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平成29年春号

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

•第５回 定時総会 案内
•就任挨拶
•委員会だより
•ブロックだより
•部会だより
•会社訪問 “企業戦士の素顔”
•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

企業戦士の素顔

8pに掲載しています
。

東金市

有限会社 佐藤金属
工業 

　　　　　佐藤
 史郎 様

新コーナー

〈旧光町篠本 不動明王〉〈旧光町篠本 不動明王〉
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公益社団法人 東金法人会 第５回 定時総会

開催のお知らせ

　　　　　  　開催日 ： 平成29年5月26日（金）
　　　　　  　会　場 ： 東金商工会館 １階大ホール

東金市東岩崎1-5
TEL.0475-52-0022

第１部 講演会　13：30～15：00　4階 中ホール
	 演題　激動の予感
	 　　　～安倍政権と日本の危機～
	 講師　政治ジャーナリスト		田勢		康弘	氏

第2部　 定時総会　15：15～16：45
　	 〈議　　事〉
	 　第1号議案		平成28年度事業報告の件
	 　第2号議案		平成28年度収支決算承認の件
	 　　　　　　　（監査報告）
	 　第3号議案		任期満了に伴う役員改選の件

	 　報告事項		平成29年度事業計画並びに収支予算について

	 〈臨時理事会〉	16：50～17：10

第3部　 交流会　17：15～18：45　4階 中ホール

　「（公社）東金法人会第5回定時総会」のハガキに出欠をご記入のうえ
　ご返送下さいますよう、ご協力をお願いいたします。

　　なお、定時総会にご欠席の場合は、委任状が必要となりますので、
　必ずご送付下さいますようお願いいたします。　　　
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～ビジネスでもプライベートでも 良いパートナーに恵まれる秘密の裏技～

探さない婚活はマーケティングと同じ ！？
　去る3月4日、28年度新入会員のつどいを東金八鶴亭にて開催。
　第１部は、講師に婚活コンサルタントの小林綾乃氏をお招きし、「ご
縁はこうして引き寄せる！」を演題に会場の皆さんの意識改革をしてい
ただきました。
　婚活と聞くと、出会いのプロデュースを思い浮かべがちですが、氏の
行う婚活コンサルは探さない婚活。婚活に限らずビジネスパートナーを
探す際にも同様に使える技を伝授するというものなので、紹介のような
ことはしないのです。
　コンセプトとしてはマーケティングと同じというのもうなずける話
で、意識改革と改善を無理なく行うことによって、自らの行動を根本か
ら変えていくというものでした。
　言葉では簡単ですが、どうしたらいいのか。そこが、氏の説明の巧み
なところで多くの会員がうなずいており、講演後も参考になったとの感
想が聞かれました。

ご縁はこうして引き寄せる ！講演会

　公益社団法人東金法人会の会員の皆様には、ますま
す御清栄のこととお喜び申し上げます。
　平成29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平山でございます。
　前任の潮来所長同様、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、深い御理解と
御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　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
積極的に取り組まれるなど、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
御理解を賜るとともに、県の税務行政の推進に対しま
しても御協力いただき、重ねてお礼申し上げます。

　さて、千葉県におきましては、平成25年度から平
成28年度の４年間、総合計画「新　輝け！ちば元気
プラン」を策定し、子ども・子育て世代への支援、医
療・福祉の充実、くらしの安全・安心の確立、県内経
済の活性化、農林水産業の振興と社会基盤づくり等、
さまざまな施策を実施し「くらし満足度日本一」の実
現に向け推進してまいりました。
　平成29年度は、これまでの施策により積み上げ
てきた基盤を継承し引き続き実行していくとともに、
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、
千葉の魅力発信、環境・文化施策の推進にも力を注ぎ、
千葉県の更なる発展を目指してまいります。
　当所におきましては、県民がより身近に満足度を実
感できる千葉作りの実現に必要不可欠な財源を確保す
るため、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、より一層の御理解と御協力を賜りますよ
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
の御発展と会員の皆様方の御健勝、事業の御繁栄を心
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。

所長就任 ご挨拶

千葉県東金県税事務所

所長　平山　真仁子
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平成28年度　第３回理事会・第２回合同専門委員会

　去る２月１日（水）、東金商工会館において、理事会ならびに合同専門委員会が開催されました。
　議事審議の内容は、以下の通りです。

　議事１　全法連・県法連功労者表彰について
　議事２　周年事業積立について
　議事３　源泉部会規約の一部改訂について
　議事４　理事が関与する取引について
　議事５　社会貢献推進委員会の統合について
　議事６　第５回定時総会について　　　  

　すべて、原案通り承認されました。
　続いて合同専門委員会にうつり、各委員長・各部
会長から今後の事業予定等が発表されました。
　社会貢献推進委員会は 4 月 1 日より厚生委員会に統合され、防犯フラットホイッスルや独居老人メモの配布事
業は厚生委員会が引継ぎました。

委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○平成28年度「会員増強月間」を終えて

　　
委員長　大島　淳一

　　
　会員の皆様や金融機関の
方々、税理士会の先生方に
は組織委員会への日頃より
のご協力まことに有難うご
ざいます。
　おかげ様を持ちまして、
県法連目標 30 社に対しまし
て 99 社もの新入会をいただ

き、330％の成績を収めることができました。
　昨年の大記録（313％）をさらに更新する快挙を達
成できたことは日々、ご多用の皆様がお仕事と並行
して仲間づくり推進のために 1 件 1 件お声かけいた
だいた結果であると確信しております。
　2 年連続で 300％を超えたことでフロック（まぐれ）
ではなく、実力だということを証明することができ
ました。
　この輝かしい成績は昨年同様、県連 14 単位会中
NO.1 の実績で特別金賞も確実な上、これで金賞（150
％以上）獲得は今回で 12 年連続受賞となりました。
全国におかれましてもトップレベルの成績と評価を
いただけることに加え、千葉県の東金という名が一
目置かれる存在になったといっても言い過ぎではあ
りません。
　改めて、皆様のご協力とご支援に感謝を申し上げ
ますと共に、新たに会員となられました企業の皆様
に於かれましては、末永く東金法人会員として企業

活動を通じて地域にご奉仕されながら、法人会開催
の各事業にも積極的なご参加をお願い申し上げます。
そして会員企業の皆様の益々の飛躍とご発展をお祈
り申し上げまして増強運動の御礼のご挨拶に代えさ
せて頂きます。
　有難うございました。

〉〉〉〉〉〉〉 会員増強の結果 〈〈〈〈〈〈〈〈
 （平成28年12月末日現在）

  支 部 名

東金１

東金２

東金３

東金４

ブロック計

九十九里１

九十九里２

ブロック計

大網白里１

大網白里２

大網白里３

ブロック計

山武１

山武２

山武３

山武４

山武５

ブロック計

  支 部 名

芝山

横芝光１

横芝光２

ブロック計

小　計

大同生命

AIU

アフラック

千葉銀行

京葉銀行

千葉興銀

千葉信金

銚子信金

銚子商工

税理士会

その他

小　計

合　計

    
	 4	 4
	 6	 4
	 6	 2
	 4	 8
	 20	 18
	 2	 4
	 4	 0
	 6	 4
	 5	 8
	 5	 6
	 2	 5
	 12	 19
	 4	 0
	 3	 2
	 7	 5
	 1	 1
	 3	 2
	 18	 10

    
 4	 11
	 3	 3
	 3	 3
	 10	 17
	 66	 68
	 5	 3
	 2	 1
	 2	 2
	 10	 10
	 6	 6
	 4	 1
	 4	 1
	 3	 3
	 3	 1
	 5	 0
	 4	 3
	 48	 31
	 114	 99

目 標  獲得数 目 標  獲得数
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IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○新入会員のつどい

　　
　３月４日（土）、東金市の八鶴亭において、平成
27 年度、28 年度の新入会員を対象に「新入会員の
つどい」を開催しました。
　まだ、桜は咲いていませんでしたが、八鶴湖を間
近に臨む会場は、大勢の新入会員の方々と当会の役
員でいっぱいになりました。
　交流会には講演会を終えた小林綾乃氏も参加して
くださり、自己紹介や会員同士が名刺交換をする場
面もあり、盛況のうちに終わりました。

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  ○簿記講座

　　
　1 月 16 日（月）、千葉県税理士会の髙橋俊行先生
を講師にお招きし、『決算処理の徹底追求！！』と題
して、簿記講座を行いました。日ごろの経理事務か
ら決算処理を行う中で、なぜ？と疑問に思うことを
わかりやすく解説していただきました。具体的な用
語や効率よく事務ができるコツなども教えて下さい
ました。疑問を解決し、すっきりとした気持ちで決
算を迎えられるといいですね。

新会員のご紹介
（平成28年12月末日現在）

※情報公開に同意された方のみ掲載しています。

        支部名 支部名名　　　称 名　　　称業　　種 業　　種
東金１
東金２
東金２
東金２
東金２
東金２
東金３
東金３
東金３
東金４
東金４
東金４
東金４
東金４
東金４
九十九里１
九十九里１
九十九里２
九十九里２
九十九里２
大網白里１
大網白里１
大網白里１

大網白里１
大網白里１
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里３
大網白里３
大網白里３
山武１
山武３
山武３
山武３
山武４
芝山
芝山
芝山
芝山
芝山
横芝光１
横芝光２
横芝光２

プレスト保険サービス㈱
飯尾工業㈱
㈱KUROSAKI
㈱晃輝建設
ChouChou（賛助）
日本郵便㈱豊成郵便局

（同）イケダコーポレーション
㈲カーアシストジャパン
ベストシステム㈱
㈱蒼空
㈲オートワールドジャパン
㈲川島製作所
東金市松之郷ライスセンター（賛助）
東祥㈱
日本郵便㈱公平郵便局
日本郵便㈱九十九里西野郵便局
日本郵便㈱豊海郵便局
九十九里の恵（企組）

（同）ツクモランド
（特非）わ
（一社）紫宝会
（宗）東榮寺
（福）翡翠会

（ノウ）瑞穂営農組合
㈲ロード大網支店
㈱東都設備
ブレス㈱
㈲みつはし

（福）緑陽会
㈱こすた
㈱花しょう
㈱マルシン

（特非）ピアサポートセンターげんき
㈲アイディープランニング
常福寺

（一社）千葉レスキュードッグ協会
㈱マルンガイ・ジャパン
㈱飯田運送  芝山出張所
WILLER EXPRESS 北信越㈱
㈱ＫＳＫ  ＬＩＮＥ
㈱PATRICK
NPO法人まちづくりしばやま
㈱残心
淡路工業㈱

（ノウ）篠本営農組合

保険代理店
建設業
新聞
土木工事
飲食業
金融業
建設業
レッカー業
研究設備機器販売
介護事業
貿易業
配電盤の設計製作
農業
木材加工業
金融業
金融業
金融業
食品製造販売
酪農業
福祉事業
福祉サービス
宗教法人
福祉

農業
土木工事
管工事
産業廃棄物収集運搬業
菓子製造販売
社会福祉事業
飲食業
生花販売
不動産管理
福祉
飲食業
宗教法人
サービス業
貿易 食料品 輸出
一般貨物運送
一般貨物運送
中古品
旅行業
空き家・空き地管理
飲食業
建設業
米作農業
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  ○税務研修会 （印紙税と酒税）
　　

　平成 28 年度の税務研修会として、12 月 8 日（木）
に東金税務署の井上上席による印紙税、2 月 1 日（水）
に近藤統括による酒税の研修会を行いました。
　印紙税については、契約書や領収書と印紙税の関
係や、売買契約書や受取書・レシートなどを使って
具体的な課否判定事例の説明をしてくださいました。
　酒税については、お酒の酒類や製造方法、それぞ
れにかかる税率の違い、また、清酒ラベルの見方な
どを教えていただきました。東金税務署管内にはい
くつかの清酒蔵があります。お好きな方は、飲み比
べてみるのも楽しいかもしれませんね。

  ○山武ブロック
　　

　２月 18 日（土）、山武ブロックは社会貢献活動と
して、今年で４回目となる植樹を行いました。山武
第４支部の小川支部長の紹介により、蓮沼小学校と
蓮沼保育園にハナミズキを植樹しました。
　非常に寒い中、蓮沼小学校の校長先生をはじめ、
有限会社実川造園土木の社員さんと、５人の会員で
無事植樹ができました。
　ハナミズキはサクラの季節が終わり、初夏の風が
吹き始める頃の５月初旬に花をつけます。校庭 ・ 園
庭で遊ぶ子供達を優しく見守ってくれることでしょ
う。

 
 ○社会貢献推進委員会

　　
　当会では毎年、管内の新一年生の児童に防犯ホイ
ッスルを寄贈しています。10 回目となる今年は、大
網白里市教育委員会で贈呈式を行い、小髙教育長に
ホイッスルの包みが手渡されました。
　小髙教育長は「児童はランドセルにつけて登下校
している。子どもたちは事件に巻き込まれないよう
有効活用してほしい。」と謝意を表明し、中嶋会長は

「子どもたちが少しでも自己防衛意識を持ってもらえ
れば」と応じました。

 
 ○横芝光・芝山ブロック  ベンチ設置

　　
　穏やかに晴れ渡った３月 16 日、横芝光町の尾

お だ れ

垂ヶ
浜
はま

にある成田山御本尊上陸の地に、ブロック事業と
してベンチを設置しました。大きな不動明王像と向
き合う位置に並べたベンチに座ると、波の音を聞き
ながらゆったりと休憩することができます。
　ここでは毎年５月 27 日と 12 月 27 日に『成田山
御本尊不動明王上陸聖地報恩大法会』が行われます。
5 月には成田山からたくさんの僧侶が訪れ、また踊
りや和太鼓の披露もあります。盛大な催しですので、
ぜひ訪れてご覧になってください。

ブロックだより

左より、真行寺副会長、小髙教育長、中嶋会長、
永野社会貢献推進委員長

井上上席による
印紙税の研修会

蓮沼小学校 蓮沼保育園

近藤統括による
酒税の研修会
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　県法連主催による新年賀詞交歓会が、１月25日（水）三井ガーデンホテル千葉において開催されました。
　第１部の新春講演は、フジテレビ報道局上席解説員である平井文夫氏による「日本の抱える課題と政権の行
方」と題して、毎日ニュースに取り上げられているトランプ大統領や安倍政権の現状などをわかり易く解説い
ただきました。
　第２部の納税表彰受章祝典では、冒頭、大岩県法連会長より、財務大臣納税表彰等を受章された方々へのお
礼の言葉と、2021年秋に法人会の全国大会が千葉県で開催されることとなり、会場は幕張メッセに決まりま
したので、会員の皆様にも協力をお願いしたいとのお話がありました。
　第３部の恒例の賀詞交歓会では、森田健作千葉県知事が来賓として挨拶され、大変盛り上がりました。

県法連主催 賀詞交歓会

大岩県法連会長 平井文夫氏

部会だより
IIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIII

  ○租税教室

　税金の必要性や使いみちなどを学ぶ租税教室を、
１月13日大網白里市立大網東小学校６年生51名と、
１月17日山武市立南郷小学校６年生31名を対象に行
いました。「大人だけではなく子供達でも税金を払
っている。なぜなんだろう？」などとクイズ形式で
話し、約50もある税の種類を紹介しながら、進めて
いきました。
　また、税金のある世界とない世界の違いを描いた
アニメのDVDを上映したり、学校の校舎に10億円、
体育館に２億円、プールに１億円の建設費がかかる
事や、小学生１人当たりの教育費が年間86万円か
かっているなどと示しながら、「人は１人では生き
ていけず、支えあっている」ということを解きなが
ら、税金が社会で果たしている役割について話をし
ました。
　授業後のアンケートには、わかりやすい説明で、
楽しく聞くことができ、税金に興味を持つことがで
きましたという児童の感想が多く記入されていまし

た。今後もこの活動を積極的に続けていきたいと思
います。

（青年部会　副部会長 土屋　敏則）
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質問：予想していた光景と違っていたので、驚きま
した。金属加工の機械はもっと大きいものかと
思っていました。

　　

佐藤社長：うちは、釣り具・漁具関連のオモリが全
製品の 50％を占めています。他にメトロノーム
のバランスオモリ、放射能汚染物質の試験管を
収納するポッドや造幣局で使用する基準のオモリ
など、鉛の性質を利用した製品が主となっていま
す。

　　　釣り用の定番オモリや投網用のチェーンは、
機械が鉛を溶かしながら自動鋳造するものが大
半ですが、需要が少なくなったタイコ型や特殊
な型のオモリは、手流し鋳造機で作ります。

質問：自動鋳造機は、どこかで作っているのですか？
佐藤：創業時から使っていますが、多分特注品だと

思います。今作ったら、家一軒建つくらいかか
るでしょう。

　　　鉛の溶解温度は 360 度なのですが、600 度
を超えると気化が始まるので、保安上 500 度
までに抑えるようにしています。

質問：貴重な機械が揃っているわけですね。金型は
その都度変えるのですか。一覧表には 50 種類
以上のオモリがあって、見覚えのある懐かしい
感じのものもありますが、それぞれにサイズが
あるんですよね。大変な作業ではありませんか。

佐藤：自動も手流しもオモリの種類・重さによって
金型が違うので、交換します。それが面倒と言
えば面倒なところで。でも、この金型が製品の
命で当社の財産です。注文によっては、新しい
金型を作ります。日本の金型作りの技術は、世
界最高レベルなんですよ。

質問：このメトロノームのオモリはあまり見かけま
せんが。

佐藤：製品になると、本体の内部に入る部分なので
見えません。これを毎月 5000 個作っています。
精度が厳しくて、わずかでも規定値からずれる
と返品されてしまいます。

質問：メトロノームが毎月 5000 個ですか。そんな
に需要があるものですか。

佐藤：国内向けだけとは限りません。多分、輸出分
も含まれているのでしょう。音楽は、世界共通
ですから。

質問：放射能汚染物質の試験管を入れるポッドは、
重そうですね。

佐藤：蓋も含めて 16 キロあります。放射線の影響
を遮断して、安全に運搬出来るようにするとそ
れだけの厚みが必要になるのです。

　　　ここには製品に応じて 97 ～ 98%のリサイク
ル品の鉛から 99.999%の高純度の鉛（ファイ
ブナインと呼んでいます）まであります。

　　　釣り具・漁具にはリサイクルの鉛を、造幣局
に納める精度を求められるものには、高純度の
鉛を使います。

去る 3 月某日、東金市小沼田の工業団地内にある佐藤金属工業様の工場を訪問させていただきました。

企業戦士の素顔

稼働している機械は、どれも1メートル4方に収まる
大きさのものが10数台、整然と並んでいる。

いろいろな種類のオモリを制作しています。

輸出を待つ放射能試験管保存ポッド
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質問：神経を使う仕事内容ですね。ところでオフは
どんなことをされていますか。

佐藤：学生時代、合唱団の指揮をやっていたので主
にクラッシック音楽、合唱の指揮やそれにまつ
わる宗教曲の研究、バレエに関することなどに
興味があります。指揮法は、学生時代に山本先
生という重鎮に指導を受けました。

　　　大学の合唱団 OB が集まって公演を企画する
のですが、会場の確保や練習、その他準備を合
わせると結構大変で、数年ごとの開催といった
具合です。

質問：そうでしょうね。普段の仕事をされながらの
プロデューサーの作業は、困難の極みですね。

佐藤：それから月 1 くらいのペースで、息子とド
ライブに出かけたりします。

　　　ところで、これ見たことありますか。
質問：オルゴールでしょうか。
佐藤：ちょっと動かしてみましょう。これの大がか

りなものが佐倉市にあります。
　　

質問：かわいい音ですね。普段聞くオルゴールとは
違った音色ですね。何ですかこれは？

佐藤：オルガニートといいます。パンチカードに穴
を開けることで音符代わりになるので、曲目を
増やすことができます。

質問：ワクワクしますね。佐藤社長の表情も、先程
の仕事の内容の時とはだいぶ違います。

佐藤：私は、音楽を人生と重ね合わせています。端
的に言えば、長三音の和音ドミソ。第 1 音の
ドと第 5 音のソが強く、第 3 音のミが少し弱
いくらいに溶け込むと、美しいハーモニーにな
るように、まず身体の健康、次に心の健やかさ、
そして欲望はほどほどにと考えています。音楽
もそうですけど、旋律といった流れがあります
からね。

質問：音楽との最初の出会いは。
佐藤：小 3 の頃、近所に銀行の頭取の家があって、

娘さんがピアノを習っていて、親同士親交が
あったため私も習わされたんですね。最初はい
やでしたけど。

　　　高校３年の時、深沢亮子さん（東金市出身・
ピアニスト）がショパンコンクールで１位を
とって、本八幡のホールで演奏された時に、
買ったばかりのバレエの洋書と写真集にサイ
ンしてもらいました。

質問：引退したら音楽に囲まれた生活になるのでしょ
うか。ところで、後継者は、いらっしゃるので
すか。

佐藤：息子が２人いるのですが、全く別のことを
やっています。長男は、高級時計の職人です。

質問：これだけの会社で何かもったいない感じです
ね。

佐藤：先のことは分からないですけどね。

D
A

T
A 有限会社 佐藤金属工業

▶代　表　　佐藤 史郎
▶所在地　　東金市小沼田1621番地１
▶創　立　　昭和36年5月
▶事業内容　非鉄金属加工
▶電　話　　0475（52）7755  FAX（52）6311

　訪問した当日はあいにく雨でしたが、工場内に
は静かな熱気のようなものが漂っていました。
　釣り好きにはたまらないだろう「作秀印」のオ
モリのストックと原料の鉛の延板の山が、大手鋳
造メーカーらしさを醸し出していました。
　貴重なお話とお時間をくださり、ありがとうご
ざいました。

パンチカードのような厚紙を木箱に差し込み、ハン
ドルを回すと、きれいな音でスモールワールドのメ
ロディーが流れる～

ご自慢のオルガニートを紹介する佐藤社長（右）

矢部工場長（左）と自動鋳造機の前で記念撮影
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～税務署だより～

平成29年度 税務職員採用試験のお知らせ

記

◇受験資格　　
  １平成 29 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 30 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29年６月19日（月）～平成29年６月28日（水）[受信有効]
　3 受験案内交付期間
　　平成29年５月９日（火）～平成29年６月28日（水）
 　　９時～17時（土曜日及び日曜日を除く。）
　4 受験案内交付場所
　　東京国税局又は各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29年９月３日（日）
　第２次試験  平成29年10月11日（水）～平成29年10月20日（金）のうち
　　　　　　  指定された日時

◇問合せ先　東金税務署総務課（TEL.0475-52-3121 内線23）

人事院では、下記のとおり「平成29年度税務職員採用試験」を行います。
興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

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。
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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29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（水）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早めに納めましょう。

　　　（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。平成28年度から取組みの徹底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
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県外一泊研修に参加して、
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9日（日）～10日（月）
◎方　　面 福島県　母畑温泉
◎参  加  費 20,000円
 （女性にはプチプレゼントがあります）

◎募集人数 80名（先着順・法人会々員のみ）

事務局だより

３月１日より部会担当の
長島が復帰しました。

以前同様、
よろしくお願いいたします。

会員の皆さまには
掲示用の会員章を配布済みです。

事業所・店舗等の入口や
受付カウンターに是非、

掲示をお願いいたします。

《事務局職員異動》 《会員章掲示のお願い》
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　平成29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19日（月）に請求させていただきますので、引落し口座の残高
の確認をお願い致します。
　また、振込を希望されている会員様につきましても、6月19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19日（月）に行われます〜

一日人間ドック形式で一日人間ドック形式で
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

非会員の方も受診できます。
事務局までご連絡ください。

●実施日・会場

　８月1日（火）・8月2日（水）
　東金商工会館1Ｆ（東金市東岩崎1-5）

●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
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5月〜9月の行事予定

広報委員会は年４回発行の広報「つくも」が会員の皆様
にご愛読いただけるように、企画会議や校正作業を
行っています。掲載希望の記事や写真等がございまし
たら、身近な話題をタイムリーに提供できるよう、広報
委員または事務局にお知らせください。詳しくは事務
局へお問合せください。
　　（公社）東金法人会　　☎ 0475-52-0022

広報委員会は年４回発行の広報「つくも」が会員の皆様
にご愛読いただけるように、企画会議や校正作業を
行っています。掲載希望の記事や写真等がございまし
たら、身近な話題をタイムリーに提供できるよう、広報
委員または事務局にお知らせください。詳しくは事務
局へお問合せください。
　　（公社）東金法人会　　☎ 0475-52-0022

広報「つくも」記事募集広報「つくも」記事募集

5月
  11日 （木） 女性部会社会貢献活動 東金商工会館
  12日 （金） 決算法人説明会 東金商工会館
  26日 （金） 第５回　定時総会 東金商工会館
6月
  1日 （木） 女性部会社会貢献活動 東金商工会館
  7日 （水） パソコンセミナー 東金商工会館
  8日 （木） パソコンセミナー 東金商工会館
  12日 （月） 県法連　総会 三井ガーデンホテル千葉
  16日 （金） 源泉部会　研修会 東金商工会館
　　　〃 　　〃 　 青年部会　研修会 東金商工会館
  22日 （木） 電話応対セミナー 東金商工会館
7月
  5日 （水） 決算法人説明会 東金商工会館
  6日 （木） 女性部会社会貢献活動 東金商工会館
　　　〃 　　〃  新設法人説明会 東金商工会館
  　  9日 （日） 県外一泊研修会（福島県方面：母畑温泉） 福島県　他
  　10日 （月） 　　　〃　　　　　　　　〃 　〃　
  12日 （水） マナー講座 東金商工会館
  13日 （木） 簿記講座 東金商工会館
8月
  1日 （火） 成人病健診 東金商工会館
  2日 （水） 成人病健診 東金商工会館
  3日 （木） 女性部会社会貢献活動 東金商工会館
9月
  6日 （水） 会員増強運動推進会議 東金商工会館
  7日 （木） 女性部会社会貢献活動 東金商工会館
  8日 （金） 決算法人説明会 東金商工会館
  13日 （水） 税制改正セミナー 東金商工会館
  26日 （火） チャリティーゴルフ大会 真名カントリークラブ



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。

⇒

　篠本新善光寺のある篠本は、横芝光町では最も
北に位置するところにあって、多古町や匝瑳市に
隣接する。また、北西側には栗山川が流れ、その
両岸は水田が広がる穀倉地帯でもある。篠本の集
落は、そうした水田に囲まれた狭い下総台地に抱
かれるように点在し、そのほぼ中心に新善光寺が
ある。このお寺の創建は定かではないが、承平五

（935）年に勃発した平将門の乱の時、京の高僧寛
朝がこれを鎮めるため、高雄山神護寺の不動明王
を奉じて関東に下った際、九十九里尾

お だ れ が は ま

垂ヶ浜から
成田へ行く途中、新善光寺に一旦とどまったとい
われる。つまり平安時代中期にはすでに存在した
ことは確かで、また、近所の遺跡からは奈良時代
の寺名墨書土器も出ていて、創建は古いとみられ
る。新善光寺は現在真言宗智山派であるが、寺の
北西山上には日吉神社があって、もとは天台宗で
あったと思われる。新善光寺の名前の由来は、鎌
倉時代に善光寺信仰が広まった折に、善光寺式阿
弥陀三尊像が造られ、お寺に鎮座されたことによ
る。また、前の不動明王のこともあって、お寺に
は不動明王の木造座像が本尊として鎮座し、この
お寺には 2 体の本尊があるといってもいいだろう。
このようなことからこのお寺と成田山新勝寺とは

深い関係にあり、かつては新勝寺の住職は新善光
寺から出たともいわれる。このように歴史のある
お寺であるが、今は地元が檀家となって支えてい
るのみで、あまりお参りする人は多くなく、静か
なたたずまいを見せている。
　新善光寺本堂の前には大きな榧

かや

の木がそびえて
いて、境内を広く覆っていて、夏はいい木陰を作
り出している。この榧の木は樹齢にして 500 年を
超え、樹高は 20 ｍ、幹回りは６ｍあり、かなりの
古木である。以前の樹勢が強いころは秋多くの実
を稔らせたが、近年は衰えてわずかに実を付ける
のみである。
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•第５回 定時総会 案内
•就任挨拶
•委員会だより
•ブロックだより
•部会だより
•会社訪問 “企業戦士の素顔”
•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

企業戦士の素顔
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税金が 作る未来は 無限大（九十九里町立九十九里中学校3年生 青木 文弥さん)

篠本新善光寺
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篠本新善光寺と榧（かや）の木
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