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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

6月14日（火）ホテルベルクラシック東京

　公益社団法人移行後第5回目となる通常総会を、
6月14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186名
のご出席をいただき、開催しました。
　冒頭司会の梅本青年部会幹事及び菅原女性部会副
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。
　天沼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　平成27年度決算
報告承認の件」を稲川常任理事（総務委員会副委員長）
が説明し、岡本監事から監査報告を行い、満場一致で
承認されました。
　次に、報告事項として第1回理事会で承認された「平成
27年度事業報告」及び3月14日の平成27年度第5回
理事会で承認された「平成28年度事業計画」「平成28
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。
　つづいて、来賓の豊島税務署山﨑昇署長、東京都
豊島都税事務所平林宣広所長、そして豊島区高野之夫
区長から、それぞれ祝辞をいただき、大石副会長から
の閉会の辞をもって通常総会は無事終了しました。
　通常総会後に行われた会員交流会では、司会の泉谷
経営研究会副代表の開宴の挨拶、南山会長の挨拶に
つづいて、東京商工会議所豊島支部鈴木正美会長の
乾杯で懇談が始まりました。そして今回は、会員各社
ご協賛のもと、厚生委員会による抽選会を行いました。
抽選会には会員各社から多くの賞品を提供いただき、
総勢175名の参加者で会場は大変盛り上がり、若林
副会長の中締めで閉宴となりました。

決議事項は満場一致で承認 ―第5回通常総会決議事項は満場一致で承認 ―第5回通常総会

挨拶をする南山会長

議案は満場一致で可決されました

会員交流会の抽選会は大盛況

第 5 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

２ 会長感謝状　支部・委員会・部会の事業活動に顕著な功績・実績

３ 会員増強に功績のあった会社

４ 会員増強に顕著な実績のあった厚生制度推進員

千早一丁目地区長 鈴木 義人
西池袋一丁目地区長 齊木 晋一
巣鴨二・三丁目地区長 岡島 博

西池袋四丁目地区長 押鐘 正
池袋二丁目第２地区長 谷口 嘉章
東池袋南池袋支部長 稲川 一

南池袋二丁目地区長 今宮 忠則
青年部会長 齊木 晋一

東池袋三丁目地区長 岩松 力
女性部会長 森永 鈴江

東池袋南池袋支部 渡辺 明 東京信用金庫本店
大塚西巣鴨支部 富永 幸子 東邦管工建設㈱
組織委員会 大渕 信之 ユニバーサルプリント工芸㈱
社会貢献委員会 那波 敏雄 
青年部会 石坂 美穂 石坂司法書士事務所
経営研究会 岩田 勉 ㈲東峰フォト

東池袋上池袋支部 庄司 佳子 ㈱庄司タオル店
巣鴨駒込支部 吉田 研三 吉田研三司法書士事務所
厚生委員会 瀧澤 丕呂務 ㈱日栄石油
広報委員会 今宮 忠則 ㈲ヴィテス
女性部会 菅原 由利子 ㈲国際プラン社

池袋西口支部 大久保 勇一 ㈱ゆう文
長崎支部 東 明男 ㈱アズマ
事業委員会 富澤 雄一郎 ㈱ネオプランニング
研修税務委員会 大塚 淳 ㈱大塚
源泉部会 石川 光昭 ㈱アール･エス･シー

大同生命保険㈱池袋支社長　長谷川 龍二　　　AIU損害保険㈱首都圏地域事業本部法人会推進部長　成木 恒寿　　　アフラック東京総合支社長　野村 真由美

鎌田 成美　　渡邊 佳奈子　　岩城 千春　　石井 富代　　國定 恵　　　大野 智子　　門馬 浩子　　菅根 淳子　　柴田 さおり　　十時 万寿美
片岡 洋子　　八景 千秋　　　山本 圭造　　梶原 淳一郎　田中 伸幸　　小渕 聡　　　佐藤 祐之　　金中 優諭　　平澤 和仁
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　第 5 回通常総会の前に脳科学者の中野信子先生を

講師にお招きし講演会を開催しました。講師の中野

信子先生はテレビに多数出演され、また著書も多数

出版されるなど話題の方の講演とあって113名の方に

ご参加していただき、前から順につめてお座りいただく

ぐらい盛況でした。

　講演会は田中事業社会貢献副委員長の司会で、南山

会長の挨拶から始まり、司会による講師のプロフィール

紹介、中野信子先生の講演へとつづきました。

　講演では、長期的な人間関係と短期的な人間関係の

違いは、まず信頼関係を築いてから本題に入るか否か

の違いであり、日本は長期的な人間関係を築く人が

多く、世界の長寿企業の80％は日本であること。

学歴の高い人は取り分を多くする傾向があり、一般的

に問題が生じにくい比率は70対30と言われている

ことについて話されました。また中脳に分泌する

セロトリントランスポーターという物質は、理不尽な

扱いを受けたときに反発する行動を起こさせる作用が

あること。サイコパスという物質は、合理性の高い人

や短絡的な人、一文の得にならないことはやらない人

などに多く分泌され、日本人には少ないことなど脳科学

者ならではの話もされ、参加された方からたいへん

好評いただきました。

　そして、最後に遠藤副会長の挨拶で無事終わること

ができました。

　今回の講演会は、東京商工会議所豊島支部の後援、

豊島区、東京税理士会豊島支部、東京中小企業家

同友会豊島支部、一般社団法人豊島区観光協会、

大同生命保険株式会社、AIU損害保険株式会社、

アフラックの協賛をいただき開催できましたことを

厚く御礼申し上げます。

中野信子氏講演会「ビジネスに活かす脳科学」開催中野信子氏講演会「ビジネスに活かす脳科学」開催

挨拶する南山会長

講師の中野信子先生

多数参加いただき講演会は大盛況

開催日時：6月14日（火）14時30分～15時30分
開催場所：ホテルベルクラシック東京6階「コンチェルト」



05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

開会のあいさつをする阿部支部長

ブースは大盛況

大塚西巣鴨支部

　第17回「南大塚桜まつり」が、今年も多くの方々が参加、盛大に開催されました。
　会員各社の社名の浮き出る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。今回の「桜まつり」を通じて感じたことは、会員の方々及び
地元の人々に完全に定着したことです。開始時刻の30分前には本部テント前に
行列ができ、今や遅しと待っている人が100人。これにはびっくり！おかげで、
用意した「豚汁」「おでん」もすぐ底をつき、終了30分前には完売！「来年
はもっともっと増量しなければ」とスタッフは嬉しい悲鳴をあげました。
　今年入社した男性は「これまでは緊張しっぱなしでした。でも今日の桜まつり
で、上司と楽しい時間を過ごせてよかったです」と語り、又、ある経営者の方は、
「毎年この日を楽しみにしています。手作りの『豚汁』『おでん』はほかでは
食べられない。手作りの味がして一味もふた味も違うね～」と語ってくれました。
　「南大塚桜まつり」は地元に定着し、そして年々賑やかになってきました。
これを機に、いっそうの会員増強につなげていくことを切望します。

記：阿部　双葉

南大塚桜まつり―3月25日開催南大塚桜まつり―3月25日開催

青年部会

　青年部会の第4ブロックは、豊島を含めた8単位会の構成です。
3年連続3回目となる税金クイズスタンプラリーを行いました。
　4月10日の当日は開門から、2,000枚のスタンプカードを来場者に
手渡しして、3箇所のブースで、「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した。
ゴールでは、景品として、お菓子・マンガで税金を説明している
冊子などの袋詰めを配布しました。
　晴天に恵まれ、14時前に1,000名に景品を配布し、終了しました。
　今年は各税務署の方々も見にきていただき、イベントが浸透して
きたように感じました。　　　　　　　　　　　 記：五日市　文雄

東法連第４ブロック青年部会一斉租税教育in豊島園東法連第４ブロック青年部会一斉租税教育in豊島園

第４ブロックの
青年部会が一堂に

大勢の人が
スタンプラリーにチャレンジ
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長崎支部

　平成28年5月8日（日）、長崎神社で行われた、長崎獅子舞を
見に行ってまいりました。
　私が小さいころは、お正月になると近所の家に獅子舞が
舞い、頭を噛まれそうになり怖い印象でした。今思えば、幸せを
招くと共に厄病退治や悪魔払いの意味合いだったんですね。
　長崎支部では毎年、長崎獅子舞の保存継承に協力する目的
で、協賛金を贈呈しております。今回も南山会長、田口支部長、
田近地区長、塚田地区長、鈴木地区長の出席で、長崎獅子舞連
へ協賛金をお渡ししました。日本の文化の継承を、地元の
中学生・高校生が獅子に扮して和太鼓を打つ、とても感動する
場面でした。長崎地区の地元に生きる人々の絆の強さであり、
伝統を大切にする優しさだと感じてきました。次回は是非、
獅子と共に町内を練り歩きたいと思います。

記：東　明男

長崎獅子舞長崎獅子舞

長崎獅子舞の保存継承に協力（写真：鈴木義人）

　6月18日（土）、JR山手線『目白』駅前広場にて豊島
法人会高田支部主催による献血活動が行なわれました。
今年も社会貢献活動の一環として区立千登世橋中学校
の生徒さんや第四地区育成委員会（山元俊一会長）に
ご協力いただき開催されました。
　昨年実施した7月末の記録的な猛暑日が続くなかでの
開催で人出も少なかったことから、今年は6月中旬の土曜日
に開催日が変更になりました。入梅し空模様を心配してい
ましたが、当日はまさかの晴天、炎天下となりましたが目白
駅前には中学生の子ども達の大きな声が響き渡りました。
　今年は昨年の社会貢献としての献血活動の意義が
中学生に浸透し、午前と午後にそれぞれ約40名、合計82名
の中学生がボランティアで参加してくれました。10人前後
のグループに分かれ、駅前で大きな声で献血への協力を
呼びかけてくれました。
　最初は仲間内で譲り合い、なかなか声が出ませんでし
たが、慣れてくるにつれて一人ずつ順番に大きな声で「献血
へのご協力お願いいたします」、続いて｢お願いします｣と
仲間達が唱和する形が出来ていきました。なかには「替え歌
でアピールしよう」「親に連絡して来てもらう」等々自発的
な声も聞こえ、子ども達が社会貢献活動へ主体的に楽しみ
ながら参加してもらえた様です。
　そんな子ども達の活動を見守りに来られていた中学校
の先生や保護者の皆様にも献血に協力して頂きました。
先生、保護者及び第四育成委員会の皆様には献血並び
に活動への協力頂きましたことをこの場をお借りしま
して御礼申し上げます。
　また、中学生の活動を視察に豊島区教育委員会事務局

の加藤勲指導課長と星京子区議が来られ生徒とスタッフ
に激励の言葉をいただきました。
　豊島法人会として、「献血活動への協力」のほかに「子ども
達の社会貢献活動に参加する機会の提供」という新しい
取り組みは意義が大きく、企画した高田支部の今後の活動
に注目していただきご支援を宜しくお願い致します。

記：今宮　忠則

目白駅前献血活動目白駅前献血活動主催 : 高田支部

炎天下の中、献血への協力を呼びかける千登世橋中学校の生徒たち
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熊本地震チャリティコンサート熊本地震チャリティコンサート
公益社団法人豊島法人会主催

開催日時　平成 28 年 8 月 25 日（木）
受付開始　17：30
コンサート　18：00 ～ 19：00　１階ホール
合同交流会　19：10 ～ 20：30　２階食堂

開催場所　自由学園 明日館
住所　豊島区西池袋 2-31-3
電話　03-3971-7535

会　　費　１人 3,000円　飲物、食事付き 会費3,000円のうち1,000円が熊本地震復興に寄付されます。

事前振込制
本項をコピーし、参加申込書をご記入の上、FAXでお申し込み下さい。申し込み確認後、振込
口座をFAXしますので、FAX番号を必ずご記入下さい。　 申込FAX番号　03-3985-5718

定　　員　50名（定員になり次第締め切ります）

問合せ先　公益社団法人豊島法人会 事務局　TEL.03-3985-8940

後　　援　豊島区、東京信用金庫、巣鴨信用金庫、西武信用金庫

第２部　支部合同交流会

第１部　アンサンブルによる
 　　　　チャリティコンサート

五島研一さんのファゴットと
クラリネット、ピアノの演奏会

五島研一さんプロフィール

武蔵野音楽大学卒、ベルリンオーケストラ
アカデミー（カラヤン財団）で奨学生として学ぶ。
1984～86年ホーフ市交響楽団首席ファゴット
奏者。1992年まで新日本フィルハーモニー
交響楽団ファゴット奏者を務める。現在、録音、
室内楽、オーケストラを中心に活躍。

※コンサート中止の場合を除き、キャンセル・払い戻しはできませんので、ご了承ください。

熊本地震チャリティコンサート参加申込書

氏　名

住　所

電話番号

ＦＡＸ番号

法人会会員

法人名

参加人数　　　　　　　 　  名

〒

会　員　・　一　般　　　　※該当する方に丸印をお願いします。

地域住民の皆さんをはじめ、企業主の方々、商店主さんの皆さまと豊島法人会会員が主役となって、
地域の活性化につながるような手づくりのコンサートイベントです。

会費の1/3が
熊本地震復興に
寄付されます
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福島県に全国の女性部会員が1,800名参集しました。「伝える事の大切さ 伝わ
る事のすばらしさ」と題したフリーアナウンサーの大和田新氏による記念講演
等が行われ、懇親会等では全国の女性部会員との親睦、交流が行われました。

第11回全国女性フォーラム福島大会

法人会の福利厚生制度である「経営者大型総合保障制度」「ビジネス
ガード」「がん・医療保障制度」の普及推進のため、法人会と厚生制度
受託会社が今年度の活動方針や推進施策について協議しました。

4月21日（木）／養老乃瀧池袋ビル

厚生制度推進連絡協議会

53名が参加しました。当会からは森永部会長ら3名が参加（写真：菅原由利子）

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
厚生委員会4月14日（木）／ビッグパレットふくしま女性部会

青年部会規約、平成27年度事業報告並びに収支決算報告、平成
28年度事業計画、収支予算が報告されました。報告会終了後に
は交流会が行われ、部会員の方々が親睦を深めました。

4月22日（金）／豊島法人会館３階会議室

平成28年度青年部会年次報告会

平成28年度最初の理事会を開催、平成27年度事業報告、青年部会規約
改正、事務局人事考課制度及び各部会年次報告等が承認されたとともに
通常総会で決議を行う平成27年度収支決算案が慎重に審議されました。

5月11日（水）／豊島法人会館会議室

第 1回理事会

平成27年度事業報告、収支決算、平成28年度事業計画、収支
予算について報告を行い、平成28年度の役員が金井宏夫代表
より紹介されました。

5月18日（水）／養老乃瀧池袋ビル

平成28年度経営研究会年次報告会

平成27年度の事業・収支報告、平成28年度の事業計画と収支
予算について報告を行いました。終了後の交流会では、部会員
の方々が交流を深めました。

5月19日（木）／養老乃瀧池袋ビル

平成28年度源泉部会年次報告会
経営研究会 源泉部会

青年部会

議事はすべて慎重に審議されましたあいさつする齊木晋一青年部会長

報告を行う真木俊之部会長あいさつを行う金井宏夫代表（写真：岩田勉）
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平成28年度女性部会年次報告会

講師にプロカメラマンの和気徹也氏を講師に迎え、全３回行いま
した。三脚の選び方、ブレない持ち方、構図や明るさ・色味の調整して
イメージした写真にする撮影方法等を説明していただきました。

平成27年度事業報告並びに監査報告、収支決算報告、平成28年度事業計画及び
収支予算が報告されました。本年度は従来の事業をベースに、他法人会との交流や
税に関する絵はがきコンクールの応募数の更なる増加を目指し活動してまいります。

5月２5日（水）、6月8日（水）、6月２2日（水）／豊島法人会館3階会議室

デジカメ講習会
事業委員会

受講者に分かりやすく説明する和気徹也氏出席者は33名でした

5月２4日（火）／ホテルベルクラシック東京女性部会

法人会活動フラッシュ

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まで用意しております。

豊島法人会員を中心に4,200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

第5回通常総会終了後、36名が出席し臨時理事会を開催。
「東京都変更認定に伴う駐車場の貸出事業承認の件」及び
「顧問委嘱の件」が審議され、両議案とも承認されました。

6月14日（火）／ホテルベルクラシック東京

臨時理事会

議事はすべて承認されました

公益社団法人渋谷法人会との意見交換会及び交流会を開催し、有意義
な情報交換及び親睦を深めることができました。10月には2会に加え、
新宿及び四谷の4女性部会による副都心線サミットが計画されています。

6月17日（金）／メゾン ポール・ボキューズ（代官山）

渋谷法人会女性部会との意見交換会
女性部会

渋谷から18名、当会からは15名が参加

「平成28年熊本地震」における「熊本城修復豊島区支援金」に対して高野
豊島区長を通じて熊本市へ寄附いたしました。復興に向け、豊島区の今回の
取り組みがきっかけとなり、全国に支援の輪が広がっていくことを願っています。

7月1日（金）／豊島区本庁舎

熊本城修復豊島区支援金へ寄附

正副会長及び会から10万円を寄附

天気はあいにくの雨模様でしたが、涼しくプレーすることができました。
参加者はより一層親睦を深めることができたほか、情報交換の場として
も活用されました。今大会は、志摩泰晴青年部会幹事が優勝されました。

6月22日（水）／日本カントリークラブ

親睦ゴルフ会

38名がゴルフを楽しみました（写真：若林正美）
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ご出身は？：

　豊島区で生まれ育ちました。
いまは再開発されたアウル
タワー辺りで生まれ、高校の
三年間は志木市に通学した
以外は、大学卒業まで豊島区
に在学・在住していました。

ご経歴は？：

　昭和47年に立教大学を
卒業後、三年間大阪の会社
で修行し、昭和50年に株式
会社文宣に入社。来年で創業 70周年を迎えます。

ご趣味は？：

　大学時代に体育会ゴルフ部に属し、今もゴルフを楽しん
でいます。高校時代は野球部で甲子園を目指して練習に
励み、大学でも六大学のマウンドを夢見ていましたが、
大学のセレクションを受けに来た横山忠夫君の投球を
見て断念しました。（笑）横山君は4年後にドラフト一位
で巨人に指名されプロ入りしました。

お仕事は？：

　広告代理店です。主に駅構内や車両内の交通広告・
鉄道広告を取り扱っています。看板の設置工事の業務も
含まれます。鉄道構内での設置工事の施工に当たっては
安全対策には特に気をつけています。

支部の規模は？：

　現在の支部会員は約460社、5地区です。

支部の特徴は？：

　支部には池袋駅東口の商業地を含み、店舗・事務所は
集積し益々発展傾向にはあります、昔からの地元の会社
のほか、新規開業・転入する会社も多く、移動も多い
支部です。

支部の活動は？：

　当支部は東池袋上池袋支部と合同で、毎年11月に池袋
駅東口駅前で献血活動を行なっています。地元会員企業

からも多数の協力も得て、献血バス二台で150名程度の
実績を継続しています。
　また当支部は商業・業務の集積する地域にありますから、
会員増強にも積極的に取り組み、増強目標を連続して
100%をクリアしています。

支部の思い出は？：

　東京信用金庫OB、東信企業（元）社長の飯田侃さんとの
増強活動が印象深く思い出されます。飯田さんとの会社
訪問等での積極的な姿勢は忘れられません。

支部の今後の抱負について？：

　社会貢献イベントを近隣の支部との合同により開催し、
会員と地域社会の交流を促進していきたいと考えてい
ます。

　次の支部長リレーは稲川支部長のご推薦で大塚西巣鴨
支部の阿部双葉支部長へのインタビューとなりました。

東池袋南池袋支部

池袋の繁栄と共に

　「支部長リレーインタビュー」第4回目は、「東池袋
南池袋支部」の稲川一支部長にお話を伺いました。
インタビュアーは、今宮編集キャップ。

稲川一東池袋南池袋支部長

　稲川支部長には学生時代のお話を興味深く
聴かせて頂きましたが紙面の都合で割愛させて
頂きました。（笑）

　東池袋南池袋支部は稲川一支部長のリーダー
シップのもと、豊島法人会の発展に寄与して
行くものと期待されます。　

記 :今宮　忠則　写真：岩田　勉
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相続税・事業承継講座
平成28年6月3日（金）
豊島法人会館3階 会議室

18名受講

講　師　太田 明　統括国税調査官
　　　　　（豊島税務署　資産課税第1部門）

内　容　平成25年度税制改正における相続税・贈与税
　　　　 の改正、自社株式に係る財産評価の方法

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　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　源泉徴収制度の概要、給与所得・退職所得・
　　　　報酬・料金等の源泉徴収事務等

平成28年５月26日（木）・27日（金）
豊島法人会館3階 会議室
延べ62名受講

源泉所得税基礎講座 全2回 全1回
研修税務委員会 研修税務委員会

税制改正研修会

講　師　木戸 康晴　国税調査官
　　　　　（豊島税務署　法人課税第１部門）

内　容　平成28年度法人税・消費税の改正に
　　　　ついて

平成28年6月21日（火）
豊島法人会館３階　会議室

延べ47名　（午前22名  午後25名）受講

全2回
研修税務委員会
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豊島税務署から

義援金を支払った場合の税務上の取り扱いについて（法人の場合）義援金を支払った場合の税務上の取り扱いについて（法人の場合）

義援金（寄附金）の区分

① 被災した地方公共団体に対する寄附金

② 財務大臣が指定した寄附金

③ 特定公益増進法人に対する寄附金

④ 認定ＮＰＯ法人等に対する寄附金

⑤ 一般の寄附金（上記以外）

法人税の取扱い

支払った額の全額が損金算入

一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と一定の特別損金
算入限度額のいずれか少ない金額まで損金算入

その法人の資本金や所得に応じた一定の限度額まで損金算入

　会社などの法人が、熊本地震により被害を受けられた方を支援するために支払った義援金の税務上
の取扱いについては、義援金（寄附金）の区分によって、次のとおりとなります。

● 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対する義援金

● 日本赤十字社が被災者支援のために受け付ける義援金（平成28年熊本地震災害義援金など）

● 公益社団法人・公益財団法人に対する義援金（その法人の主たる目的である業務に関連する義援金に
限ります。）

● 被災地域の救援活動等を行っている認定ＮＰＯ法人等に対する義援金（その認定ＮＰＯ法人等の行う
特定非営利活動に係る事業に関連する義援金に限ります。）

● ＮＰＯ法人（認定ＮＰＯ法人等以外のもの）、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等に
対する義援金

※ 寄附金の損金算入限度額の計算方法などについては、国税庁ホームページ掲載の「暮らしの税情報
『寄附金を支出したとき』」をご覧ください。

【http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm】
（ホーム＞税について調べる＞パンフレット・手引き＞パンフレット「暮らしの税情報」＞寄附金を支出
したとき）

（注） 日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社の事業資金として使用される
など、最終的に地方公共団体に拠出されないもの（財務大臣が指定した寄附金に該当しないものに
限ります。）は、特定公益増進法人に対する寄附金に該当します。

（注） 認定ＮＰＯ法人等とは、特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び
同条第 4 項に規定する仮認定特定非営利活動法人をいいます。

具体的な義援金の支払例と税務上の取扱い

　地方公共団体に対する寄附金等及び特定公益増進法人等に対する寄附金を損金に算入するには、法人
税の確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存している
必要があります。

損金算入するための手続

① 被災した地方公共団体に対する寄附金

① 被災した地方公共団体に対する寄附金

③ 特定公益増進法人に対する寄附金

④ 認定ＮＰＯ法人等に対する寄附金

⑤ 一般の寄附金（上記以外）

国税庁 検索税に関する情報は国税庁ホームページへアクセス http://www.nta.go.jp/
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東京都豊島都税事務所からのお知らせ

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

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。

固定資産税・都市計画税の税額の2割

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。

減免対象

減免割合

減免手続
　

　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。

　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。

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

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。

昨年度に引き続き、平成28年度も

23区内　

【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）

【お問い合わせ先】豊島都税事務所　03-3981-1211（代表）

・　・　・

・・・

・・・

利用手続についてのお問い合わせ

エルタックス 検索http://www.eltax.jp/ホームページ

利用時間

ヘルプデスク

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

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）

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
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豊島区保健福祉部から

健診・検診を受けましょう！

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

豊島区では下記の健診・検診を行っています。費用は無料ですので、ぜひ受診してください。
（対象年齢は平成29年3月31日現在の年齢です。）

　対象者には7月下旬に受診券を送付します。「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！

★長寿健診

対象者：昭和16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28年 8月 1日（月）～11月 30日（水）

　胃がんを引き起こすといわれているピロリ菌の抗体検査を行います。特定健診対象者は健診
と同時実施です。その他の対象の方には 7 月下旬に受診券を送付します。

★胃がんリスク検診

対象者：20 歳・30 歳・40 歳・50 歳の方
検診期間：20歳・30歳　平成28年8月1日（月）～2月28日（火）

40歳・50歳　平成28年8月1日（月）～1月31日（火）※

　PSA( 前立腺特異抗原 ) が血液中にどれだけ存在するかを調べる、スクリーニング検査です。特定健診
対象者は健診と同時実施です。その他対象の方は下記担当にお申し込みください。

★前立腺がん検診

対象者：50 ～ 74 歳の偶数年齢の男性

検診期間：平成28年 6月 1日（水）～1月 31日（火）※

　歯周病は自覚症状がない病気です。大切な歯を守るため、節目の年齢には健康を意識してみませんか？
対象の方には 6月下旬に受診券を送付しました。

★歯周病検診

対象者：40・50・55・60・65・70・75・80 歳の方

検診期間：平成28年 7月 1日（金）～11月 30日（水）

お問い合わせ先：豊島区　地域保健課　保健事業グループ　☎ 3987-4660

7月21日より
申込み

TEL:3987-4660

8月1日より
申込み

TEL:3987-4660

プログラム（定員）　　　　　　　　   日　時　  　　　      　　会　場 　      　　   申込み

からだバランス測定＆
「かんたん姿勢改善」(各部ともに20名)

健康寿命を延ばすには
～快適な毎日を送る技～ (80名)

かくれ高血圧に気をつけて！(80名)

8月29日(月)
午前の部：10:00～12:00
午後の部：13:00～15:00

9月11日(日)
10:00～12:00

9月16日(金)
18:30～20:30

デサントフィットネスラウンジ
目白 椿の坂　
(目白1-4-8)

生活産業プラザ8階 
多目的ホール

生活産業プラザ8階 
多目的ホール

協力：デサント
持ち物：室内用運動靴、タオル、水分

講師：二葉栄養専門学校長
小川 万紀子氏

講師：豊島区医師会
 山根 明子氏

※特定健診対象の方は特定健診の受診期間に受けてください。

※特定健診対象の方は特定健診の受診期間に受けてください。

豊島区保健福祉部から
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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。

⑪内閣を震撼させたスパイ事件

「豊島区の歴史」驚きの事件史

されました。彼は「朝日新聞」のほか「改造」、

「中央公論」などで積極的に発言しました。彼の

主張は、「蒋介石政府は軍閥政権で、蒋政権との

戦争に徹底的に勝利すること」が日本のあるべき道

だとするものでした。

　これは、近衛内閣の方針と相反するものでした。

当初、近衛首相は戦争の不拡大をめざし、和平の道

を探っていたのですが、彼の提案は蒋介石に拒否

され、また宮崎竜介（宮崎滔天の息子、白蓮の夫）

に託して密書を届けようとしたのが軍によって妨げ

られるなど、彼の思いは挫折させられ、尾崎の

主張に沿う方向に行かざるをえなくなります。

内閣は、「蒋介石政権を相手にしない」という声明

を発表し、戦争は次第に拡大してゆきます。しかし、

これがゾルゲ――尾崎らの狙いでした。

　ヒットラーのドイツがソ連に侵攻したのは、1941年

6月でした。ソ連はすでにドイツとの戦争を予測し、

ドイツと同盟を組んだ日本の動向に神経を尖らして

いました。もし、東方からの攻撃をうければソ連の

危機です。それで「日ソ中立条約」を結んで日本を

牽制したのですが、日本が対中戦争にのめりこんで

いれば、ソ連に攻め入る余力はなくなります。その

方向に力を尽くすことが、ゾルゲらに与えられた

国際コミンテルンからの指令だったのです。内閣の

嘱託に任命していた西園寺公一は尾崎の親友で、

情報は筒抜けだったのです。事件の全容を知った

近衛首相は愕然とし、天皇に「お詫び」を言上した

といいます。

　巣鴨監獄に収容されていたゾルゲと尾崎の2名は

死刑判決となり、雑司ヶ谷霊園に埋葬された遺骨は、

戦後、掘り起こされて多磨霊園に移されています。

　昭和17年（1942）5月17日の朝日新聞を開いた人

は仰天したことでしょう。「スパイ容疑」で捕らえて

いた外国人2名と日本人3名の5名を裁判にかける

という記事でした。小説や映画のなかの出来事と

思っていたのが現実の日本で起こっていたのです。

　それは、「昭和16年10月以降、東京刑事地方裁判

所検事局において・・・鋭意捜査中なりしリヒャルト・

ゾルゲ等に係る国際諜報段事件は、本日その中心

人物たる5名に対し、国防保安法、治安維持法、軍機

保護法各違反等の罪名をもって東京地方刑事裁判所

に予審請求の手続きを執りたり。」として、リヒャ

ルト・ゾルゲ（47）、尾崎秀実（40）のほか 3 名の

氏名を発表、彼らが海外に秘密裡に交信していた

無線機など証拠を発見、逮捕し取り調べた結果、

スパイとして行動していたことを認めたので裁判に

かけるという記事でした。

　この事件の発覚は国民に大きなショックを与え

ました。中心の人物ゾルゲが日本と同盟を結んで

いるドイツ人で、日本の内閣、政界の重要人物もから

んでおり、取り調べの過程で容疑者の一人が自殺

したということも事件の奥深さを印象づけました。

　5人の中では尾崎秀実（おざきほつみ。1901－44）

が知られていました。朝日新聞の記者として上海

支局詰めとなり、魯迅、郭沫若らの文人と交流し、

この間に諜報活動をしていたゾルゲと知り合い、

協力を求められて承諾したといいます。昭和7年

（1932）に帰国し、精力的に中国に関する論文を

発表し中国問題の専門家として、近衛文麿首相を

囲む「朝飯会」の一員に加わり、第一次からの近衛

内閣のブレーンとなり内閣の政策に建言できる地位

に就きます。昭和12年7月に日中戦争が始まると、

尾崎の意見は日中問題の専門家としていよいよ重視
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公益社団法人豊島法人会WEBサイト制作業務請負業者の募集

標記の件について豊島法人会員企業を対象に募集いたします。

 1. 条件及び委託業務内容

（1）豊島法人会員であり、法人会費を納入していること。

（2）受託業者は担当者を配置し、当会担当者との連絡調整等を適切に行いつつ、責任を持って業務を

遂行できる体制を整えること。

（3）当会が要請した場合、ＩＴ委員会等関係会議に連絡担当者が出席すること。

2. 応募方法

（1）当会メールアドレス info@toshimahojinkai.or.jp にタイトル「WEB サイト制作業務請負業者

の募集の件」及び本文に「法人名」「所在地」「担当者名」「URL」「メールアドレス」を記入の上、

送信してください。

（2）事務局より「仕様書」を記載されたメールアドレスへ送付します。

（3）質問等はすべてメールでの問い合わせとし、ご回答します。但し、質問等によっては返答しかねる

場合もあります。

3. 提出資料及び期限

（1）下記の資料を（2）の期限までに当会メールアドレスまでお送りください。

① 仕様書に基づいた制作費の見積書

② 会社概要

③ 参考となるWEBサイト制作実績のアドレス

（2）平成28年8月19日（金）午後 5 時までにお送り下さい。

4. 結果等

（1）当会総務委員会及びＩＴ委員会で厳正に審議し、平成28 年9月上旬頃までにメールにてご連絡

します。

（2） 審議内容については、公表いたしません。



Have a brea
k!
広報委員会コラムHave a brea
k!
広報委員会コラム

　屋久島の縄文杉を見てきました。

　もともとは外孫の初節句に婿の実家（熊本市）に

呼ばれたのがきっかけで、その後友人と九州旅行を

予定したのですが、熊本地震の関係で初節句自体は

中止になりました。

　友人たちとその後の旅行計画をどうするか相談したの

ですが、三陸地震の経験からバカ騒ぎは不謹慎だが、

旅行に行くことが九州経済の援助になるであろうと

旅行を実行しました。（スケジュールはかなり変更しま

したが）

　で、屋久島縄文杉ですが、樹齢3,000年といわれて

いますが、3,000 年てどんだけ～！

　釈迦やキリスト、孔子さまより古い。中国4,000年

といいますが、有史（文字で史が残される）と同じ

ぐらい生きているんですね。

　日本なんて邪馬台国の卑弥呼でさえ1,750年ぐらい

前で、それ以前は有史でさえないんですよね。

　天災、人災いろいろあるでしょうが、小っちゃい

小っちゃい、頑張りましょう。（当事者にとって小さい

話ではないので、あくまでも心がまえの事です）

　ついでに目の前の仕事に追われているあなた！

今こそゆとり時間を。（これも自分が65歳をすぎて

第一線から退きつつあるから言えるんでしょうがね）

有史 3,000 年

記：大久保　勇一

ふくろう回覧板 ～支部別会員リレーコラム～

次回は巣鴨駒込支部の会員からのコラムの予定です。

　最近、つくばエクスプレスを利用して「つくば市」へ行きました。
その速いことと言ったら、ものの一時間で到着。車窓から眺める
田園風景が次から次へ後ろへ消えて行くのを見ながら、今年５月、
青海にある日本科学未来館で見た映画、「９次元から来た男」の
ことを考えていました。はるか未来の国からやってきた「万物の
起源の理論」を詰め込んだ男、その主人公を地球の学者たちはとらえ
ようとするが、するりと身をかわされ、つかまりません。
　その「男」のことは、「科学技術」と言い換えてもいいでしょう。
これまで、「科学技術」は「原発」「核兵器」を生み出し、それらを
負の遺産として残しました。そんな「科学技術」に未来を託せる
のか！この立場の人もいます。でも、よくよく考えれば、「科学技術」
そのものは負でも正でもありません。それは「科学技術」を取り
扱う人間、すなわち、その人間の考え方で正にも負にもなるのです。
　同じように、緊急の課題、「地球温暖化」への対策も「科学技術」を扱う人間の考え方で
決まります。「科学技術」で、CO2の量を産業革命前に戻すこと、知恵を絞れば何とか乗り切れ
るはず。その意味で、火星に移住などは現実的ではない・・・・・。普段、仕事と生活にあく
せくしていますが、たまに大きく視点を変えて考えてみました。
　それにしても、関東近辺の都市を繋ぐ交通は便利になりました。これも「科学技術」の進歩の
せい。車窓一杯に広がる田園風景も「科学技術」も、どちらも私たちの生存には必要不可欠です。

大塚西巣鴨支部
（株）フレンドシップインターナショナル　阿部高志

私の考え方
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豊島法人会　会員の皆様がご利用いただける豊島法人会　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。

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。

3 保険共済

◆経営者大型総合保障制度　＜取扱：大同生命・AIU＞

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：AIU＞

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
（0120-555-595）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＞

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
 「TOPICS  お知らせ・ご案内」でお知ら
せ致します）

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・秋号に同封します。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。



19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

◆法律相談

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。

◆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、朝日信用金庫、興産信用金庫、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＞ ◆マイナンバー管理＜提供：エフアンドエム＞

◆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：リバリュー＞ ◆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＞ ◆帰宅支援マップ提供＜提供：パスコ＞

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

5 その他のサービス・優待制度など

◆セミナー DVD 無料レンタル、インターネット・セミナー

会員企業の方に社員研修・経営実務・経理・健康などの
DVDを無料で貸し出しています。
送料も無料で、返却は郵便ポストに投函するだけです。
無料で視聴できるインターネット・セミナーもございます。

＜ラフォーレ倶楽部＞ 箱根強羅　湯の棲
愛犬と泊まれるお部屋もございます

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。

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。

詳細とお申込みについて

ここをクリック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　　　　　　　　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

会員専用ページ
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■ 豊島税務署人事異動

■ 豊島区の歴史―驚きの事件史　etc

次回発行は平成28年10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
（2016年6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。

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

㈲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

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

西武信用金庫池袋支店 南池袋 2-28-13

㈲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

■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

㈱エスイージェー 南大塚 2-35-8NY ビル 3F

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

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

Autumn  2016
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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、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28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）

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

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。

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（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。

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

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。

コーポレートプログラム利用券



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

（金）

（木）

（水）

（木）

（金）

8月
事務局夏季休業

決算法人説明会

（一財）全日本労働福祉協会生活習慣病・一般定期健康診断

川村小学校租税教室

熊本地震チャリティコンサート

青年部会チャリティ暑気払い

　

豊島法人会館

立教大学

川村小学校

自由学園明日館

パセラ池袋本店

12日

18日

24日

25日

26日

13:30 ～16:00

10:00 ～ 11:00

18:00 ～ 21:00

18:00 ～

（木）

（火）

（水）

（水）

9月
第30回全国青年の集い北海道大会

第 3 回理事会

決算法人説明会

新設法人説明会

旭川大雪アリーナ他

豊島法人会館

豊島税務署会議室

豊島法人会館

8日

13日

14日

21日

15:30 ～ 17:00

13:30 ～16:00

13:30 ～ 15:30

（木）

（木）

10月
決算法人説明会

第33回法人会全国大会長崎大会

豊島法人会館

長崎ブリックホール

13日

20日

13:30 ～16:00

7月
（月）

（火）

経営研究会　高野区長講演会

青年部会　高野区長との意見交換会

サンシャイン クルーズ・クルーズ

豊島区役所

25日

26日

18:00 ～ 21:00

17:30 ～18:00

（月）

（土）

（金）

・

～

15日

27日

・ 　9日

※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。



■ 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。

■ COVER PHOTO ■
池袋駅東口交番（写真：岩田勉 広報委員）

池袋東口前のグリーン大通りの起点にある通称
ふくろう交番。デザインを区内の小中学生から公募
してこの姿になったそうです。

公益社団法人

豊島法人会広報誌 CONTENTSNo.238 号
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第5回通常総会
中野信子氏講演会
東法連第4ブロック青年部会一斉租税教育 in豊島園
南大塚桜まつり

目白駅前献血活動

長崎獅子舞
熊本地震チャリティコンサートのご案内

法人会活動フラッシュ

支部長リレーインタビュー

法人会の講座・セミナー

豊島税務署から

豊島都税事務所から

豊島区保健福祉部から

歴史コラム 驚きの事件史

豊島法人会ホームページリニューアル公募

広報委員会コラム
ふくろう回覧板

法人会福利厚生サービスのご案内

法人会事務局からのお知らせ

法人会スケジュール

編集後記

　広報誌第238号《夏号》の編集を終え、皆様のお手元にお届けすることができホッとしています。
　今号には豊島法人会第5回通常総会の報告や、連載企画『支部長リレーインタビュー』では東池袋南池袋支部の
稲川一支部長から池袋での思い出話し等、興味深い話をお聞かせ頂き掲載させて頂きました。

　これからの夏には豊島区内ではフラフェスタ、ふくろう祭り等の後援イベントが続きますが、一足早く6月18日に
は高田支部主催の目白駅前での献血活動が実施されました。

　まだ詳細な数字は届いていませんが、献血者は50名の大台を超えたようです。また、地元の第四地区育成委員会
や千登世橋中学校もご協力して頂き、80名を超える中学生がボランティアとして活動に参加して頂きました。

　地域社会、地元中学生と法人会が一体となった活動は豊島法人会を一般の区民の皆様に知っていただくよい
機会であったと思います。会員の皆様らには各種イべントへの積極的な参加・協力をお願いいたします。

記：第２３8号編集キャップ　今宮　忠則

編集後記



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。
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