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平成28年秋号

• 第２回理事会 ・ 第１回合同専門委員会 開催
• 委員会だより ・ 部会だより ・ ブロックだより
• 東金県税事務所からのお知らせ
• 新署長インタビュー
• 税務署だより
• 健康診断案内
• 税理士会からのお知らせ
• 事務局からのお知らせ
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理事会 ・ 合同専門委員会

　平成 28 年 7 月 22 日（金）、東金商工会館において、理事会と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 特定資産取扱規程の制定について
議事２ 事務処理規程の一部改定について
議事３ 会長表彰の被表彰者の推薦について
議事４ 理事が関与する取引について
議事５ 平成28年度会員増強運動自店目標について
議事６ 賛助会員（個人）獲得の報奨金について
　　　  

　すべて、原案通り承認されました。
続いて合同専門委員会の審議にうつり、各委員長・
各部会長から今年度の事業計画が発表されました。

委員会だより

IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○平成28年度「会員増強統一月間」運動を迎え

　　
委員長　大島　淳一

　会員の皆様方には、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、
昨年の増強月間の結果は県

法連の示達目標 30 社に対して 94 社もの新入会を
いただき、目標の 313％というとてつもない増加
率を達成することが出来ました。
　本当にお疲れ様でした。そしてありがとうござ
いました。
　県法連のみならず全法連でもこの功績をたたえ
ていただき、東金法人会が全国区となることがで
きました。
　本年度もこの勢いをそのままに結束力の強い会
員の皆様のお力をお借りしながら、未加入企業の
社長さん方に法人会の魅力を存分にお伝えいただ
き、仲間づくりを推進していきたいと思います。

　9 月 1 日から 4 ヵ月間増強月間が始まりますが、
当会会長である中嶋会長が県法連の組織委員長 2
年目ということで前年度の成績が決してフロック
ではないことを証明するためにも昨年以上の成果
が求められます。
　本年度は県法連の示達目標に対し、380％に設定
をさせていただきました。
　さらに大きな目標ではございますが、「やればで
きる」という強い信念の元にしっかりと取り組ん
で参ります。
　しかし、この目標達成のためには会員の皆様全
員の支援をいただかなくては到底達成はできませ
ん。
　どうか本年も昨年以上のご協力を宜しくお願い
致します。
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  ○会員増強運動推進会議
　　

　平成 28 年 9 月 7 日（水）、東金商工会館 1 階大
ホールに於いて、平成 28 年度「会員増強運動」推
進会議が開催されました。
　第 1 部は、大島組織委員長の誘導のもと、全員
で輪を作り、軽い運動をして緊張を和らげてから
始まり、昨年度好成績を収めた５支部の支部長に、
成功事例や勧誘時のポイントを発表していただき
ました。その後、ブロック長中心の分散会で情報
交換が活発に行われました。
　第 2 部は、東金税務署長はじめ、税理士会や金
融機関、保険会社等の来賓の方々にお越しいただ
き、会員増強運動に向けての激励のお言葉をいた
だきました。
　会議終了後は、目標必達の決起大会が盛大に行
われました。昨年よりさらに高い目標を目指して、
全員一丸となって頑張りましょう！！

  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

目標数
4
6
6
4

20
2
4
6
5
5
2

12

  支部名

山武１

山武２

山武３

山武４

山武５

ブロック計

芝山

横芝光１

横芝光２

ブロック計

合　計

目標数
4
3
7
1
3

18
4
3
3

10
66

平成28年度 「会員増強運動統一月間」
支部別目標数

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28年9月末日現在）

大島委員長挨拶 中嶋会長挨拶

    支 部 名 名　　　　　　称 業　　　　種
東金 1 玉様　野中 守生 飲食業
東金 1 関工業所　関 明弘 左官工事
東金 1 株式会社 東洋堂 はんこ広場 東金店 印章・印刷
東金２ 株式会社 Ｈ ・ Ｓ ・ ホームズ リフォーム
東金３ 株式会社 エヌファクトリー 製造業
九十九里２ 有限会社 かねとも水産 水産加工
大網白里１ 加藤　健二 保険サービス
大網白里２ 株式会社 いきいきケアサポート 介護事業
大網白里３ 有限会社 三共 一般廃棄物処理
山武１ LOVES COMPANY 株式会社 印刷業
山武５ 有限会社 大場創業 建築工事
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IIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIII
  ○県外一泊研修
　　　《方面：上諏訪温泉》　　

　平成 28 年 7 月 10 日、11 日の２日間
で長野県の上諏訪温泉方面へ、県外一泊
研修に行きました。今年話題の、上田城
址公園 ・ 真田丸大河ドラマ館の見学や、
味噌蔵 ・ アイス工場 ・ チーズ工房でおみ
やげを買いました。
　２日目の朝は予定を変更して、万治の
石仏と諏訪大社下社春宮に行きました。
諏訪大社では実際に使われた御柱を見る
ことができました。
　バスの中では税金クイズや DVD によ
る税の研修も行いました。天候に恵まれ、
また、他支部の会員さんとの交流がもて、
充実した研修会となりました。

IIIIII 税制委員会・源泉部会 IIIIII
  
  ○「法人税申告書の見方・作り方」
　　　　　　　　　　　　研修会を開催

　9 月 15 日、税制委員会・源泉部会共催で、東
金税務署の担当官を講師に招き、「法人税申告書の
見方・作り方」をテーマに研修会を開催しました。
申告書の別表の見方から始まり、資料となる記載
例を見ながら、間違いやすい箇所や記入しなけれ
ばいけない箇所など丁寧に説明していただきまし
た。今後、申告書を作成するにあたり、今日の研
修会が役に立つと思います。

当会では、各種委員会の委員を募集して
おります。
あなたのご意見を法人会活動に活かして
みては、いかがでしょうか。
任期は２年で委員会は以下のとおりです。

総務委員会・組織委員会・税制委員会・
広報委員会・研修委員会・厚生委員会・
社会貢献推進委員会・e-Tax推進委員会

詳しくは、事務局 石田まで
お電話ください。

☎0475-52-0022

平成29～30年度
役員（委員）募集

について
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IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIIII
  ○青年のつどい（旭川大会）

　今年で 30 回を迎えた全国青年
の集いが北海道の旭川市で９月
８日㈭～ 9 日㈮に開催され、東
金法人会青年部会として、12 名
で参加致しました。
　本大会のスローガンは「Be 

Ambitious! Do Action !」です。それは、「手を取
り合ってこれからも共通の目標である租税教育活
動に取り組んでいこう！それは私たちにとっての
指針であり、道しるべとなるまさに北極星のよう
な存在である」という開催趣旨でしたが、全国か
ら多数の部会員が出席し、大会を通して、大いに
盛り上がりました。
　まず初日は、旭川市民文化会館大ホールにて租
税教育プログラムのプレゼンテーションが行われ
ました。全国から選抜された局連の代表による、
それぞれ工夫を凝らしたオリジナルの租税教育活
動が発表されました。また２日目には部会長サミ
ットが旭川グランドホテルで開催され、「税の使い
道」について考えていく「新しい租税教育活動」
の構築をテーマに全国の部会長が一堂に会し、過
去 10 年間の青年部会活動を振り返るとともに、「社
会保障について考える」及び「租税教育活動への
反映」について円卓会議形式で活発な意見交換を
致しました。今後の私たちの活動に役立つ有益な
情報を得ることが出来、改めて、国の総予算の３
割以上を占める社会保障の在り方について、責任
世代として考える良い機会になりましたし、その
中で国の未来を担う子供たちに対して租税教育を
行う意義を強く感じることが出来ました。その後、
旭川大雪アリーナにて大会式典が盛大に行われ、
記念講演は、スキージャンプの葛西紀明氏による
ものでした。ご存知の通り、葛西さんは北海道下

川町出身で 20 年以上の代表キャリアと 40 歳を超
えても一線級の成績をマークすることから「レジ
ェンド」と称され、国内外から尊敬を集めるスキ
ージャンプ選手です。16 歳で日本代表選手として
国際大会に出場して以来、実に史上最多の７回の
冬季オリンピック出場経験をもち、ソチ大会では
個人ラージヒル銀メダル、団体で銅メダルを獲得
し、現在は所属チームで代表兼選手として若手選
手の育成にあたられています。まだまだ現役とし
て日本のスキージャンプを牽引し続ける葛西さん
ですが、様々な挫折があっても目標に向かってあ
きらめずにやり続けてきたこと、そして家族の絆
を非常に大切にされていることなど、とても感銘
を受ける内容で同世代のものとして大いに共感し
刺激を受けました。
　大会を通して、生憎天候は雨模様もありました
が、北海道の豊かな自然と食料自給率 200％を超
える食文化にも触れながら、部会員間での親睦と
情報交換も出来、非常に有意義な経験をさせて頂
きましたことに感謝申し上げあげます。

（部会長　西川賢太郎）
　　
  ○アウトドア研修を終えて

　9 月８日から 9 日に亘り、青年部会アウトドア
委員会の活動の一環として、北海道へ行ってきま
した。現地は風も冷たく、ひと足先に秋が訪れた
ようでした。札幌大倉山展望台からは、札幌市街
や石狩平野が眼下に広がり、大自然を肌で感じる
ことができました。また、地上から見上げる大倉
山ジャンプ台は想像をはるかに超える高さで、こ
こから滑り降りる選手の事を思うと、驚きと感動
を覚えました。2 日間で感じた大自然の美しさと雄
大さに、これからの青年部会やアウトドア委員と
しての活動の幅を広げようと気持ちを引き締めま
した。アウトドア委員同士もさらに懇親が深まり、
たいへん有意義に過ごすことができたことを感謝
申し上げます。

（アウトドア委員長　山野辺昌浩）

部会だより
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IIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○税務研修・税に関する
　　　　　　絵はがきコンクール審査会

　平成 28 年９月 26 日、女性部会主催の東金税務
署長による税務研修を行いました。「女性からみ
た最近の税制改正における関心事項等」のテーマ
で、わかりやすい言葉で講話をしていただきまし
た。税制で女性を支援するのは難しいが、女性が
働きやすい環境にするためにいろいろな改正がさ

　

　平成 28 年 7 月 30 日（土）市制施行 10 周年記
念のイベントとして、山武サマーカーニバルが蓮沼
海浜公園で開催され、今年も東金法人会　山武ブロ
ックはこの催しに協賛いたしました。
　大変暑い日でしたが、小さなお子さまからお年寄
りまで、大勢の方が来場しました。
　少しでも暑さ対策に活用していただければと、い
ちごプロジェクトの節電うちわをみなさんに配布し
ました。
　サンバパフォーマンスや和太鼓の演奏の他、夜に
は花火が盛大に打ち上げられました。暑い時に熱い
場所へ行き、みんなで盛り上がるのはいいものです
ね。

（山武ブロック長　小田木 一男）

　中秋の名月の 9 月 15 日、東金ブロック初の企画
「屋形船と浅草ツアー」に行ってきました。午後１
時半、東金商工会議所から 20 名で出発しました。
　浅草寺界隈は外国人観光客が多く、まるで海外に
いるようでした。屋形船には品川から乗船、水洗ト
イレ完備でデラックスでした。お台場で停泊して揚
げたての天ぷらに舌鼓している頃、ようやく辺りが
薄暗くなり、ビルの明かりがだんだんはっきりして
きました。残念なことにデッキから名月は見えませ
んでしたが、風は気持ちよく、レインボーブリッジ
とスカイツリーのイルミネーションが輝いて見えま
した。
　2 時間半の乗船で大変盛り上がり、とても楽しめ
たと好評をいただきました。また次回も手軽で楽し
い企画を提案したいと思います。

（東金副ブロック長　村杉 謙一）

れていることを学びました。講話後には、今年度
で 4 回目となる小学 6 年生を対象とした「税に関
する絵はがきコンクール」の審査会を行いました。
管内小学校 40 校のうち、20 校 723 名の児童から
の力作が揃いました。一次審査を通過した 80 作品
の中から、東金税務署長賞、東金法人会長賞、女
性部会長賞をはじめ、各賞が次々と決定しました。
租税教育の一環として、税金とは決して難しい問
題ではなく、家族や友達との会話の中でも気軽に
出てくるよう、より身近に感じてもらうため今後
もこの活動を続けていきたいと思います。

ブロックだより
〔山武ブロック〕 〔東金ブロック〕

山武サマーカーニバル

納涼屋形船＆ぶらり浅草散策ツアー
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▶早速ですが、出身、経歴などプロフィールを紹介して
いただけますか。

署長：九州は福岡県築上郡吉富町で生まれ育ちました。
家族は、残念ながら子供がいないので、妻と二人暮
らし。それに妻の姪が拾ってきた姉妹ネコが加わっ
ています。

　　　熊本で研修を終えた後、20 代後半に上京、葛飾
や千葉県は常磐線沿線の税務署勤務が多く、前任地
は千葉東税務署、特別国税徴収官という立場で滞納
国税の徴収を担当していました。

…………………………………………………………………
▶八街市にお住まいと聞きましたが、どのような理由か

ら、八街に住まわれたのですか。また隣接する東金に
はどのようなイメージをお持ちですか。

署長：ネットで家探しをしていたところ、八街に良い物
件を見つけたので、住むことに決めました。東金市
は住まいの近くを通っている御成街道の終点という
こともあり、以前から非常に親しみを感じておりま
したが、転勤してきて改めて、豊かな自然の中にあ
る広々とした快適な街だと感じています。バイパス
沿いが開発される一方、旧道側が寂しくなってきて
いるのが残念ですが、山武地域の中心であるととも
に、千葉・東京への通勤圏でもあり、圏央道が全通
すれば物流の拠点ともなり得るなど、将来性を秘め
ていると思いますので、今後とも、自然と調和しつ
つ、益々発展していって欲しいと思います。

…………………………………………………………………
▶ありがとうございます。趣味・特技がありましたらお

聞かせください。
署長：趣味といえるかどうか微妙ですが、ペーパードラ

イバーだった妻が、八街に転居してからは運転せざ
るを得なくなり、私と交代で近郊をドライブするよ
うになりました。できれば東金税務署管内をくまな
く見て回りたいと思っています。

　　　これといった特技はありません。ただ、夫婦で海
外旅行への備えとして英語を覚えたいと思い、50
歳過ぎてから２人で英会話教室の高齢者コースに週
１回５年間通いました。聞き取りの力はそれなりに
身に付きましたが、話すほうはあまり上達しません
でした。

…………………………………………………………………
▶影響を受けた人物についてお聞かせいただけますか。
署長：就職直後、初めて勤務した税務署で出会った統括

官です。率先垂範して事案をこなし、手本を見せて
くれるとともに、私が問題を起こした時もカバーし
てくれました。色々と経験させてやりたいという気
持ちが伝わってくる方で、中身の濃い２年間でした。
この仕事は、最初に出会う統括官の影響が大きいと
言われていますが、今の若い職員たちにも物おじせ
ず経験を積んでほしいと思っています。

…………………………………………………………………
▶仕事へのこだわりといったものがあれば、お話しくだ

さい。
署長：誠実に納税義務を果たしておられる納税者の皆様

には親切丁寧に、そうではない納税者には厳正にと
いうのが、税務署員の職務遂行上の基本であると考
えています。そのため、窓口事務においては、納税
者の皆様が気持ちよく用件を済ませていただけるよ
うな対応に心掛けたいと思いますし、調査・徴収事
務においては、組織としての情報収集や事案選定等

　今回の人事異動で東金税務署の署長となられました栗谷署長にお話を伺いました。

〜 新署長の横顔 〜

the INTERVIEW 
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：
：
：
：

池上　雅也 （いけがみ まさや）

千葉県柏市
マラソン・パスハント
法人会とより一層良い関係
を築いて参りますので、お力
添えをお願いいたします。

副 署 長
出 身 地
趣味・特技
ひ とこと

：
：
：
：

近藤　賢一 （こんどう けんいち）

新潟県三条市
登山・空手
東金署勤務は初めてですが、
広 と々した風景が故郷とよく
似ており、大変身近に感じま
す。よろしくお願いいたします。

法人1統括
出 身 地
趣味・特技
ひ とこと

：
：
：
：

井上　浄 （いのうえ きよし）

岡山県真庭市
ジョギング・読書
成田税務署から参りました。初め
ての東金署勤務です。法人会の
皆様のお力になれるよう頑張りま
すので、よろしくお願いいたします。

法人審理担当
出 身 地
趣味・特技
ひ とこと

《《《《《《《《《《《《《《《《《 税務職員紹介 》》》》》》》》》》》》》》》》》

を充実させるとともに、従事する職員一人一人が高
度な知識経験と事案処理能力、そして自己研鑽の意
欲をもったプロであるべきだと考えており、私自身
も、そうなりたいと思ってこれまでの仕事や自己研
鑽に取り組んできたつもりです。

…………………………………………………………………
▶座右の銘はございますか。
署長：特に傾倒している格言等はありませんが、「自分

が人からされて嫌に思った言動は、人に対してしな
い」ということに努めているつもりです。これは、
自発的にそうした訳ではなく、妻からの指摘に反省
を重ねた結果です。

…………………………………………………………………
▶愛読書を教えてください。
署長：かつては、松本清張や内田康夫の推理小説が好き

でした。最近は、多少でも世の中の動きを知ってお
くべく、池上彰による時事本や知識本の類を手にし
ています。

…………………………………………………………………
▶学生時代の思い出をお聞かせください。
署長：高校は進学校だったのですが、高２の頃から急激

に授業についていけなくなり、高３でできた彼女と
も進路が別々になったためあっけなく別れてしまい
ました。

　　　進学したい気持ちもありましたが、受験可能な大
学は限られていましたし、親の勧めもあって、それ
もいいかなと思い、税務署に就職する道を選びまし
た。

…………………………………………………………………
▶法人会のイメージをお聞かせください。
署長：会長はじめ役員の皆様は、会社経営者としての自

信と誇りに満ち溢れておられるとともに、お人柄も

すばらしく、公益のために尽力されようとする熱意
を強く感じました。ゆえに、会としての雰囲気も大
変になごやかで連帯感があり、かつ、健全さと誠実
さの溢れる素晴らしい団体であると感じておりま
す。

…………………………………………………………………
▶ありがとうございます。最後に会員のみなさまに一言

お願いします。
署長：法人会は、納税意識の高い会社経営者の皆様の集

まりであり、税務行政に携わる私どもにとって、か
けがえのないパートナーであります。ぜひ、今後と
も、法人会の活動を通じて税務行政にご協力を賜り
ますようお願い申し上げますとともに、皆様のご健
勝と事業のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

…………………………………………………………………
　これまで税務署長というとお堅いイメージがあり、こち
ら側から壁を作っていましたが、対談を通じて栗谷署長の
誠実さとあたたかみを感じました。
　お忙しい中、貴重なお話と和やかな時間をくださり、本
当にありがとうございました。

（広報委員会  一同）

東金税務署 署長  

栗 谷  桂 一
くりたに　  けいいち
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税 務 署 だ よ り

　※対象地域に出席できない場合は、他の地域に出席可能です。（連絡不要）

【問い合わせ先】
　東金税務署　代表0475-52-3121
　※自動音声案内にしたがって、説明会の会場案内、用紙請求については「２」番（税務署）
　　年末調整のしかたなど国税に関する一般的な相談については「１」番（電話相談センター）をご利用ください。
　～税務署にご用の方は～
　○説明会・源泉所得税について ……………法人課税部門 (源泉所得税担当）　内線５４
　○用紙請求・法定調書の作成について ……管理運営部門　内線３３・３４・３５

平成28年分 年末調整等説明会  開催のお知らせ

平成28年度「税を考える週間」行事

東金市

大網白里市・九十九里町

山武市成東文化会館
のぎくプラザ　大ホール
（山武市殿台290-1）

東金文化会館　小ホール
（東金市八坂台1-2107-3）

11月8日
（火）

11月10日
（木）

14時～16時

10時～12時

14時～16時

開催日 開催時間 説明会会場 対象地域

開催日 実施場所 行事内容

10：00～12：00 税を考える週間キャンペーン
　　　　　　　 〈各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､風船等　配布予定〉

10：00～15：30 税理士会による無料相談
14：00～16：00 税を考える週間キャンペーン
 〈各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､風船等　配布予定〉
　 税金クイズコーナー
　　　　　　　 １億円体験コーナー

10：00～15：30　税理士会による無料相談

15：00～17：00　納税表彰式

9：30～14：00　 税を考える週間キャンペーン
　　　　　　　 〈各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､風船等　配布予定〉
　 税金クイズコーナー
　　　　　　　 １億円体験コーナー

ベイシア大網白里店
（大網白里市大網）

ショッピングセンターサンピア
（東金市東岩崎）

ショッピングセンターサンピア
（東金市東岩崎）

東金商工会館
（東金市東岩崎）

山武市産業まつり
（山武市埴谷）

☆11日から17日まで作文・標語・書道・絵はがきの
　優秀作品を、サンピア１階ステージコートにて展示

11月12日
（土）

11月13日
（日）

11月16日
（水）

11月23日
（水）

山武市・芝山町・横芝光町
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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）

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、12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、12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
　2月6日（月）・7日（火）：東金商工会館1Ｆ
　　　　　　　（東金市東岩崎1-5）
　2月10日（金）：健康づくりセンタープラム
　　　　　　　（横芝光町栗山1076）
●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
・脳梗塞・心筋梗塞のリスク検査

電子申告 は税理士へ
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ブロック税務座談会＆異業種交流会
ご案内

ブロック税務座談会＆異業種交流会
ご案内

（公社）東金法人会（公社）東金法人会

　参加される方は、先に発送しました往復ハガキにご記入いただき、ご返送下さい。
　ブロック外及び一般の方はお電話でお申し込み下さい。

（公社）東金法人会 事務局　☎0475-52-0022

　例年、「税を考える週間」の行事として行っております、ブロックごとの税務座談会＆異業種交流会を、
本年も下記の通り開催致します。
　同じ地域でこれまでお話しする機会のなかった経営者の方々と、お知り合いになるチャンスです。
日頃の会社経営の悩み事の解消、情報交換の場として、是非ご活用ください。

東金商工会館
0475
52-0022

第１部：東金税務署 池上副署長による講話
第２部：ものまね芸人によるものまねショー
第３部：異業種交流会

11月30日
（水）
14：30～

東　　金

第１部：講演会　テーマ：弁護士は見た!!　
　　　　～相続（＝争族）と事前対策（終活）の重要性～
　　　　講　師：上原 昌也氏（弁護士）
第２部：東金税務署 池上副署長による講話
第３部：異業種交流会

山　　武

第１部：講演会　テーマ：弁護士は見た!!　
　　　　～相続（＝争族）と事前対策（終活）の重要性～
　　　　講　師：上原 広嗣氏（弁護士）
第２部：東金税務署 池上副署長による講話
第３部：異業種交流会

横芝光 ・

芝  　山

第１部：講演会　テーマ：経営者が知っておくべき年金・
　　　　　　　　　　　　社会保険の知識
　　　　講　師：奴賀 智氏(社会保険労務士)
第２部：東金税務署 池上副署長による講話
第３部：異業種交流会

九十九里

蓮沼
シーサイドイン
小川荘
0475
86-3315

冨士屋
0479
82-0246

南風荘
0475
76-2303

大網白里市
中央公民館
0475
72-0698

第１部：講演会　テーマ：近況 自然災害について（仮題）
　　　　講　師：戸田 和之氏（千葉科学大学 教授）
第２部：東金税務署 池上副署長による講話
第３部：異業種交流会（会場「岩勢」）

11月29日
（火）
15：00～

11月25日
（金）
15：30～

11月17日
（木）
15：15～

11月11日
（金）
15：00～

大網白里

ブロック名 日　　時 場　　所 内　　　　　　容
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11月〜平成29年2月の行事予定
11月  
 7日 （月） 決算法人説明会 東金商工会館 
 8日 （火） 簿記講座 東金商工会館 
 9日 （水） マナー講座 東金商工会館 
　 　　〃 会員増強成績検討会議 東金商工会館 
 11日 （金） 大網白里ブロック　税務座談会＆異業種交流会 大網白里市中央公民館 
 12日 （土） 街頭広報活動（ベイシア　大網白里店）  
　 　　〃 街頭広報活動（ショッピングセンター　サンピア）  
 16日 （水） 納税表彰式 東金商工会館 
 17日 （木） 九十九里ブロック　税務座談会＆異業種交流会 南風荘 
 20日 （日） 横芝光町産業まつり　租税教室 横芝光町役場　駐車場 
 23日 （水） 山武市産業まつり さんぶの森交流センター　あららぎ館 
 25日 （金） 横芝光・芝山ブロック　税務座談会＆異業種交流会 冨士屋 
 29日 （火） 山武ブロック　税務座談会＆異業種交流会 蓮沼シーサイドイン 小川荘 
 30日 （水） 東金ブロック　税務座談会＆異業種交流会 東金商工会館 
12月     
 8日 （木） 税務研修会（印紙税） 東金商工会館 
 　29日（木）～1月3日（火）　冬季休業    
1月    
 12日 （木） 新設法人説明会 東金商工会館 
 13日 （金） 決算法人説明会 東金商工会館
　 　　〃 青年部会 租税教室　　　　 大網白里市立大網東小学校 
 16日 （月） 簿記講座 東金商工会館
 17日 （火）　青年部会 租税教室　　　　 山武市立南郷小学校 
 25日 （水） 県法連　新年賀詞交歓会 三井ガーデンホテル千葉 
2月    
 1日 （水） 税務研修会（酒税） 東金商工会館 
　　　〃 理事会・合同専門委員会 東金商工会館 
 6日 （月） 生活習慣病健診 東金商工会館 
 7日 （火） 　　　〃 東金商工会館 
 10日 （金） 　　　〃 横芝光町　健康づくりセンタープラム
※予定が変更となる場合がございますので、詳しくは当会ホームページをご覧ください。

◆ 税務研修会（印紙税） ◆

日 時：平成28年12月8日（木）15：00～16：30
場 所：東金商工会館1階Bホール

◆ 簿記講座（決算処理の徹底追求！！） ◆

日 時：平成29年1月16日（月）14：00～16：00
場 所：東金商工会館1階Bホール

◆ 税務研修会（酒税） ◆

日 時：平成29年2月1日（水）14：00～15：00
場 所：東金商工会館1階Bホール
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○施設の特徴
　成田空港のA滑走路南端から580ｍの位置に建設さ
れた「ひこうきの丘」は、３つの広場を兼ね備え、空
を飛び交う航空機の迫力を間近で体感でき、航空機フ
ァンだけでなく、家族連れやカップルにもお楽しみい
ただける観光スポットとして誕生しました。
　「ひこうきの丘」という名称は、昨年の７月から
一般公募を開始して、応募のあった33件の中から、
「親しみやすさ」と「分りやすさ」を決め手に選定さ
れました。
　標高の一番高い「展望広場」からは、成田空港の様
子が一望でき、冬の晴れた日には、遠くに筑波山もハ
ッキリと見えます。「ハート広場」は、おもてなしの
心を形にあわらしたハートの形が航空機の窓から見え
る（認識できる）ように設置され、ひこうきの丘を訪
れたお客様には、記念撮影ポイントとして幅広い世代
の方に喜ばれております。緑眩しい「芝生広場」は、
広い空を独り占めする気分でレジャーシートを広げ、
空を眺めながら、ゆったりとした気持ちでくつろいで
もらえる憩いの場です。
○一番のみどころ
　着陸時（北風）は航空機が展望台の真横を通過する
ように見えますので、機体の大きさと迫力に思わず声
をあげてしまうと思います。離陸時（南風）は轟音を
響かせながら滑走路から飛び立つ瞬間がハッキリと確
認できますので、機体の大きさと離陸ポイントの違い
などを観察することも面白いかもしれません。運が良

ければ、機体にキャラクターなどが描かれた特別機に
遭遇することもあります。
　これからの季節は、夕方から日没時刻にかけて鮮や
かな空の色の変化が楽しめることでしょう。また、空
気の澄んだ季節には、滑走路を浮かび上がらせる誘導
灯が点灯する空港の夜景もすてきだと思います。
○楽しみ方のポイント
　飛行機の大好きな方は、午前中を航空科学博物館で
過ごして、その後、お弁当等を近くにある「空の駅」
で購入してから「ひこうきの丘」にある芝生広場で、
のんびりと食べるというピクニックコースはいかがで
しょうか？
　着陸機の数は午後１時半頃から、増えだしますの
で、充実した時間をお楽しみいただけると思います。
　空港南側エリア周辺（スカイパークしばやま）に
は、季節感ある植物と航空機のコラボレーションシー
ンが撮影できるスポットがたくさんありますので、ア
マチュアカメラマンの方は是非自分だけのお気に入り
スポットを探し当ててみてはいかがでしょうか。

発行所／公益社団法人 東金法人会 東金市東岩崎1番地5 TEL.0475（52）0022  FAX.0475（52）4397
発行人／会長 中嶋敏夫　編集責任者／平賀　修 
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郷土史跡名所めぐり 芝山町の新名所「ひこうきの丘」その178

日本の未来 みんなで創ろう 消費税 （横芝光町立光中学校３年生 小林 龍雅さん）
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【施設概要】
〇住所/芝山町岩山2012番6　〇駐車場69台（うち大型車３台）
〇トイレ、自動販売機有り　〇利用時間 6:00～23:00（無料）

緑眩しい芝生広場

ハートマークが浮び上がる「ひこうきの丘」

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。
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