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公益社団法人 東金法人会 第2回 定時総会

開催のお知らせ

　　　　　  開催日 ： 平成26年5月21日（水）
　　　　　  会　場 ： 東金商工会館  1階大ホール
　　　　　　　　 　     東金市東岩崎 1-5
　　　　　　　　 　　   TEL0475-52-0022

　　第 2 回 定時総会 14：00 ～ 15：30

　　　議事
　　　　第 1 号議案：平成 25 年度事業報告の件
　　　　第 2 号議案：平成 25 年度収支決算承認の件
  　　　　　　　〔監査報告〕
　　　報告事項：平成 26 年度事業計画並びに収支予算について

　　〈講演会〉　15：40 ～ 17：10
　　　　「テレビ報道の最前線に身をおいて」
　　　　　講　師　読売テレビ報道局特別解説委員　岩田公雄氏

　　〈交流会〉　17：20 ～ 18：40
　　　　　会　場：東金商工会館 4 階 中ホール

　「公益社団法人 東金法人会第 2 回定時総会の出欠の通知ハガキ」のご提
出にご協力下さい。

　なお、定時総会に御欠席の場合には、委任状が必要となりますので、必ず
ご送付くださいますようお願いします。
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IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
○新会員のご紹介

　新しく会員になられた皆さんです  ＝よろしく＝
　　　　                 　〈平成 26 年 3 月末日現在〉

IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
○平成25年度　新入会員のつどい

　去る 2 月 7 日（金）、東金商工会館に於いて「新
入会員のつどい」を開催致しました。新入会員 14
名をはじめ東金税務署から 2 名、当会正副会長・
研修委員等総勢 24 名の参加となりました。第一部
は、法人会のメリットや行事予定等の紹介、東金
税務署法人課税第一部門望月統括官よる税務講話
が行われ、第二部では、新入会員の会社ＰＲと自
己紹介および懇談会（名刺交換会）で大変盛況と
なりました。

委員会だより

 支部名
 法人名
 所在地
 TEL　
 業種名

東金 3 
（宗）清滝寺 
東金市滝 362-1
0475-52-5643
寺院　

 支部名
 法人名
 所在地
 TEL　
 業種名

大網白里 1
（有）山田内装
大網白里市ながた野 2-25-20
0475-72-6033
内装業　

　公益社団法人東金法人会の会員の皆様には、ま
すますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　平成 26 年４月１日付け定期人事異動により東金
県税事務所長に就任いたしました小谷でございま
す。
　前任の山田所長同様、よろしくお願い申し上げ
ます。
　公益社団法人東金法人会の役員並びに会員の皆
様方には、日頃より、県の税務行政に対し、深い
ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　また、貴会におかれましては、法人会事業活動
を通じ、正しい税務知識の普及や納税意識高揚の
ための各種研修会、講演会等の開催をはじめ、社
会貢献活動に積極的に取組まれるなど、地域振興
の発展に大きな役割を果たされていることに対し
まして、深く敬意を表する次第でございます。
　また、事業主様には、個人住民税の特別徴収制
度にご理解を賜るとともに、県の税務行政の推進

所長就任 ご挨拶

千葉県東金県税事務所

　　　　　所長　小谷　益己

に対しましてもご協力いただき、重ねて御礼申し
上げます。
　さて、千葉県におきましては、「くらし満足度日
本一」の千葉の実現に向け、今年度は、しっかり
とした基盤を作る年と位置付け、基本となる総合
計画「新 輝け！ちば元気プラン」を新たにスター
トさせたところであります。
　この計画では、くらしの安全・安心の確立、こ
ども・子育て世代への支援、経済の活性化と交流
基盤の整備等について、きめ細かな施策が用意さ
れており、県民が身近に満足度が実感できるよう
な施策となっております。
　当所におきましては、この総合計画の着実な推
進により県民が快適に暮らせる千葉作りをバック
アップするため、どうしても必要となる財源確保
について、県民の皆様の信頼と協力が得られるよ
う、公正かつ公平な税務行政を推進してまいる所
存であります。
　今後とも、公益社団法人東金法人会の皆様方に
おかれましても、より一層のご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、公益社団法人東金法人会のます
ますのご発展と会員の皆様方のご健勝、事業のご
繁栄を心から祈念いたしまして、就任の挨拶とさ
せていただきます。



− 6− みんなでつなぐ納税の輪

題を抱える当地にも指南となるもので、会場では
皆がうなずいていました。
　特にお母様の 3 つの教え　1、何事にも手を抜か
ず全力で当たること。2、傲慢になってはいけない。
常に謙虚であること。3、どんな人でも嫌いになら
ない。自分より優れた部分をみつけなさい。これは、
誰もの胸を打ったのではないでしょうか。
　帰途の足の確保も不安な折、会場からの質問に
も多くお応えいただき、寒波の中熱いひと時でし
た。

IIIIIIIIIIII 社会貢献委員会 IIIIIIIIIIII
○防犯ホイッスル

　平成26年4月に小学校へ入学した新1年生（管内
42校、およそ1,700名）に、防犯ホイッスルを配
布しました。
　年々子どもを狙った犯罪が増加し、子どもを取
り巻く環境が一段と厳しい昨今、事件を防止する
対策として防犯教育
の充実とともに地域
社会の協力が呼びか
けられています。

○大寒波の中  橋本節が冴えわたる！

　45 年ぶりの大雪が関東一円を見舞った週末、2
月 9 日（日）研修委員会の企画による講演会が開
催されました。講師には読売新聞 特別編集委員 橋
本五郎氏をお招きし、「どうなる 日本の政治と経済」
と題された演目に期待度 120％。
　当日、都知事選であったことから世論の方向の
側面を解説、安倍政権のとるべき方向を中曽根元
総理の政策から論説、前政権との政策の違いや、
インフラの整備された都会にあっても地方で苦難
に喘いでいる人々の今後を考えるという政治本来
のあるべき姿について、熱く語っていただきまし
た。
　地方を大事に、の話題で廃校となった故郷の学
校に、自らの蔵書を寄付して図書館を作った話と、
お母様の「老人の憩いの森」は少子化・高齢化問

○山武ブロック《植樹活動》

　2月27日（木）社会貢献活動として、山武ブロックが山武市立成東小学校と緑海小学校の二校で桜の植樹
を実施しました。大きく育ち、長きに渡って花を咲かせますようにと願いを込めながら丁寧に植樹した様子
が窺われます。機会があれば是非ご覧下さい。

ブロックだより

成東小学校 緑海小学校

２
月
27
日
（
木
） 

植
樹
活
動
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○源泉部会 研修会

　平成26年2月13日（木）、東金商工会館におい
て東金税務署の法人課税第一部門 芦本上席を講師
として招き、「改正消費税早わかり」と題して研
修会を開催しました。例えば、平成26年3月31日
までに仕入れた商品を平成26年4月以降に販売した
場合に適用される消費税率はどうなるか等、基礎
的な内容から複雑な内容まで、わかりやすく具体
例を挙げ説明して頂きました。

○青年部会 租税教室

　3月9日（日）横芝光町立図書館にて租税教育活
動を実施しました。東金税務署の協力もあり、税
に関する紙芝居や映画
の上映、○×クイズを
行いました。多くの子
供達に集まってもらう
ことができ、大いに盛
り上がりました。

○女性部会 社会貢献活動

　4月3日（木）東金商工会館において、フラダン
スの練習を行いました。社会貢献活動として毎年1
回、老人介護施設を訪問しフラダンスを披露する
慰問活動を行っています。今年は3回目ということ
もあり、練習はスムーズに進みました。

税理士会からのお知らせ

税金の無料相談
　千葉県税理士会東金支部では、毎月第1・第3水曜日（祝日を除く）に、税理士会事務局

（東金商工会館3階）で税に関する無料の相談（原則事前予約）を実施しておりますので、
是非ご利用下さい。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

部会だより

緑海小学校



− 8− みんなでつなぐ納税の輪

東金県税事務所からのお知らせ

平成26年度自動車税の
納期内納付について

　自動車税の納期限は                 です。5月上旬に自動車税事務所から納税
通知書が送付されますので、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどで早
めに納めましょう。
　また、今年度よりインターネットを利用したクレジットカードでの自動車税の
納付が可能になりました（納期限までの手続きが必要です）。
　詳しくは納税通知書に同封のしおりをご覧下さい。
　　　　　…………………………………………………………………
　　　        問い合わせ先： 東金県税事務所 ℡0475-54-0223
　　　　　　　　　  自動車税事務所 ℡043-243-2721
　　　　　…………………………………………………………………　　　　　　
　　 

6月2日（月）

《開催時間はすべて午後1時30分〜4時となります。》

開 催 日

26年  5月13日㈫

26年  7月  7日㈪

26年  9月11日㈭

26年11月14日㈮

27年  1月15日㈭

27年  3月18日㈬

開 催 日

26年  7月  8日㈫

26年10月16日㈭

27年  1月16日㈮

開催場所

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館4階中ホール

開催場所

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館1階Bホール

東金商工会館1階Bホール

決算法人説明会

平成26年度 決算・新設法人説明会 日程表

新設法人説明会

平成26年4月1日現在
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　平成26年度の会費の引落しを4月17日に行いましたが、引落しの出来なかった会員様
については、再度6月17日㈫にご請求させていただきますので、引落し口座の残高のご確
認をお願い致します。
　また、振込をお願いしている会員様についても、6月17日㈫までに、お振り込みいただ
けますようご請求のご案内をさせていただきますので、ご理解ご協力をお願い致します。

年会費の口座振替のご契約をされていない方へ…

年会費の納入は、手数料の不要の口座振替が便利です。

問い合せ等は、事務局（TEL0475-52-0022）までご連絡下さい。

〜年会費の再引落が６月に行われます〜

　平成 26 年 1 月 24 日（金）に県法連主催の新年賀詞交歓会が、三井ガーデン
ホテル千葉で開催され第 1 部において、「今後の日本経済の行方について」と題
して経済評論家・中小企業診断士でもある三橋貴明氏による講演会が行われま
した。
　第 2 部では、叙勲・納税表彰等受彰者への祝典が行われ、大岩県法連会長が
新年の挨拶を述べられ、昨年秋に旭日双光章の叙勲を受けた方、国税庁長官・
東京国税局長から納税表彰を受彰された 7 名の方のご紹介と記念品が贈呈され
ました。
　また、青年部会の全国大会で、租税教育活動プレゼンテーション最優秀賞を
受彰された、松戸法人会青年部会に感謝状が贈られました。
　続いて、来賓の田島東京国税局課税第二部長が祝辞を述べられました。

　第 3 部では賀詞交歓会が盛大に行われ、和やかな雰囲気の中で会員相互の交流が図られ、今年もまた事業
活動に対し意を新たにさ
れたことと思います。

県法連主催の賀詞交歓会

千葉県法人会連合会会長

講師 三橋貴明氏
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5月  
5/  1 ㈭ 女性部会 社会貢献活動 東金商工会館
5/13 ㈫  決算法人説明会 東金商工会館
5/21 ㈬  第二回定時総会 東金商工会館
5/21 ㈬ 講演会 東金商工会館 
6月  
6/  5 ㈭  女性部会　社会貢献活動 東金商工会館
6/11 ㈬ ワードレベルアップ講座　 東金商工会館
6/13 ㈮ 労働問題の3つのテーマ　　東金市中央公民館

6/18 ㈬  ワードで作るPOP広告チラシ 東金商工会館
6/19 ㈭  実践マナー講座 東金商工会館
6/22㈰・23 ㈪ 県外一泊研修会 静岡・伊豆方面

7 月  
7/3 ㈭  女性部会　社会貢献活動 東金商工会館
7/7 ㈪  決算法人説明会 東金商工会館
7/8 ㈫ 新設法人説明会 東金商工会館
7/9 ㈬  ワードマスター講座 東金商工会館

5月〜7月の行事予定

◆ 特別講演会 ◆

「テレビ報道の最前線に身をおいて」
	 講　師／岩田　公雄	氏
	 日　時／平成26年5月21日（水）	午後3時40分〜	（受付午後3時10分〜）
	 場　所／東金商工会館

◆ 県外一泊研修会 ◆

	 日程・方面／6月22日（日）〜23日（月）・静岡県	伊豆	伊東温泉
	 参		加		費／男性20,000円/女性18,000円
	 募	集	人	数／80名（会員のみ）

◆ 実践マナー講座 ◆

	 日　時／6月19日（木）	午後2時〜4時
	 場　所／東金商工会館4階
	 講　師／自覚	真由美	氏

◆ パソコンセミナー ◆

　　　①Wordレベルアップ講座
	 日時／6月11日（水）	午後1時30分〜4時	 場所／東金商工会館
　　　②Wordで作るPOP広告チラシ
	 日時／6月18日（水）	午後1時30分〜4時	 場所／東金商工会館
　　　③Wordマスター講座
	 日時／7月9日（水）	午後1時30分〜4時	 場所／東金商工会館

《詳細につきましては、この広報誌と一緒に配布する案内兼申込書をご覧下さい。》
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e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」欄に東金法人会会員と入力しましょう。

公益社団法人 東金法人会々員 申告書にこのシールを切り取って必ず貼りましょう。

⇒

　平成 20 年 4 月にオープンした、道の駅「風和里
しばやま」の姉妹店として、空の駅「風和里しば
やま」がオープンしたのは、2 年前の平成 24 年 4
月―。「風和里」の共通点は、身近な消費者に地域
で生産される採れたての安心で安全な農産物を提
供するという「地産地消」で、顔の見える生産者
との二人三脚が経営の大黒柱です。
　空の駅は、成田空港の南側に位置し、空港に一
番近い「農産物直売所」でもあることを由来に名
づけられました。
　敷地内には、現役を終えたばかりの小型機が展
示され、上空を世界各国の航空機が飛び交うとい
う立地条件。着陸時には迫り来る航空機の大きさ
とそのド迫力が体感でき、離陸時には臨場感あふ
れる航空機騒音を肌で味わえる、新たな観光スポ
ットとしても注目されています。

　姉妹店とはいえ、空の駅にしかない魅力の一つ
が多様な食の提供です。直売所内では、食パンな
どの定番商品からオリジナル商品まで、丹精こめ
て焼き上げる手作りパンが販売され、立ち込める
その香りは職人さんの真心が、お客さんを優しく
包んでいるかのようです。

　そして、この空の駅には、新鮮な地元野菜をふ
んだんに使い、好きなものを好きなだけ食べられ
るバイキング形式の「レストラン FUWARI」が併
設されています。
　メニューは、野菜を使った料理が中心で、彩り
豊かで栄養バランスにも配慮した豊富なメニュー
が顔を揃えています。どこか懐かしい「お母さん
の味」や、シェフたちの斬新なアイデアから誕生
した、始めて出会う「プロの味」…。
　大きな窓からやわらかい陽が差し込む、ゆった
りとした空間で、様々な食との出会いを、心ゆく
までご堪能ください。

（文責：芝山町 まちづくり課）
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空の駅 「風和里しばやま」   空港南側農産物直売所

郷土史跡・名所めぐり

国道296号線沿いに建設された空の駅

「空の駅　風和里しばやま」
◎住所／山武郡芝山町朝倉394番地15
◎電話／0479-77-2020
◎営業時間／9:00～18:00
「レストラン」
◎営業時間／11:00～15:00
　（ラストオーダー14:30）

行列のできる
レストラン

VOL.168 「芝山支部の巻」

新鮮野菜でお腹と心を満腹に

芝山町の新たな観光スポット

大地の恵みを 召し上がれ


