人会館

池袋駅東口パルコ前

養老乃瀧YRイベントホール

豊島区民センター文化ホール

6日

12日

13日

16日

18日

19日

21日

24日

28日

29日

9:00 スタート

15:30 ～ 16:30

15:30 ～ 19:00

  9:30 ～ 12:00

17:30 ～ 20:00

13:30 ～ 16:00

13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 16:00

18:00 ～ 20:45

14:00 ～ 16:00

（日）

（木）

（水）

（火）

（月）

経営研究会一般教養講演会

決算法人説明会

クリスマス音楽祭 2014

事務局年末年始休業

泰平飯店

豊島税務署会議室

みらい座いけぶくろ

11日

17日

23日

29日

18:00 ～

13:30 ～ 16:00

16:30 ～
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INFORMATION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

豊島法人会では、会員の皆様の福利厚生の一助として『マ
ジックキングダムクラブ』に加入しています。メンバー専
用 1DAY パスポート「マジックキングダムクラブ・パスポー
ト」の購入特典などがご利用できますので、ご家族、社員
の方への福利厚生にご利用ください。また、平成 26 年度
分東京ディズニーリゾート「特別利用券」の配付も開始致
しました。数に限りがございますので、お早目にお申込み
下さい。（1社上限 5枚まで）

東京ディズニーリゾート®
マジックキングダムクラブ・特別利用券について

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（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（一財）
全日本労働福祉協会より封書でご案内します。

一般定期健診・生活習慣病健診について

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26年12月29日（月）より平成 27年1月4日（日）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。

事務局年末年始休業

公益社団法人
豊島法人会事務局
〒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

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。
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■ 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 ■
大塚天祖神社祭礼

夏休み親子税金教室
中学生の企業体験学習
法人会の講座・セミナー

法人会活動フラッシュ

インタビュー 豊島税務署長 青木嘉明氏
豊島税務署人事異動

平成26年分年末調整等説明会案内

租税教育イベント予告

クリスマス音楽祭予告

豊島都税事務所から

歴史コラム 驚きの事件史

健康コラム

豊島区保健福祉部から
ふくろう回覧板
広報委員会コラム

広報誌設置企業・次号予告

豊島法人会スケジュール

法人会事務局からのお知らせ

編集後記

公益社団法人

豊島法人会広報誌
Autumn  2014
CONTENTSNo.231 号

秋

編集後記

　広報委員になって二回目の編集キャップを仰せつかった菅原と申します。
　今回も他の広報委員、事務局、印刷会社様のお力を借りて秋号発行の運びとなりました。
　皆様のお手元に届く時には暑い夏も過ぎ、秋真っ盛りとなっているでしょうが、何せ入稿が 9月中旬なので季節感の
ある表紙の選定には毎号苦労しています。今号は如何でしたでしょうか？
　広報委員となってから、ますます「わが街・池袋」を深く知るようになり愛着もひとしおとなりました。
　寅さんのセリフではありませんが「私、生まれも育ちも池袋、池袋平和通りの病院で産湯をつかり…」てな具合です。
　私、実は幼い頃に池袋発祥の由来となった池を見たことがあるのです。丁度現在のメトロポリタンホテルの前あたり
に金網に囲まれた小さな池がありまして、そこの札書きに「この地域は低湿地で袋型をしていた池が数多くあったのが
池袋という地名の発祥」と…数少ない生き証人です。
　そんな池袋も数多くの変遷を経て、「安全・安心」な文化都市へと移り変わってきました。
　が、最近はドラッグ事件や「消滅可能性都市」などといやな事も多いのですが、住みたい街ランキング３位に上昇と
うれしい評判も頂いています。若い人たちが何とかイベントを盛り上げ芸術的・文化的な街造りにしようとする姿勢が
最近は多く感じられ、うれしい限りです。
　旅先から帰ってくると池袋の灯りが見えただけでホッとする私…やはり私的には好きな街「ベストワン」でしょうか。

記：第231号編集キャップ　菅原由利子

「わが街・池袋」
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初級簿記

貸倒保障制度

保養施設
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