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決議事項はすべて承認

―第 4 回通常総会

6 月17日（水）ホテルベルクラシック東京

公益社団法人移行後第4 回目となる通常総会を、6月
17日午後 4 時よりホテルベルクラシック東京 4 階フィガロ
において、多くの来賓のご臨席のもと、総勢 187名のご出席
をいただき、開催しました。
冒頭司会の浦野青年部会会計監査及び坂巻女性部会
副部会長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。
宮代副会長による開会の辞、鈴木会長による挨拶に
つづいて、会長表彰及び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等へ鈴木会長
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 3

正副会長が登壇し、披露されました。新役員代表として
南山会長が挨拶を行い、抱負を述べました。つづいて、
4 期 8 年に亘り会長を務めた鈴木前会長をはじめとする
勇退理事及び監事10 名の方に、南山会長より感謝状が贈
呈されました。（勇退理事及び監事は 3 ページに記載）
その後、鈴木東京商工会議所豊島支部会長の乾杯で懇談
が始まりました。新たなスタートを切った豊島法人会の
門出を祝うかのように、総勢190名の参加者で会場は大変
盛り上がり、大石副会長の中締めで閉宴となりました。

ページに記載）

議事に先立ち、定款第14 条により鈴木会長が議長に
選出され、また安部数敏氏及び植田直行氏を議事録
署名人に選出しました。
議事に入り、決議事項「第１号議案 平成 26 年度
決算報告承認の件」を稲川理事（総務委員会副委員長）が
説明し、野尻監査から監査報告を行い、満場一致で
承認されました。
「第 2 号議案 役員改選の件」では、
第1号議案につづき稲川理事から、5月8日の平成27年度
第1回理事会で推薦された理事候補者45名及び監事候補者
3 名を読み上げ、それぞれ1名ずつ承認され、すべての
決議事項は承認されました。
次に、第 1 回理事会で承認された「平成26年度事業
報告」及び 3月13日の平成26年度第 2 回理事会で承認
された「平成2 7年度事業計画」
「平成 27年度収支予算」
が中根理事（総務委員会副委員長）より報告され、議事は
すべて終了しました。
つづいて、来賓の青木嘉明豊島税務署長、平林宣広
東京都豊島都税事務所長、そして高野之夫豊島区長
から、それぞれ祝辞をいただき、若林副会長からの
閉会の辞をもって通常総会は無事終了しました。

南山幸弘氏を第 13 代会長に選定 ―臨時理事会
第 4 回通常総会で選任された理事及び監事の出席の
もと、同総会終了後、臨時理事会をホテルベルクラシック
東京 6 階コンチェルトで開催しました。新たに南山幸弘氏
が第13 代会長（代表理事）に選定することが満場一致で
承認されました。また、副会長（業務執行理事）6名、
常任理事19名、
理事19名及び監事3名も選定することや、
鈴木前会長を「顧問」へ 、宮代前副会長及び齊木前監事
に「相談役」への委嘱決議も併せて承認されました。

挨拶をする鈴木会長

議案はすべて承認された

（承認された新役員については 3 ページに記載）

和やかに新たな門出を祝う ―懇親会
第 2 部の懇親会は、司会の岩松経営研究会副代表の開宴
の挨拶で午後6時に始まり、臨時理事会で選定された

新会長ごあいさつ

勇退された鈴木前会長（中央）へ南山会長から感謝状の贈呈
第13代会長

南山 幸弘

第4回通常総会後の臨時理事会にて、公益社団法人豊島法人会会長に選定された南山 幸弘です。
昭和 25 年に設立し65 年、昭和 50年に社団化し 40 年、そして、平成 24 年に公益社団法人
として新たにスタートを切って 3 年が経ちました。この歴史と伝統のある公益社団法人豊島法
人会の第 13 代会長を拝命したことは、大変光栄なことと存じておりますと共に、責任の重さに身
の引き締まる思いが致します。浅学非才ではありますが、鈴木 孝雄前会長の後継として務めさ
せていただきます。
税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の反
映に貢献する経営者の団体である法人会の理念に基づき、会員の皆様や地域に貢献できるような
事業活動に役員一同取り組んでまいる所存です。つきましては、皆様の法人会活動へのご理解と
ご支援、そして積極的なご参加をお願い申し上げます。
最後に会員の皆様のご隆昌とご多幸を心より祈念して、就任のごあいさつとさせていただきます。
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

平成27・28年度

公益社団法人 豊島法人会
長

南山 幸弘

㈱音

理

事

池袋西口支部副支部長

藤丸 紀男

藤

副会長

若林 正美

アドナー㈱

理

事

池袋西口支部副支部長

藤森 俊晴

㈱藤森電機製作所

副会長

谷内田 美佐子

㈱満留賀

理

事

池袋西口支部副支部長

大久保 勇一

㈱ゆう文

副会長

大石 寛子

㈱大石商店

理

事

池袋西口支部副支部長

梅本 勉

丹波屋燃料㈱

副会長

天沼 友一

カネマサ大東㈱

理

事

大塚西巣鴨支部副支部長

今井 文彦

今井保全㈱

副会長

遠藤 陽子

㈱遠藤製餡

理

事

大塚西巣鴨支部副支部長

伊藤 勝利

㈲ケイアイコーポレーション

会

羽

役員一覧（敬称略）
和㈱

副会長

巣鴨駒込支部長兼任

堀口 信行

太平商事㈱

理

事

大塚西巣鴨支部副支部長

富永 幸子

東邦管工建設㈱

常任理事

東池袋南池袋支部長

稲川 一

㈱文

宣

理

事

巣鴨駒込支部副支部長

眞下 健弥

㈱真下建材興業

常任理事

東池袋上池袋支部長

小嶋 孝司

東洋特殊産業㈱

理

事

巣鴨駒込支部副支部長

中根 武

㈲ティー・エヌ・コンサルティング

常任理事

池袋西口支部長

平塚 元由

㈲平塚製作所

理

事

高田支部副支部長

白井 宏一

㈱関越物産

常任理事

大塚西巣鴨支部長

阿部 双葉

㈱フレンドシップインターナショナル

理

事

高田支部副支部長

西村 敏男

㈱福しん

常任理事

高田支部長

古川 榮造

ボスマン・ジャポン㈱

理

事

長崎支部副支部長

野尻 孝

㈱都市建設

常任理事

長崎支部長

田口 成典

㈱三幸ビーエムエス

理

事

長崎支部副支部長

鶴岡 丈夫

栄正印刷㈲

常任理事

総務委員長

中嶋 富男

㈱中嶋富男建築設計事務所

理

事

長崎支部副支部長

東 明男

㈱アズマ

常任理事

財務委員長

加古 博昭

東京通信機㈱

監

事

國松 省三

㈱ピーデーエスコンピュータ

常任理事

組織委員長

池田 憲治

中央電設㈱

監

事

讃岐 知恵子

㈱アヴァンティ

常任理事

厚生委員長

鈴木 但

㈱城北石田ハカリ

監

事

岡本 重史

㈱八洲不動産サービス

常任理事

事業委員長

高村 光朗

高村紙業㈱

常任理事

社会貢献委員長

加藤 直光

㈱折

常任理事

広報委員長

鈴木 義人

㈱エレコ

常任理事

ＩＴ委員長

小泉 裕克

小泉電機㈱

常任理事

研修税務委員長

上妻 英成

あがつまタオル㈲

常任理事

青年部会長

齊木 晋一

㈱新光商事

常任理事

女性部会長

森永 鈴江

㈲美

常任理事

源泉部会長

真木 俊之

養老乃瀧㈱

常任理事

経営研究会代表

金井 宏夫

㈱アール・エス・シー

理

事

東池袋南池袋支部副支部長

安部 数敏

㈱ビジネス･プラスワン

理

事

東池袋南池袋支部副支部長

今宮 忠則

㈲ヴィテス

理

事

東池袋上池袋支部副支部長

野本 渉

野本印刷㈱

理

事

東池袋上池袋支部副支部長

石川 宜司

ガイア㈱

理

事

池袋西口支部副支部長

野村 光成

㈱シャンボール

第4回通常総会
１ 会長表彰

従来、7委員会でしたが、今期の改選により9 委員会となりました

原

鈴

選定された豊島法人会新役員

会長表彰・会長感謝状等名簿（敬称略）

入会勧奨活動に顕著な実績

東池袋二丁目地区長

北島 節夫

上池袋地区長

森川 正男

青年部会長

鈴木 但

サンシャイン地区長

堀 伸幸

西池袋三丁目地区長

梅本 勉

東池袋一丁目第一地区長

渡辺 明

南池袋二丁目地区長

今宮 忠則

女性部会長

遠藤 陽子

経営研究会代表

中嶋 富男

２ 会長感謝状

支部・委員会・部会の事業活動に顕著な功績

池袋西口支部

浅川 清雄

㈱伊三美

大塚西巣鴨支部

岩田 啓子

㈱金文字商会

巣鴨駒込支部

岡島 博

㈱岡島材木店

長崎支部

塚田 義信

㈱塚田木工所

総務委員会

稲川 一

㈱文 宣

組織委員会

月井 幸夫

㈱東京クリーンサービス

税制委員会

植田 直行

ユニーク･アイネット㈱

広報委員会

鈴木 義人

㈱エレコ

研修委員会

庄司 佳子

㈱庄司タオル店

厚生委員会

野本 芳子

野本印刷㈱

社会貢献委員会

金井 宏夫

㈱アール・エス・シー

青年部会

西脇 和紀

女性部会

門川 節子

㈱三 浜

経営研究会

安部 数敏

㈱ビジネス・プラスワン

３ 会員増強に功績のあった会社
大同生命保険㈱池袋支社長

向 伸郎

AIU損害保険㈱首都圏地域事業本部法人会推進部長

東條 美保

アフラック東京総合支社長

鎌戸 広高

４ 会員増強に顕著な実績のあった厚生制度推進員
石井 富代

門馬 浩子

久保田 直子

渡邊 佳奈子

大野 智子

鎌田 成美

岩城 千春

菅根 淳子

葛 せい玉

勇退理事及び監事（敬称略）
前会長

鈴木 孝雄

前副会長

宮代 昌三

前常任理事

甘利 誠男

前常任理事

関根 靖俱

前常任理事

三澤 恵吉

前常任理事

宮部 一弘

前理事

金澤 克夫

前理事

岩田 啓子

前理事

塚田 義信

前監事

齊木 勝好

第4回通常総会で承認された「平成26年度決算報告」、及び報告された「平成26年度事業報告」「平成27年度事業計画」「平成27年度収支予算」に
ついては豊島法人会WEBサイトをご覧ください。 http://www.toshimahojinkai.or.jp

新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940
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第10回新池袋モンパルナス
西 口まちかど 回 遊 美 術 館
５

月 14 日から 27 日まで『新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館』が開催されました。
”街のどこもが美術館”をコンセプトに、その 2 週間は池袋西口を中心とした様々な場所で、絵の展示やトークショー、
” と
ワークショップなどが展開されます。もしこのイベントをご存知なかったとしても、この 期 間 は” 街の何かが違う
感じませんでしたか？美術館やギャラリーに足を運び芸術に触れるだけではなく、日常の中で肌で感じるアートこそが
｢新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館」の最大の魅力ではないかと思います。
それでは、盛りだくさんの出展作品やイベントの中から、その一 部をご紹介させていただきます。

特別企画

東京芸術劇場

｢池袋アートギャザリング｣
（池袋駅西口周辺）
節目の第10回を記念して、今回初めて一般
公募が行われました。作品のテーマは｢アツ
マル・ツナガル・ヒロガル｣です。応募総数97組
から選ばれた新進気鋭のアーティストと、これ
を企 画した C-DEPOT（要町に本拠を置く
アーティスト集団）が、東京芸術劇場や東武
百貨店、西口五差路などの複数の会場で、パワー
溢れるアートイベントを展開しました。

西口五差路植込スペース

「IAG-02 Group Show
「IAG-07 saki kurushima」
池 袋 アートギャザリング」
池袋モンパルナスを継承するアー
ティストたちによるグループ展

10周年記念対談

「池袋モンパルナスの原風景
（立教大学）
〜野見山暁治氏に聴く〜」
芸術を学ぶ若者達が住んでいたアトリエ村が、
昭和の初めから戦前にかけて長崎・千早・千川に
ありました。
「池袋モンパルナス」と呼ばれたその
場所に、最盛期には100人を越える画家や彫刻家が
住んでいたそうです。15畳のアトリエと3 畳程度の
居住部分で暮らす彼らは、貧しくても熱い思いを
作品に込め創作活動に打ち込んでいました。
しかし、今では当時のことを知る人も少なくなり
ました。東京芸術大学名誉教授の野見山暁治氏も
当時の住人の一人で、現在 95 歳になられます。
10 周年記念対談では、立教大学元総長で名誉教授の
押見輝男氏を聴き手に、野見山暁治氏に当時の池袋の
様子や画家たちとの出会い、彼らを育んだものなど
大変貴重なお話を語っていただきました。

saki kurushima さんのサラリーマン
川柳楓のネクタイ短冊のオブジェ

（豊島区新庁舎）
「まちかどこども美術展」

今年 5 月に開 庁した 豊島区 新 庁舎 1 階 の‘としまセンタ ー
スクエア’
で、区内の区立・私立小中高24 校の児童・生 徒 に
よる絵 画 展 が 開 催され
ま した。庁 舎 ま る ごと
ミュー ジ アム を 謳 う 新
庁舎にふさわしく、子 供達
の 感 性 溢 れる約 930点
の 作 品が展示され、
可愛
いアーティスト達の作品と
出会いにたくさんの方々
が 来庁されました。
（豊島法人会館1階ギャラリー）
「豊島法人会ギャラリー展示」

1 階ギャラリーを開放した展示も 3 回目となります。今回は
書 道 家の佐々木竹翠・宇里香菜氏のグループ展です。普段は
人気も無く寂しく感じる
1 階ですが、この時ばかり
は本領を発揮してギャラ
リーならではの雰囲気を
醸し出します。会館の場所
は一般の方には分かりに
くいかも知れませんが、
こういう機会に豊島法人
会のことを知っていただ
ければ嬉しく思います。

取材を終えて…
時短がもてはやされる時代だからこそアートは大切な心の栄養。自然の風景を眺めるのと同じように、立ち止まって
ゆっくりと作品を眺めれば、そこから伝わってくるものがあるかも知れません。芸術という文化の継承を大切にする豊島区
は心豊かな素敵な街だと思います。
記：坂巻公美子
主
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

資料提供 公益財団法人としま未来文化財団

法人会活動フラッシュ
女性部会

4月16日
（木）
／ヒルトン福岡シーホーク

4 月24日
（金）
／豊島法人会館

青年部会

第10回全国女性フォーラム福岡大会

平成27年度青年部会年次報告会

当会からは遠藤部会長はじめ 4 名が出席（写真：坂巻公美子）

就任あいさつをする新青年部会長齊木晋一氏

今回で第10 回を迎えた全国女性フォーラム福岡大会は、全国の女性
部会員1,700 名が参集しました。藻谷浩介氏による記念講演「女性が
つくる日本・地域の元気〜未来を担う子供たちへ〜」が行われ 、
その後
の式典・懇親会では全国の女性部会員との親睦・交流を深めました。

青年部会規約、平成26年度事業報告並びに収支決算報告、平成
27年度事業計画、収支予算が報告され、役員改選では齊木晋一氏
（株式会社新光商事）が新部会長に就任しました。

5月8日
（金）
／豊島法人会館

女性部会

5 月11日
（月）
／ホテルベルクラシック東京

第 1 回理事会

平成27年度女性部会年次報告会

議案はすべて慎重に審議されました

11代目の女性部会長に就任した森永鈴江氏

平成27年度最初の理事会が開催され、第 4 回通常総会における
理事推薦者等が審議され、議案はすべて承認されました。

37名が出席し、規約の改正、
平成26年度事業報告並びに収支決算
報告、平成 27年度事業計画、収支予算が報告され、役員改選
では森永鈴江氏（有限会社美鈴）が新部会長に就任しました。

女性部会

5月11日
（月）
／ホテルベルクラシック東京

経営研究会

5 月14日
（木）
／養老乃瀧YRイベントホール

女性部会春季研修会

平成27年度経営研究会年次報告会

講演する一般社団法人日本アスリートサポート協会代表理事中里賢一氏

経営研究会代表に就任した金井宏夫氏

年次報告会終了後、43名が出席し本年度の部会最初の事業として
「障がい者
スポーツのご紹介とパラリンピックへの取り組み」と題した講演を一般社団法人
日本アスリートサポート協会代表理事 中里賢一氏に行っていただきました。
今後の女性部会継続事業としてパラリンピックの支援を続けてまいります。
源泉部会

5月18日
（月）
／養老乃瀧YRイベントホール

研修会
「平成27年度税制改正について」

平成26年度事業報告、収支決算、平成27年度事業計画、収支
予算が報告され、役員改選では金井宏夫氏（株式会社アール・
エス・シー）が新代表に就任しました。
源泉部会

5月18日
（月）
／養老乃瀧YRイベントホール

平成 27年度源泉部会年次報告会

55名が受講しました

部会長に再任された真木俊之氏

「平成 27年度税制改正について」をテーマに、研修会が開催
されました。来年１月よりスタートするマイナンバー制度に
ついての説明も行われ、受講者は熱心に耳を傾けていました。

平成 26 年度の事業・収支報告、平成 27年度の事業計画と
収支予算、役員改選等について発表されました。役員改選
では、真木俊之氏（養老乃瀧株式会社）が部会長に再任し
ました。

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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青年部会

8会の青年部会が集まり租税教育事業
4 月12 日（日）としまえん

東法連第 4 ブロック青年部会一斉租税教室 in 豊島園
一般社団法人東京法人会連合会青年部会連絡協議会の
第 4 ブロックには 8 単位会（中野、練馬西、練馬東、荻窪、
杉並、板橋、新宿、豊島）が所属し、協力して年間で
いくつかの事業を行っています。
その中の公益事業の目玉として、昨年に続きとしまえん
での税金クイズスタンプラリーを行いました。豊島法人会
青年部会からも 9 人が参加しました。
まず、8 時半に集合して、1,000人分 の景品作りです。
青年部会で用意したお菓子の詰め合わせ、東京法人会
連合会から提供していただいたマンガで税金を説明して
いる冊子、その他に下敷き、ボールペン、手ぬぐいなどの
袋詰め、総勢 50人で 1 時間かかります。
10時からとしまえんが開門し、2 カ所に作った受付で、
2,000 枚のスタンプラリーのシートを順に来場者に手配り
します。3 箇所のブースを回って、「小学生 1 人に 1年間
いくら税金が使われているでしょう？」などの質問に 3 択
で回答してもらいます。ゴールで景品を受取ってもらい、
マンガの冊子で答えを勉強することができます。
晴天にも恵まれ、予定どおり14 時前に 1,000 名に景品
を配布し終え、終了となりました。
第 4 ブロック青年部会員同士の協力で、大勢の親子連れ
や子供たちに税金への興味を持ってもらうことができ、
大成功で終了しました。
記：五日市 文雄
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

第４ブロックの青年部会員が一堂に

大勢の人がスタンプラリーにチャレンジ

長崎支部

長崎獅子舞見聞記
5 月 10 日（日）長崎神社

長崎獅子舞
長崎小学校には長崎獅子舞の授業があります。
毎年5月の第2日曜日に椎名町駅前の長崎神社で行われる
長崎獅子舞は、1688年の元禄年聞から続く五穀豊穣や
病気平癒を願う大変にぎやかなお祭りとして今日まで伝え
られ 、1992年に豊島区の無形文化財にも指定されました。
太夫獅子、仲獅子、女獅子の 3 頭の獅子は、当時作られた
という荒々しい彫の獅子頭を左右に大きく揺らしながら、腹に
付けた太鼓を打ち鳴らし、町内を半日かけて練り歩きます。
尾張公の三葉葵の紋が入った高引提灯を先頭に、富士元
曜子などの行列が道行く様は、江戸の近郊農村地帯で
あった、長崎の歴史を初めて見る人にとって驚きのスケール
で今に伝えています。道行き行列の後半は小学生が1年生
から6 年生まで一緒について歩きます。
住宅街のこの地で、これだけのお祭りが伝承されていること
の大切さを、地元の方たちが理解しているからこそ後世に
伝えるために学校教育に取り入れているのだと思います。
法人会を代表して長崎支部もこの伝統芸能の保存協力を
しています。当日も道行きの前に南山副会長（役職は当時）
や田口支部長など会員一同で協賛金の贈呈式を執り行い
ました。
これからもこの貴重な長崎獅子舞のお祭りが継承され
ますよう願っています。
記：鈴木 義人

町内を練り歩く勇壮な獅子舞

長崎獅子舞への保存協賛に寄付

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

大塚西巣鴨支部

桜満開の中開催

第16 回 南 大 塚 桜まつり
3 月 2 7 日（金）／南大塚三丁目桜並木通り

第16 回南大塚桜まつりが、天候にも恵まれ 、桜の満開
の中で開催されました。満開の桜と会員各社の社名の入った
提灯を背に、阿部支部長の開会宣言で「桜まつり」は幕を
開けました。

さくらの木の下でのライブ

来年は、更に一層趣向を凝らした「桜まつり」を計画して
います。これも法人会員増強につながるひとつと思って
いますので、今後とも、会員の皆様のいっそうのご協力を
お願いする次第です。
記：阿部 双葉

今回、新しい趣向として「さくらの木の下でのライブ」
と銘打って、若手歌手の氷置晋氏によるギター弾き語り演奏
を行いました。これが大好評で、拍手が鳴りやまないほど
の大盛況でした。また、
「せっかくの『桜花真っ盛り』の
中だから皆様に歓談をしながらゆっくりと召し上がって
いただこう」と考え、警察の許可を得て道路に歓談用のいす
とテーブルと長椅子も用意しました。
ひ

おき しん

ある会社員の男性は「ゆったりとして同僚と楽しい時間
を過ごせてよかった」と語ってくれました。また、
「年一度、
美味しい『とん汁』
『おでん』を食べるのをとても楽しみ
にしています」と笑顔で語ってくれた親子連れのほか、ある
会社経営者の男性は、
「私は、最初から社員を連れて来て
います。会社も頑張りますから、桜まつりもずっと続けて
欲しいです」と熱く語ってくれました。

ブースは大盛況

完売御礼
夕方６時、
「いらっしゃいませ」を合図に販売開始、なんと
７時半には「完売御礼」という結果となりました。
「腕よし」
「味よし」
「器量よし」と三拍子揃った女性会員の年季の入った
「とん汁」
「おでん」に皆、舌鼓。大好評でした。
桜まつりは、会員の皆様や地元に住んでおられる方々の
ご協力のおかげで、年々に賑やかになってきています。
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

桜まつり開会のあいさつをする阿部支部長

公益社団法人豊島法人会 高田支部 社会貢献活動

目白駅前
日

時

受付時間
場

所

献 血 活動

平成 27 年 7 月 30 日（木）
10：00 ～11：00／12：15 ～16：00
ＪＲ目白駅前

皆様のご協力を
お願い致します！
輸血を必要とする 5 0 歳 以上の数は増加しており、ピークを迎える2027 年には
血液の不足量が100万人分を超えると推計されています。このままでは、深刻な
血液不足により適切な医療を受けられなくなる可能性があります。
献血は命を救う身近なボランティアです。皆様のご協力をお願い致します。

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
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NEWCOMER

新規会員のご紹介
株式会社Ｓｌｉｎｅ
入 会
業 種

株式会社日興通商

平成 27 年 2 月

代表者名 進藤

入 会
代表者名
業 種
所在地

大

美容業

所在地

豊島区南大塚 3-43-12

ＴＥＬ

03-5992-1056

順不同

平成 27 年 4 月
林 聰銘
旅行代理店
豊島区南大塚 3-44-15
大野ビル 1F
（JR 大塚駅南口徒歩 3 分）

JR 大塚駅

エシカル（美容院）
定休日 毎週火曜日、第 3 水曜日
※予約制

ホテルベルクラシック
東京

南口

大塚駅南口
ローソン

空蝉橋通り南

ファミリーマート
南大塚
通り北

Ｓｌｉｎｅ
区立西巣鴨
小学校

03-5391-1345

ＴＥＬ

南大塚
ホール
南大塚
三丁目

豊島法人会の

台 湾 旅 行 の 夢 に ご 奉 仕、海 外
航 空 券格安取扱店。長年の台湾
観光の業績と信用、個人・団体の
海外旅行など何でもご相談お受け
致します。

JR 大塚駅
南口

ホテルベルクラシック
東京

大塚駅南口
ローソン

空蝉橋通り南

ファミリーマート
南大塚
通り北
南大塚
ホール

日興通商
区立西巣鴨
小学校

南大塚
三丁目

講座

セミナー
研修会

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！

源泉所得税基礎講座

税制改正研修会

6月3日 (水)・4日 ( 木 )

6月25日 (木 )

豊島法人会館 のべ74名受講

全２回

講 師 児玉 清則 上席国税調査官

講 師 上野 大二郎 審理担当上席

（豊島税務署法人課税第 3 部門）

（豊島税務署法人課税第 1 部門）

内 容 源泉徴収制度の概要、給与所得の源泉
徴収事務、マイナンバーについて 等

10

豊島法人会館 46名受講

公益社団法人

豊島法人会広報誌

会員増強に皆様のご協力をお願いします。

内 容 平成27年度税制改正について

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 27年 度 も
・

・

・

小 規 模 非 住宅用地の
固 定 資 産 税・都市計画税を減免します

23区内

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。
※ 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。

【お問い合わせ先】豊島都税事務所固定資産税係

03-3981-1211（代表）

災害等により甚大な被害を受けた方には都税を減免する制度があります
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）

法人事業税・都民税の申告には便利な電子申告（eLTAX）をご利用下さい
利用 手 続 に つ い ての お 問 い 合 わ せ
エルタックス

検索

ホームページ

http://www.elt ax.j p/

利用時間

月〜金

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）

8 時 30分〜 24時（土・日・祝日、年末年始 12 /29 〜1/ 3 は除く）

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
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豊島税務署から
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

豊島税務署から

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
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健康 コラム

厚生委員会

アルコール依存は認知症になりやすい
うだるような暑さの中「暑気払い」と銘打っては
冷たいビールや酎ハイなど、お酒を飲む機会が増える
季節です。ひとたびアルコールを口にすると、気分
が和らいだり、逆にハイになったり、なかには飲み
すぎてその場の記憶を失くしてしまう経験をした人
もいることでしょう。
こうした「酒に酔う」という状態は、血中に溶け
こんだエチルアルコールが作用して、脳の働きを抑制
したり、まひさせたりする生理現象から起こります。
そのため長期にわたりお酒を飲み続けると脳に与える
ダメージは少なくなく、多量飲酒の習慣がある人や
アルコール依存症の人では脳が萎縮し、認知症になり
やすいことがわかっています。

女性と高齢者のアルコール依存症が増えている
アルコール依存症は、飲酒のコントロールができなく
なり、アルコールへの精神依存や身体依存をきたす
精神疾患の一種です。お酒を飲まないと手の震えや幻覚
などの離脱症状がみられたり、健康や社会生活の問題等
の原因が飲酒とわかっていても断酒ができないなど、
周囲を巻き込んだ深刻なトラブルを起こします。
厚生労働省研究班の調査によると、全国のアルコール
依存症の患者数は約100万人以上にも上り、この10年間で
約1.5倍も増加しているようです。また、1日にアルコール
60g(ビールなら大ビン2 本、日本酒なら3合) 以上飲む
多量飲酒の人も900万人以上いるとみられ、
1,000万人を
超える人が飲酒に関する問題を抱えていることになります。
近年は、特に若い女性と高齢者にアルコール依存症が
急増し、大きな社会問題となっています。女性は社会
進出を背景に患者数が10 年前の約2 倍に増加。高齢者
は定年退職後に依存症になるケースも多いため、団塊
の世代の大量退職が増加の要因になっています。

多量飲酒で脳が萎縮する？ アルコール性認知症
アルコール依存症の人には、しばしば知的低下を
伴う認知症の症状がみられます。しかし、認知症の
原因は多発性脳梗塞などの脳血管障害、頭部外傷、
肝硬変、糖尿病、ウェルニッケ・コルサコフ症候群
（下記参照）を含む栄養障害など多岐に及びます。
逆にアルツハイマー病などの認知症性疾患になった
ことで、飲酒のコントロールを失ってしまう場合も
あります。そのため認知機能を障害している原因に
ついてよく検査し、その結果、アルコール以外に
認知症の原因がない場合、「アルコール性認知症」
と診断されます。
アルコール性認知症になると、脳の画像検査により
高い割合で前頭葉を中心に脳の萎縮が認められます。
最近の調査によれば、1 日の飲酒量が増えるほど
脳が萎縮するということがわかってきました。しかし、
こうした脳の萎縮は、断酒することによってある

程度改善するケースが多いようです。
アルコール依存症に限らず、長期にわたり毎日
2合以上飲酒をする人の脳も萎縮する傾向にあると
いうデータもあります。また一方、まったくお酒を
飲まない人より適量以下の飲酒をしている人のほうが、
脳の萎縮を発症しにくいという調査結果もあります。

ウ ェ ル ニ ッ ケ・コ ル サ コ フ 症 候 群 な ど の
栄養障害の場合も
アルコール性認知症と診断された人の中には、
ウェルニッケ・コルサコフ症候群の人が含まれて
いる場合が多くみられます。チアミン(ビタミンB1)
の不足により起こるウェルニッケ脳症とその後遺症
の総称で、認知症とよく似た症状が特徴です。
アルコール依存症の人は多量の飲酒によってチアミン
の吸収が阻害され、さらにろくに食事をとらない
で飲酒することから栄養失調になることが原因で
発症します。治療は通常のアルコール依存症患者に
向けた断酒、食事療法、リハビリなどの治療に加え、
経口ビタミン B 群（ビタミン B2、B6、
B12、
葉酸）
投与が行われます。

脳のためにもお酒は正しく「使用」しましょう
「依存症」というと精神的に弱い人がお酒に溺れる
印象がありますが、アルコール依存症はお酒を飲む
習慣がある人ならだれもがなる可能性がある病気です。
先ごろ日本精神神経学会は心の病の名称や用語に
つ い て新しい指針を発表し、
「 アルコール依存 症」を
「アルコール使用障害」に変更することとしました。
「使用障害のほうが依存症よりも実態に近い」という
意見もあり、今後は医療現場で定着していくものと
思われます。
◇
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

◇

お酒は上手に「使用」すれば「百薬の長」となり、
ストレスを解消し、コミュニケーションの一助となって
く れ ま す。適 量 を 守 る こ と で 脳 を い た わ り つ つ、
くれぐれも賢くお酒を飲んでいきたいものです。
＜参考資料＞
『わが国の成人飲酒行動およびアルコール症に関する全国
調査』( 尾崎米厚、松下幸生、白坂知信 , 他「アルコール
研究と薬物依存 2005」)
『アルコール依存と認知症』
〈松下幸生、丸山勝也「からだの
科学」2006〉
『アルコール性認知症』
『アルコール依存症』( 厚生労働省
「e−ヘルスネット」)

記事提供：ティーペック株式会社
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◇

原稿：社会保険研究所

協力：大同生命保険株式会社

豊島区保健福 祉 部 から
としま健康チャレンジ！
これからのチャレンジプログラム
プログラム

日

「睡眠障害と生活習慣病
−いびきは要注意！−」

講師：さいとう胃腸科内科クリニック

齊藤

会

場

申込み

9月9日(水)
18:30〜20:30

生活産業プラザ
8階
多目的ホール

10 月 8 日 ( 木 )
18:30〜20:30

区民センター
3・4・5 会議室

9月6日(日)
10:00〜16:00
10 月 16 日 ( 金 )
15:00〜19:00

池袋保健所
２階

講師：要町病院 吉澤 孝之氏

「もう便秘こわくない
便秘の種類と予防法」

時

申込み受付中
地域保健課
TEL:3987-4660

正行氏

測定会
( 筋肉量や脂肪量を部位別に測定します )

申込み不要
直接会場へお越し下さい

検診・健診を受けましょう！
豊島区では、下記の検診・健診対象者の方にご案内と受診券をお送りしています。対象の方はご案内をご覧の上、
ぜひ受診してください。費用は無料です。（対象年齢は平成 28 年 3 月 31日現在の年齢です。）

★骨粗しょう症検診
骨粗しょう症は骨折を引き起こします。毎日を元気に過ごすために、ぜひ、
この機会に骨粗しょう症検診を受けましょう！

対象者：豊島区内在住の、40・45・50・55・60・65・70 歳の女性の方
※妊娠中または妊娠の可能性のある方は受診できません
検診期間：平成 27 年 7 月 1 日（水）～ 11 月 30 日（月）

★歯周疾患検診
歯周病は脳卒中や糖尿病など様々な病気をもたらします。これからのご自身
のためにも、今から歯の定期検診を始めませんか？

対象者：豊島区内在住の、40・50・60・65・70・75・80 歳の方
検診期間：平成 27 年 7 月 1 日（水）～ 11 月 30 日（月）

★長寿健診
「健康の大切さ」を考える機会として定期的に受診し、ご自身の体調管理にお役立てください！

対象者：昭和 15 年 9 月 30 日以前にお生まれの方
（後期高齢者医療制度に加入している方及び加入予定の方）
健診期間：平成 27 年 8 月 1 日（土）～ 11 月 30 日（月）

お問い合わせ先：豊島区

地域保健課

( 祝日を除く月〜金曜日

保健事業グループ

TEL：3987-4660

午前 8 時 30 分〜午後 5 時 )

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
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シリーズ連載

「豊島区の歴史」
驚きの事件史
豊島区図書館専門研究員

伊藤

榮洪

⑦彰義隊の結成
あきらか

「時代が生み出した事件」といえば、幕末の「上野

会合で「義を彰にする」という「彰義隊」の名称と、

戦争」もそう言ってもいいでしょう。上野戦争は

頭取に渋沢成一郎、副頭取に天野八郎という組織が

慶応 4 年 5 月 15 日（1868 年 7 月 4 日）に、上野

決まります。

山内に立て籠もった彰義隊を中心とする勢力に、

天野は群馬県の庄屋の家に生まれ幕臣ではあり

「官軍」を呼称する薩摩・長州主体の西軍が殲滅戦を

ませんが、
「肝っ玉の太い」男で、
「徳川家の存続」
を

挑んだものです。当日は雨でしたが戦争は早朝から

主張する弁舌が明快だったので、130名ほど集った

はじまり、圧倒的な火力の差で午前中に歴然とした

連中に副頭取に推されたといいます。組織が出来る

戦力差が現れ 、1 日で官軍方の圧勝に終わりました。

と、幕府の危機に殉じようとする者と、戦う意思を

その彰義隊の結成は同じ年の2月11日に一橋家家臣

示さない幕府の態度に不満を持つ連中が続々と

げき

の有志に配られた一通の「檄文」に始まるといわれて

彰義隊に参加を申し込んできて、たちまち千人を

います。
「檄文」は「我公元来尊王之為御誠忠被為尽…」

越す集団となり、当初の「一橋家恩顧の家臣によって

きみ

（わが公元来尊王のために御誠忠つくされ）で書き

慶喜を守る」目的が「幕府の威信を示す」という

出され、一橋家から15代将軍を継いだ徳川慶喜の尊王

方向に変わって行ったことで、成一郎は「振武隊」

の思いの篤いことは、昨年の大政奉還から今日の謹慎

を結成して彰義隊を離れ、幕府でも押さえきれない

の態度に明白であるが、
「慶喜追討」が叫ばれ危機が

集団に変身していきました。上野戦争は、旧組織の

迫っている。雑司ヶ谷の「茗荷屋」に集って一橋家

勢力が新勢力の力に屈した「時代 の転 換」を象徴

家臣として慶喜を守るために何をしなければならない

する大事件だったといえるでしょう。

かを考えたい、という内容でした。その文案を前日に

敗残した彰義隊は厳しく詮議され、区内には、

見せられていた渋沢成一郎は、しかし当日の会合に

自決した隊員の首塚が遺されています。また上野

欠席しました。

戦争に参加した越後高田藩榊原家の藩士 88 名に

渋沢成一郎は、埼玉県深谷市の豪農の出身で若い

よる「神木隊」の「供養碑」が南池袋の本立寺内に

ころは血の気の多い攘夷の活動家でした。従弟の

あります。榊原家は「徳川四天王」の一人という

渋沢栄一と一橋家に仕えるようになったのは、わずか

譜代の家柄で「佐幕」の意地を見せようとして結成

4年前のことですが慶喜が将軍職に就くと側近として

され、主家の「榊」の字を分解して名付けられた

ゆう ひつ

奥右筆に取り立てられます。今日の「総理秘書官」

集団で、その後、会津から函館に転戦し 26 名の

以上の権限があったという役職です。また栄一は

戦死者を出したことが碑に記されています。また、

慶喜の弟昭武のヨーロッパ視察に随行して渡欧して

輪王寺宮の御座所となっていた黒書院が上野山内

います。異例といえる抜擢です。それだけ慶喜恩顧

から西巣鴨に移った正法院の本堂として使われ、

といえる立場ですから、
「慶喜を守る」趣旨の集りに

そのころ渋沢栄一などを連れて渡欧していた慶喜の

いの一番に誘われたのです。彼はその会合の後、

弟昭武の墓が染井霊園にあるなど、上野戦争を実感

正式に参加を要請され 、23 日の浅草東本願寺の

させる物が区内にいろいろ遺っています。

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。
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

ふくろう回覧板 ～支部別会員リレーコラム～
そこに山があるから
人が何かに挑戦するとき、それに理由は必要でしょうか？
理由は必要だとしても、それを他人に説明しなければならないでしょうか？
表題の明言はイギリスの登山家として知られるジョージ・マロニー氏がニューヨークタイムズ紙の取材で
「あなたは何故エベレストに登りたいのか？」と問われて「そこにエベレストがあるから（Because it's there. ）」
と回答したのを、日本語で「そこに山があるから」と訳されているらしいです。
マロニー氏のこの発言は、記者団の質問攻めに誘発されたとの説があります。
例えば、
「エベレスト山頂付近の植物の生態」など学術的な調査目的の有無などを問われ、
「それもある」が・・・
しかしと業を煮やした後の発言で、心中を推察すると、「人間には挑戦という名の欲望があり、誰も登頂して
いない世界最高峰を目指すことは人間の本性的な欲望である」という感じかな？と思います。
私も約２年前にサラリーマンを辞めて起業する際、様々な人から動機を聞かれましたが、いまだに明確に
動機を他人に説明できた記憶がありません。
なので、もし同じようなことを聞かれたら「自分への挑戦」という短い言葉に纏めることにしました。
そこに“山”があれば、登りたくなるのが人間の性。
現実的でクールで草食系と称される、最近の若い年代層の人にもこの本性は残されていてほしいものです。

株式会社

レジリエンス

高田支部
飯野 豊

次回は長崎支部の会員からのコラムの予定です。

ak!
e
r
b
a
e
Hav
広報委員会コラム
Loko Wai PUEO『池ふくろう』
前号の編集後記に紹介していただいたフラチーム
【Loko wai PUEO】がいよいよ東京フラフェスタ in 池袋
でフラをお披露目する日が近づきました。
【Loko wai PUEO】とはハワイの言葉で 池 と フク
ロウ という意味で、文字通り 地元池袋 にちなんだ
チーム名です。昨年、フラフェスタ中池袋公園会場の
地元ボランティアスタッフとしてお手伝いしながら、
ノリでできたチームです。メンバーのほとんどが豊島
法人会員で広報委員も加わっているチームなんです。
いざ本番が近づくと当日の衣装などどう揃えようか。
皆忙しい中、時間を割いて集まってるので大変です。
ひと通りステップと手や体の動きは覚えたと思って
いても、いつも隣りで踊っているメンバーが都合でいな
かったりすると何故か自信がなくなって動きを間違え
たり、不安になってステップが遅れてしまったりします。
間違えてしまった時の対処法は笑顔です。笑顔で周り
の人のステップに追いつければ見ていても変じゃない
んです。笑顔があればカバー出来ちゃう。でも、これって
何でもそうですよね。

ご存知の方もいると思いますが、フラを踊る時の手
や体の動きは手話のように意味があるんです。歌詞を
手話で表しているということになりますので、歌詞を
理解して踊ると自然と気持ちが入って来る気がします。
フラって本来は大変神聖なもので踊りをささげる際
には体を清めたり山に登ったりするそうなんです。フラ
の起源の一説には火山の女神をなだめるために踊った
という説もあり、最近活発になりつつある日本の火山
も、フラフェスタの踊りで少し落ち着かないかな等と
思ってしまいます。
この広報誌夏号が発行され、みなさんのお手元に
届 く頃はイベントの後ですので見に来て下さいとは
言えませんが・・・当日ははたしてどうなっている事やら。
発行されたこのページをどんな気持ちで読んでいる自分
がいるかタイムカプセルのフタを閉じたような気持ち
です。

記 : 大渕 信之

法人会では会員企業の皆様の福利厚生にお役立ていただくため、

法人会会員企業の皆様の為の福利厚生施設

ラフォーレ倶楽部へ加入しています。
目的やプランにあったラフォーレをお選びください。

ラフォーレ倶楽部

《ＷＥＢ》http://www.laforet.co.jp/tohoren/
●利用対象者
「法人会員No.20052「
」法人パスワード 20052cc」
法人会会員企業およびその企業の役員・従業員とその家族。
※初回予約時には利用者登録が必要です。
●利用手続き
●利用当日
①受付
リゾートホテル・シティホテルは利用日の4か月前の1日から、ラフォーレ＆松尾 フロントで企業名を確認いたしますので、健康保険証など企業名を明らかにで
きるものをご持参ください。
ゴルフ倶楽部は3か月前の1日から。
※リゾートホテル、松尾の予約開始日が土・日・祝日の場合、翌平日から。
●キャンセル料
※ＧＷ、夏季、年末年始は予約方法・予約開始日が異なります。
リゾートホテル・ゴルフ場は利用日の前週同曜日＊の17：00以降キャンセル料
②予約方法
が発生します。
《電話》各ホテル・ゴルフ場 または ラフォーレ予約ダイヤル＊ 03-6409-2800 ＊発生日が土曜・日曜・祝日の場合はその前平日の17：00以降。但し、団体利用、ＧＷ、夏季、年末年始の利用は
＊9：00〜17：30。一部サービスは平日のみの受付。
※シティホテル（東京・新大阪）のご予約は直接ホテルへお電話ください。

キャンセル料発生日が異なります。ご予約の際にご確認ください。
※シティホテルはホテルによりキャンセル料発生日が異なります。ご予約の際にご確認ください。

電話予約の際には、
「法人会員No.20052-30」
・
「会員名（一社）東京法
人会連合会」
・所属法人会番号（2桁）
・企業名・利用される方のお名前、連
絡先等を申し出てください。

※掲載の料金は、定員利用時1名様あたりのサービス料を含む料金で、別途消費税および入湯税（琵琶湖・東京・
新大阪・松尾を除く）を申し受けます。※東京マリオットホテルは、1名様当りのルームチャージとそれに関わるサービ
ス料の合計が10,000円以上の場合、宿泊税を別途申し受けます。※シーズンごとに各種プランをご用意いたしま
す。詳しくはラフォーレWEBサイトをご覧ください。

ラフォーレ蔵王

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原2-1

リゾートホテル

0224-34-1489

ラフォーレ那須

リゾート＆スパ
客室数
197室（647名収容）
客室
洋室（2・3名用）／和室（4名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（和食）
交通
東北新幹線・仙台駅下車、駅西口1Fタクシー乗り場右
手より送迎バス約70〜80分（要予約）。

5・6〜7名用）

宿泊料金
◎素泊まり：ホテル棟 4,500円〜／コテージ 4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（イタリアン・和食・ハイカラ会
席）

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320

箱根強羅 湯の棲

0287-76-3489

客室数
118室（470名収容）
客室
洋室（2・3名用）／和室（4名用）／和洋室（4名用）／コテー
ジ（6〜7名用）／デラックス（2〜3名用）／ドッグコテージ（4・

湯浴み処「不忘の湯」

ラフォーレ倶楽部

栃木県那須郡那須町湯本206-959

交通
東北新幹線・那須塩原駅下車、送迎バス約30分（要予
約）。

ラフォーレ倶楽部

0460-86-1489

伊東温泉 湯の庭

客室数
44室（178名収容）
客室
（2〜6名用）
（2〜6名用）
和洋室
／プレミアルーム
（露天風呂付）
宿泊料金
◎1泊朝食付：大人 7,000円〜
◎1泊2食付：大人 16,000円〜（和フレンチ）

静岡県伊東市猪戸2-3-1

0557-32-5489

客室数
84室（360名収容）
客室
和室（2〜3名用）／和洋室（4〜5名用）
宿泊料金
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（和食）

※ご宿泊はお食事付にて承ります。

※ご宿泊はお食事付にて承ります。

交通
東海道新幹線または小田急線・小田原駅より箱根登山
鉄道に乗り換え強羅駅下車。強羅駅よりケーブルカーに
乗り換え中強羅駅（右手）下車、徒歩約5分。

交通
東海道新幹線・熱海駅より伊東線に乗り換え伊東駅下
車、徒歩約8分（
。東京より直通JR特急「踊り子号」あり）

※改修工事のため4/17まではクローズとなります。

総合リゾートホテル

ラフォーレ修善寺

公益社団法人

豊島法人会広報誌

足湯テラス

プレミアルーム

静岡県伊豆市大平1529

リゾートホテル

0558-74-5489

客室数
304室（1,614名収容）
客室
洋室（2名用）／和室（4・6名用）／和洋室（4名用）／デラッ
クス（2・3名用）／コテージ（2〜12名用）／ドッグコテージ（4〜
5名用）／山紫水明（4〜5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：ホテル棟 4,500円〜／コテージ 4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（フレンチ・イタリアン・和食）
交通
東海道新幹線・三島駅より伊豆箱根鉄道に乗り換え修
善寺駅下車、送迎バス約25分（
。東京より直通JR特急
「踊り子号」あり）
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デラックスルーム

ラフォーレ山中湖

山紫水明

森の湯

会員増強に皆様のご協力をお願いします。

山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

0555-65-8489

客室数
104室（420名収容）
客室
洋室（2・3・4名用）／和室（4・6名用）／和洋室（4名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（モダン和会席）
交通
新宿より中央高速バスにて約135分、山中湖ターミナル
（旭日丘）停留所下車。旭日丘より送迎バス約15分（要
予約）
。

和室

露天風呂

ラフォーレ内のスポーツ・レジャー施設
温泉

ラフォーレ倶楽部

ホテル中軽井沢

ゴルフ

テニス

プール

長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339

美術館

カラオケ

宴会場

別荘棟

◎1泊朝食付（ホテル棟のみ）
：大人 7,000円〜
：大人 13,800円〜（フレンチ）
◎1泊2食付（ホテル棟のみ）

研修・会議室

ブライダル

長野県北安曇郡白馬村北城2937

0261-75-5489

ホテル白馬八方

※お食事は夕食（洋食）6,800円〜、朝食2,500円にて承ります。

客室数
45室（188名収容）
客室
洋室（2名用）／和洋室（3〜4・4〜5名用）
宿泊料金
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（洋食）
※ご宿泊はお食事付にて承ります。

交通
JR大糸線（新宿より直通あり）
・白馬駅下車、タクシー約
10分。または、長野新幹線・長野駅より路線バスにて白
馬駅下車、タクシー約10分。

※ホテル棟のご宿泊はお食事付にて承ります。

交通
長野新幹線・軽井沢駅下車、タクシー約15分。または、
し
なの鉄道・中軽井沢駅下車、タクシー約5分。

ラフォーレ琵琶湖

サイクリング プラネタリウム

ラフォーレ倶楽部

0267-44-4489

客室数
ホテル棟76室（174名収容）／別荘棟8棟（76名収容）
客室
洋室（2名用）／和室（2〜3名用）／和洋室（5名用）／デラッ
クス（2名用）／別荘棟（8・10名用）
宿泊料金
◎素泊まり（別荘棟のみ）
：4,500円〜

総合リゾートホテル

体育館

デラックスルーム

滋賀県守山市今浜町十軒家2876

露天風呂

リゾートホテル

077-584-3489

和歌山県西牟婁郡白浜町2428

0739-82-1489

ラフォーレ南紀白浜

客室数
272室（882名収容）
客室
洋室（2・3・4名用）／和室（4名用）／デラックス（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円〜
◎1泊朝食付：大人 6,000円〜
◎1泊2食付：大人 10,600円〜（洋食・和食）
交通
東海道本線・守山駅下車、路線バス約35分または送迎
バス約15分（土曜・日曜・祝日のみ／要予約）。

客室数
182室（620名収容）
客室
洋室（2・3名用）／和室（3・4名用）／和洋室（3・4名用）／デ
ラックス（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円〜
◎1泊朝食付：大人 6,500円〜
◎1泊2食付：大人 11,100円〜（イタリアン・和食）
交通
京都・新大阪・天王寺よりＪＲ特急にて紀勢本線・白浜駅
下車、
タクシー約10分。
または、南紀白浜空港よりタクシー
約7分。

洋室

デラックスルーム

優待施設

東京マリオットホテル

東京都品川区北品川4-7-36

展望温泉 露天風呂

優待施設

03-5488-3939

大阪府大阪市淀川区宮原1-2-70

06-6350-4441

ホテルラフォーレ新大阪

客室数
249室（498名収容）
客室
洋室（2名用）／デラックス（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり（デラックスツイン2名利用時）
：10,000円〜
：13,150円〜
◎1泊朝食付（デラックスツイン2名利用時）
交通
東海道新幹線・ＪＲ各線・京急線。品川駅（高輪口）より、
送迎バス約5分（徒歩約10分）
。または、羽田空港よりホ
テルまでリムジンバスで約30分。

客室数
332室（664名収容）
客室
洋室（2名用）／デラックス（2名用）
宿泊料金
：6,750円〜
◎素泊まり（ツインルーム2名利用時）
デラックスツイン

洋室

交通
JR・地下鉄御堂筋線新大阪駅より徒歩約1分。または、
伊丹空港よりリムジンバスで新大阪駅まで約25分。

ラウンジ＆ダイニング G

ラフォーレ修善寺＆
カントリークラブ

静岡県伊豆市大平1529

0558-74-5489

コース
18ホール／パー72／6,201ヤード
付帯施設
ゴルフ練習場／パッティング練習場／アプローチ練習場
ゴルフプレイ料金
◎1ラウンド（セルフプレイ）／1名様
平日：5,000円
土曜・特定日：11,000円
日曜・祝日・12/31〜1/2：9,000円
交通
東名高速・沼津ＩＣより国道１号・136号線経由または途
中、伊豆中央道・修善寺道路（共に有料）経由約30km。
特定日：5/3〜5、7/19、9/20〜22、10/11、11/22、3/20
※掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利
用税（800円）
・ゴルフ振興基金（50円）
を申し受けます。

デラックスツイン

ラフォーレ＆
松尾ゴルフ倶楽部
優
待
ゴ ルフ 場

千葉県山武市松尾町八田1563

0479-86-6400

コース
18ホール／パー72／6,561ヤード
付帯施設
ゴルフ練習場
ゴルフプレイ料金
◎1ラウンド（キャディ付）／1名様
● 7／1〜9／18、
1／2〜3／18
平日：10,000円
土曜・日曜・祝日：15,100円
● 上記期間以外
平日：11,500円
土曜・日曜・祝日：17,000円
交通
千葉東金道路・松尾横芝ICより約0.8km。

クラブハウス

※12/31は特別プラン料金、1/1はクローズとなります。
※掲載の料金のほか
に、
別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税
（900円）
を申し受けます。

新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940
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次回発行は平成 27年10月末ごろ予定

豊島法人会広報誌

Autumn 2015
設置協 力 企 業 ・ 場 所

No.

（2015 年 7月現在）
豊島法人会広報誌 TOSHIMAは、年４回発行しております。
また、一般の方でもお楽しみできるよう、

■ 豊島区の歴史―驚きの事件史

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。

朝日信用金庫大塚支店

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

㈲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

㈱プリオ

東池袋 3-11-8サンライズ小林 2F-2

■南池袋

秋

号

■ 豊島税務署人事異動

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。

■東池袋

235

etc

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

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

㈲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

東信企業㈱

南池袋 3-13-9-101

駒込地域文化創造館

駒込 2-2-2

南池袋 3-18-37 日刊広告社第一ビル 1F

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

珈琲倶楽部見聞録
■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 - 2 7-12 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

■駒込

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

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

巣鴨信用金庫椎名町支店

長崎 1-20-8

㈲青木商事

池袋 2- 61- 8 アゼリア青新ビル

小幡解体興業㈱

長崎 2-15-8

■長崎

■南長崎

■池袋本町
あがつまタオル㈲
巣鴨信用金庫池袋本町支店

南長崎 3-2-14

池袋本町 1- 6 -2

東京信用金庫椎名町支店

池袋本町 2 -15 -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

東京シティ信用金庫池袋本町支店 池袋本町 2-39-12

■要町

■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

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

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
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会員増強に皆様のご協力をお願いします。

INFORMATION

事務局からのお知らせ

決算シールについて

移転・休廃業その他変更点が生じましたら
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。
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。

一般定期健診・生活習慣病健診について
豊島法人会では、医療機関と連携して、会員やその従業員・
ご家族を対象に夏・春の年2回健康診断を会員特別価格で実施
しております。開催日、お申込については、
（一財）全日本労働福祉
協会より別途お送りする封書または絆アーバンハイツクリニック
の案内（次回分は次号に同封）をご覧ください。

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。

年会費は口座振替が便利です
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。

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
®

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 27年度分東京ディズニー
リゾート「特別利用券」の配付も開始しております。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 ）

お問い合わせは事務局まで
公益社団法人
豊島法人会事務局
〒171-0014

豊島区池袋 2-32-4

TE L 03-3985-8940
FAX 03-3985-5718

info@toshimahojinkai.or.jp
www.toshimahojinkai.or.jp
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SCHEDULE

法人会スケジュール
7月
15 日（水）〜 8 月 31日（月）

(医社)絆アーバンハイツクリニック生活習慣病・一般定期健康診断

アーバンハイツクリニック

8月
4 日（火）

18: 00 ～ 21: 00 経営研究会意見交換会

13 日（木）・ 14 日（金）

サンシャイン クルーズ・クルーズ

事務局夏季休業

19 日（水）

13: 30 ～ 16: 00 決算法人説明会

豊島法人会館

21 日（金）

18: 00 ～

パセラ池袋本店

24 日（月）

13: 30 ～ 16: 00 源泉部会研修会「マイナンバー制度実施対策講座」 養老乃瀧YRイベントホール

26 日（水）〜 29 日（土）

青年部会チャリティ暑気払い

(一社)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

9月
15 日（火）

13: 30 ～ 15: 30 新設法人説明会

豊島法人会館

17 日（木）

13: 30 ～ 16: 00 決算法人説明会

豊島税務署会議室

10 月
8 日（水）
15 日（木）・ 16 日（金）
15 日（木）

第32 回法人会全国大会徳島大会

アスティとくしま

女性部会管外研修

群馬県富岡市・高崎市他

13: 30 ～ 16 : 00 決算法人説明会

豊島法人会館

※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。
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豊島区役所グリーンテラス

■ 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。

16

ふくろう回覧板
広報委員会コラム

Summer 2015

■ 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
先日、ある勉強会に参加したところ、事業ドメインという言葉が出てきました。なんとなく、自社の業務の中心は何か？
みたいなことだろうと思って聞いていたら、ドメインの物理的定義、ドメインの機能的定義という言葉が出てきました。
花屋さんのことを「花屋」と定義するのは、ドメインの物理的定義だそうです。
続いて、どんな人が花屋さんに来て、その花屋さんはお客さんに何を提供していきたいか考えて定義するのが、ドメイン
の機能的定義だそうです。病気のお見舞い用に購入に来た人にはその人の「優しさ」を表すものとして、母の日用に購入に
来た人には「感謝」を表すものとして、自分の部屋用に購入に来た人には「癒し」になるものとして花を販売している等
と考え、それら全体を通して、例えば「ライフシーン・サポーター」と定義することが機能的定義だそうです。
弊社のメインの仕事はパソコン教室の運営ですが、物理的定義を「パソコン教室」とした場合、機能的定義はなん
だろうか？自分達は何を提供しているのだろう？と、あらためて考えてみるきっかけになりました。同じ物理的定義を
しても、会社によって機能的定義が異なると、それが同業種での差別化になるのかもしれません。
インターネットで検索してみましたが、マーケティング業界ではよく使われている言葉のようですね。私はあまり
聞いたことのない言葉でした。
みなさんの会社の「ドメインの機能的定義」はなんでしょうか？
記：第234号編集キャップ 五日市 文雄

会員番号

会員番号を記入の上、切り取って
申告書に貼付しましょう。

豊島法人会会員証
公
益
社団法人

201507

←詳細は P23（裏面）をご覧ください
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