
− 10 − 税金で 変わる環境 広がる未来 （東金市立北中学校3年生 佐藤 衣鞠さん）



− 11 −税のこと 正しく知って 明るい未来 （大網白里市立季美の森小学校６年生 髙橋 直央さん） 
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～税務署だより～

平成30年度 税務職員募集

記
◇受験資格　　
  １. 平成 30 年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日

から起算して３年を経過していない者及び平成 31 年３月までに高等学校又
は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２. 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇申込手続
　１. 申込方法：インターネット申込み 
　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。
　　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］
　２. 受付期間
　　平成30年６月18日（月）９時 ～平成30年６月27日（水） [受信有効]
　３. 受験案内交付期間
　　平成30年５月８日（火）～平成30年６月27日（水）
 　　９時～17時（土・日曜日及び祝日を除く。）
　４ 受験案内交付場所
　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
　 　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。
　　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

◇試験日　　
　第１次試験  平成30年９月２日（日）
　第２次試験  平成30年10月10日（水）～平成30年10月19日（金）のうち
　　　　　　  指定された日時

　（注）　詳細については、お気軽に東金税務署総務課
　　　　（℡.0475-52-3121 内線23）までお尋ねください。

税務職員とは、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして
法律・経済・会計等の専門知識を駆使して適正な課税を維持し、また、
租税収入を確保するための事務を行います。

Ｐｒｉｄｅ of the Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ ～公平な世の中を創る、志～
適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

税金で 明るく楽しい 町づくり （東金市立西中学校3年生 和田 有紗さん）　
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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）

東金県税事務所からのお知らせ

平成30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、５月３１日（木）です。５月上旬に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で納期限までに納めましょう。

　　　（問合せ先） 東金県税事務所：℡0475-54-0223
  　 自動車税事務所：℡043-243-2721

事業主の皆様へ大事なお知らせ

千葉県と県内全市町村では
個人住民税の特別徴収を徹底しています

 
　所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施
する義務があります。千葉県と県内全市町村では特別徴収徹底の取組みを行ってい
ますので、御協力をお願いいたします。

　 （手続きに関する問合せ先） 各市役所又は役場の課税課又は税務課
　 （制度に関する問合せ先） 東金県税事務所 ℡0475-54-0223

広げよう 正しい理解 税のいぎ （大網白里市立大網小学校6年生 一宮 葵衣さん）
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健康診断健康診断
くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。

年に一度は生活習慣病チェック

一度受けてみませんか？

会員は特別料金（約4割引）で実施しています

●実施日・会場
　８月2日（木）・8月3日（金）＝ 東金商工会館
　8月8日（水）＝ 山武市松尾町 ふれあい館

●健診コース・検査項目
◎Ａコース（基本コース）全47項目
　視力・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器
系・腎・肝・膵機能検査・糖尿病検査・高脂血
症・高尿酸血症・血液検査・便潜血大腸ガン検
査・眼底・眼圧検査・診察等
◎Ｓコース（若年者コース）全44項目
　Ａコースの消化器系（胃部Ｘ線・大腸ガン）は
いたしません。希望される方は、Ａ又は総合
コースでお申込みください。
◎総合喀痰コース（ドック健診）全58項目
　Ａコースに腫瘍マー力一（CEA・AFP・
CA19-9） 検査+超音波腹部5臓器（胆・肝・
膵・腎・脾）検査の他、B型肝炎検査+C型衣炎
検査が追加されます。

〈オプション〉
  左記各コース受診の方に対し、ご希望により
  行ないます。（別料金） 
・前立腺腫瘍マー力一検査（PSA）
 （50歳以上の男性）
・女性健診（女性対象超音波検査）
・C型肝炎検査（HCV） 総合コースでは実施

　○12月3日（月）
　　横芝光町 健康づくりセンタープラム
　○12月4日（火）・5日（水）
　　東金商工会館

《冬の実施予定日・会場》

県外一泊研修会に参加して、
日ごろの疲れを癒やし、会員のみなさんの
交流をはかりましょう！！

お申込につきましては、
広報誌に同封のチラシを
ご利用ください。

◎日　　時 7月8日（日）～9日（月）
◎方　　面 新潟県長岡市　蓬平温泉
◎参  加  費 20,000円
◎募集人数 80名（先着順・法人会々員のみ）

《県外一泊研修会》

よもぎひらよもぎひら

税金を 納めて安心 輝く未来 （東金市立西中学校3年生 鈴木 優香さん）
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5月〜10月の行事予定5月
  9日 （水） 決算法人説明会 東金商工会館
  25日 （金） 第6回定時総会 東金商工会館
6月
  7日 （木） コーチングセミナー 東金商工会館
  11日 （月） パソコンセミナー 東金商工会館
  12日 （火） パソコンセミナー 東金商工会館
  14日 （木） マナー講座 東金商工会館
            〃   電話応対講座 東金商工会館
  15日 （金） 源泉部会研修会 東金商工会館
  20日 （水） 県法連総会 三井ガーデンホテル千葉
  22日 （金） 青年部会研修会 東金商工会館
7月
  4日 （水） 新設法人説明会 東金商工会館
  〃  決算法人説明会 東金商工会館
       8日（日） ・9日（月） 県外一泊研修会 新潟県蓬平温泉方面
8月
  2日 （木） 生活習慣病健診 東金商工会館
  3日 （金） 生活習慣病健診 東金商工会館
  8日 （水） 生活習慣病健診 山武市ふれあい館
      8月13日（月）～15日（水） 事務局夏季休業
9月
  4日 （火） 決算法人説明会 東金商工会館
  5日 （水） 会員増強運動推進会議 東金商工会館
  8日 （土） 青年部会アウトドア研修（地引網） 真亀海岸（九十九里町）
  19日 （水） 税制委員会税務研修会 東金商工会館
  21日 （金） 青年部会ビットコインセミナー 東金商工会館
10月
  2日 （火） チャリティーゴルフ大会 山田ゴルフ倶楽部

事務局だより

　平成30年度の年会費の引落しを4月17日に行いましたが、引落しの出来なかった会員
様につきましては、再度6月18日（月）に請求させていただきますので、前日までにご指定
の口座に資金の準備をお願いいたします。
　また、振込を希望されている会員様につきましても、6月18日（月）までに、既にご案内
済みの振込用紙等でお振り込みくださいますようお願いいたします。

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、手数料不要の口座振替が便利です。
お問い合せ等は、事務局（TEL.0475-52-0022）までご連絡下さい。

〜年会費の再引落しが6月18日（月）に行われます〜

税金を 正しく納めて みな笑顔 （山武市立成東中学校2年生 早川　蓮さん）



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。

⇒

　萬徳山聚樂院勝覺寺と号し、六十二代村上天皇の
勅願寺として、天暦元年（947）に開山された。
　本尊は拈華微笑（ねんげみしょう）の釈迦如来で、
天竺にて毘首羯磨（びしゅかつま）によって三体が
謹刻され、その内の一体が弘法大師入唐求法の際、
共に帰朝し、勝覚寺の本尊として奉られたと伝えら
れる。
　脇侍には四天王、阿難・迦葉（あなん・かしょう）
両尊者像の計六体を奉安する。寺伝には運慶作とあ
り、鎌倉時代の仏像彫刻の傑作であり、東国随一と
謳われている。
　現在の本堂は覚眼の住職の代、元禄八年（1695）
に建立された。この覚眼は荻生徂徠（おぎゅうそらい）
が下横地円頓寺にて少年時代を過ごす頃、勉学の師
であった。徂徠は後年、覚眼に依頼されて『勝覚寺
縁起』を著している。
　また賓頭廬（ぴんずる）尊像は、安政五年（1858）
江戸時代に江戸町中でコレラが流行した時、勝覚寺
より江戸出開帳を行い、その霊現はあらたかで沢山
の信者を集めたと伝えられている。
　さらに近代においても、地域漁民に信仰が篤く、
不漁が続くと賓頭廬尊像を担ぎ出して船に乗せると
必ず大漁であったという。
　この地にこのような巨大で良作の四天王が四体揃
って伝来している事が、勝覚寺にとっても地域にと
っても一番の宝であり、また謎でもある。
　寺伝によれば、佛師運慶が護国安穏を祈願して、
龍宮に捧げる為に海中に流したものという。
　そして房総半島を廻り、現大網白里町の海岸に漂

着した。その地を今では「四天木」（してんぎ） という。
古来、四天木を四天寄と表記したのは、この故事に
よる。
　漂着した四天王は、松ヶ谷村の勝覚寺の釈迦如来
を守るため運んで欲しい、と漁民に伝えた。
　担いで運び、途中で休息を取り、担ぐ肩を替えた。
そしてその場所が 「片貝」（かたかい） と呼ばれるよ
うになった。
　さらに道中を進み、中途で戻すか戻さぬか思案を
した所が今では「本須賀」（もとすか） という地名に
なっている。
　後に運慶がこの四天王像について、勝覚寺の毘首
羯磨 ( びしゅかつま）御作の釈迦如来像の元に巡り至
った事は、仏の縁に他ならないと言った。
　その四天王は
持国天（東方守護）2.13m 
増長天（南方守護）2.03m
広目天（西方守護）2.07m  
多聞天（北方守護）2.07m
　各々２メートルを越す
巨像で、阿難迦葉両像と
共に、千葉県指定文化財
となっている。堂々とし
た体躯を誇り、鎌倉時代（11 世紀前半）に造像され、
その姿は参詣する者を圧倒し、八百年間の永きに渡
り、本尊の釈迦如来を護持し、信心の善男善女を守
護している。
　阿難・迦葉像と共に昭和 54 年 3 月 2 日、千葉県
指定有形文化財となった。
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松尾にぎわい処ききょうの里松尾にぎわい処ききょうの里
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•税務署だより
•東金県税事務所からのお知らせ
•税理士会からのお知らせ
•事務局だより
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中央に御本尊のお釈迦さま
左右に四天王

おさめよう あなたの気持ちと 消費税 （山武市立睦岡小学校６年生 大越 翔太さん） 
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