
経営研究会　第26年度通常総会

設立30周年に向けて
日時／平成２６年４月１０日㈭　１８：００～１９：００　会場／名古屋東急ホテル雅の間

「互いの主義主張、こだわりを捨て、“和”を以
て、共に歩こう」。加藤幸博代表幹事が掲げた
キーワードは、多彩な事業に反映された。
蕎麦打ち、手作り香り袋、中でも料理研究家服

部幸應氏による「食で和む　～健全な食生活を実
践する～」は、一般の参加者を含む１６０名が、食
育を通して正しい食知識を身につけ、健全な食生
活を送ることで人生そのものを和ませることの大
切さをクイズ形式で楽しく学ぶことができた。
新代表幹事に就任した服部伸一氏は、「気づ
き」を第２６年度のキーワードとして提唱した。
「人は何歳になっても新しい“気づき”を経験で

きる。人生・仕事・自然・科学に於いて、いまさ
らのように“気づく”ことがあるし、驚くような事
実に“気づく”こともある。友人・書籍から『あっ、
そうなんだ』という出逢いもある。海外で体験し
た日本の伝統・文化・経済の“すごさ”、東日本大
震災の悲惨さは人生において本当に大切なものを
私たちに気づかせてくれた。
ある日営業マンが、顧客が本当に求めているモ

ノに気づくこともある。意図して学ぶことより、
偶然気づくことによって本質を知ることができ

る」
会員に事業の参加を呼びかける言葉は、同志の

心を熱くさせ万雷の拍手で迎えられた。
総会では、事業報告・収支決算議案が承認され、

第２６年度の新幹事２６名と監事２名の選出と第一回
研修会「お洒落な大人の流儀を学ぶ　～お酒の嗜
み方、楽しみ方～」、第二回研修会「元気だせ日
本　～元気は行動の習慣から～　トークアンドラ
イブ」など三回の研修事業計画が発表された。
次年度（平成２7年）は、経営研究会が設立して

３０周年を迎える記念すべき一年となる。
昭和６１年（１９８６）５月８日、３１名の青年部会卒

業生の親睦会として発足した経営研究会は、今や
１5６名の会員を擁し本会事業への影響力も増して
いる。
来賓各位の祝辞は、設立３０周年に向けて他の法

人会と新たな事業を展開することなど期待を込め
た言葉が寄せられていた。

司会
髙阪 一壽氏

開会の言葉　代表幹事
加藤 幸博氏

就任あいさつ　新代表幹事
服部 伸一氏

祝辞　親会副会長
武藤 俊明氏
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社長の“やる気”サポート
新入社員研修会

優れた社員の育成
日時／平成２６年４月２日㈬・３日㈭・４日㈮・７日㈪　１０：００～１６：３０　講座の構成は、４日間単独の４コース　会場／昭和ビル９Fホール

例年5０名前後の参加者が7６名に急増した。
アベノミクス効果で景気が上向いたのか？
企業の意識に変化があったのか？
定員5０名を超える数字からその理由は判断でき

ないが、法人会の優れた研修内容に、新入社員を
派遣させる経営者たちの期待が込められている。
この研修会は、社会人としての基本的なマナー

の習得を主体にしている。講師は県庁市役所の官
公庁から大手の民間金融機関の社員を指導する大
ベテランの森眞江さんと、ANA中部空港社内イ
ンストラクターとして新入社員教育・VIP旅客ア
テンダントを担当したアイミック所属の大原有希
さんが務める。

《新入社員基本研修　２日・４日の２コース》
①　新入社員の心構え
②　執務中のマナー
③　仕事の進め方
④　職場の人間関係

《新入社員のビジネスマナー ３日・７日の２コース》
①　接遇対応

②　社会人の言葉遣い
③　来客と電話の応対
④　魅力的な社員への道

法人会の目指す目的の一つは、未来を託す若者
たちを育てることにある。
この研修は租税教室も行われ、名古屋中税務署

の広報広聴官より初めての給与支払書の見方、給
与の税額計算、年末調書と給与所得の源泉徴収票、
給与所得者の確定申告などの解説を受け、臨時の
アルバイト収入・扶養家族費・医療費など税に関
わる収入と支払いについて学ばせ、学生時代に馴
染みの少なかった税の知識と納税者としての自覚
を身につけさせる研修を兼ねている。

講師と派遣した企業担当者によれば、「新入社
員基本研修・新入社員のビジネスマナーの２コー
スをセットで受講することが効果的で、人として
も優秀な人材に成長している」とのこと。

森 眞江さん 大原 有希さん 広報広聴官

（左）４月２日㈬　（右）４月７日㈪

講師／ファーストキャリア開発代表�社員教育コンサルタント森 眞江さん　（２日・３日）

ビジネスマナーインストラクター養成講師　㈱アイミック 大原 有希さん（４日・７日）

名古屋中税務署 広報広聴官 　（３日・７日）
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苦手意識をもたないで 
楽しく
―赴任されて１カ月余りです。署
内の雰囲気はいかがですか。
　中署は約260名と職員が多いです
から、職員一人ひとりの顔を見て仕
事をしたいと思っています。
　また、組織で仕事をするものなの
で、コミュニケーションを図り、仕
事や人に対して苦手意識をもたない
で楽しく仕事をしましょうと言って
います。
―これまでのお仕事についてお聞
かせください。
　直前は課税第二部次長でした。今
年４月から消費税が上がりましたの
で、その対応がスムーズにいくよう
に事務運営のサポートをしました。
　総務部総務課長のときは局全体の
事務がうまく回るように調整しまし
た。法人課税課長のときは、法人会
の皆様には大変お世話になりまして、
いろいろな会合にも出させていただ
きました。人事第二課長のときは、
採用と部内試験、職員の不祥事の処
分など幅広い仕事でした。
　企画課長のときはe-Taxをいかに

家庭菜園が楽しい�
名古屋中税務署署長

伊藤 時光氏
■プロフィール
昭和２９年９月　岐阜県恵那市生まれ
昭和４８年４月　名古屋国税局　総務部　総務課
　　４９年６月　小牧税務署　法人税・源泉所得税部門
平成６年７月　 尾張瀬戸税務署　法人課税第二部門　 

統括国税調査官
　　１5年７月　世田谷税務署　副署長
　　１7年７月　 国税庁　長官官房　監督評価官室　 

名古屋派遣　監督評価官
　　１８年７月　名古屋国税局　総務部　国税広報広聴室長
　　２０年７月　名古屋国税局　総務部　企画課長
　　２１年７月　名古屋東税務署長
　　２２年７月　名古屋国税局　総務部　人事第二課長
　　２３年７月　 名古屋国税局　課税第二部　 

法人課税課長
　　２４年７月　名古屋国税局　総務部　総務課長
　　２5年７月　名古屋国税局　課税第二部　次長
　　２6年７月　現職
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広げるかが中心で、その前に広報室
長を２年務めましたときは、職員の
不祥事が重なりテレビで３回も謝罪
会見をしました。珍しいことと思い
ます。やった本人の名前は新聞に載
らないのに、コメントした私の名前
は出るので「何をやったの」と言わ
れたこともあります（笑）。
　国税庁名古屋派遣監督評価官の仕
事は、組織運営がうまく機能してい
るかが観点になるのですが、他の国
税局との比較のため、半年ほど国税
庁や他局へ行き、異色の仕事でした。
―印象深かったことをお聞かせ下
さい。
　若いころ、大きな脱税を見つけた
ことがあります。ちょっとした疑問
を報告したことが端緒になり査察が
入ることになり、印象に残っていま
す。尾張瀬戸税務署で法人の一統括
をさせていただいたときは、法人会
の皆様にいろいろ教えていただきま
したし、ボランティアでよくそこま
でされるなと感心いたしました。
　東京の世田谷税務署で副署長を務
めていたとき、１年目は個人と資産、
２年目に法人と徴収を担当しました。
世田谷には、お金持ちの人が多い成

城地区があります。当時、平成15年
ですが、高額納税者の公示がありま
して、約30万人ほどに800人ほど高
額納税者がいました。岐阜県は２百
数十万人で800人ほどの高額納税者
数ですから、いかにお金持ちの密度
が濃いか、驚いた記憶があります。

毎日キノコ採集や 

魚捕りの子ども時代
―お生まれは岐阜県とお聞きしま
した。どんな少年時代でしたか。
　ガリガリの体型で運動神経も良く
なかったのですが、田舎の子どもで
すから、毎日山や川に行き、キノコ
採りや魚釣りをして遊んでいました。
　中学生のときですが、線路脇の土
手で山芋を掘っていて、電車（明智
鉄道）を止めてしまった思い出があ
ります。線路の杭の遥か山側でした
が、汽車が止まって車掌が降りて来
て、「こんなところで何をやってい
るのか」。「芋を掘っている」と返
事すると、「そんなところを掘った
ら、土が崩れて列車の運行に支障が
あると困る」と怒られ、父のところ
に苦情がいきました。あそこなら山
芋があるだろうと父の教えられた場

所だったのですが、中学生ですから
広範囲にザクザクと掘っていたので
しょう（笑）。山芋は１ｍほどの太
いもので、父は怒らずに「よくやっ
た」と言いました（笑）。
―町の少年では経験できない思い
出ですね。
　秋になると、中学校の理科の先生
が「キノコが食べたい」と言われる
のでキノコを見つけるのは得意でし
たから、食べられるキノコを見つけ
てくると先生は、放課後にアイスク
リームをごちそうしてくださいまし
た。夏はニジマスやアマゴを捕まえ
て先生に渡すと「酒の肴ができた」
と、かき氷を御馳走になったのです
が、そんなことは日常茶飯事でした。
―どの辺りにお住まいでしたか。
　いまの恵那市です。川の下流に小
学校がありましたから、高学年にな
ると夏場は川に入って魚を捕まえな
がら家に帰りました。春にはタラの
芽、ワラビを採りました。都会では
珍しいと言われるので、10年ほど前
まではタラの芽をみんなに配ってい
ました。
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常識＝良識になるよう
職員は自己研鑽を
―税務署に入られたきっかけをお
聞かせください。
　商業高校でしたから、３年生のと
きに税務会計の授業で、税務署の方
が租税教室のようなものをされまし
た。そのときに質問をしたら、「い
い質問だね。税務署に入ったらどう
ですか」と言われたのです。家で父
に話をしたら、「税務署を受けてみ
たら」ということで、話が進んだの
です。
―最初の赴任地は？
　小牧です。税務大学校を卒業する
とき、先生から「どんなところに行
きたいか」を聞かれます。みんなは
「地元がいい」とか「何県に行きた
い」と言うけれど、ある先輩から
「赴任地は転勤するのだから、仕事
を希望したほうがいい」とアドバイ
スをもらい、「法人に行きたい」と
希望したら、すんなりと小牧の法人
に決まりました。良かったです。
―税務を取り巻く厳しい環境のな
か、職員にはどのような指導・指示
をされていますか。

　我々の使命は「納税者の自発的な
納税義務の履行を適性かつ円滑に実
現すること」で、納税者の皆様が、
申告・納税を簡単・便利・スムーズ
に行えるように、サービスに努めて
いきますが、まずは納税者の立場に
なって考えて欲しいと職員には伝え
ています。税務署の常識で考えない
で、「常識＝良識の判断」になるよ
うに、そのためには日々新聞を読ん
で勉強したり、自己研鑽することが
大切だと思っています。
―今年の総会では、当会がe-Tax
の普及・定着活動を積極的に展開し
て税務行政の円滑な運営に貢献した
と、国税局長から感謝状が授与され
ました。そのとき、局長代理で感謝
状を贈呈されたのが課税第二次長で
ある伊藤様でした。e-Taxの拡大策、
方向性についてお聞かせください。
　岡谷会長にお渡しするとき、今度
は中税務署に異動できるといいなと
密かに思っていましたので、念願が
叶いうれしく思っています。
　広報室長のときにはe-TaxのＰＲ
をして、企画課長になってe-Tax最
前線で仕事をしました。
　名古屋中法人会の皆様にはe-Tax

の意義をご理解いただき、利用拡大
に向け積極的に取り組んでいただき
感謝申し上げます。私どもにとって
も事務の効率化に大きく貢献してお
ります。
　既に利用されている方には、ダイ
レクト納付のご利用も便利です。
月々の源泉所得税の納付、消費税の
中間納付もできますので、それを
もっとＰＲすれば、さらに広がると
期待しています。
―当法人会は平成２４年に公益社団
法人として新しく発足いたしました。
アドバイスをお聞かせください。
　公益社団法人への移行につきまし
ては、岡谷会長をはじめ役員の皆様、
清水専務理事はじめ事務局の皆様に
多大なご尽力をいただきましたこと
に感謝申し上げます。
　名古屋中法人会は名古屋国税局管
内の法人会の中でもトップクラスで
あり、牽引役であると思っています。
公益社団法人として、引き続き、納
税意識の高揚の啓発並びに地域社会
への貢献活動など、充実した事業を
展開されることを大いに期待してい
ます。
―当法人会は、「広小路夏まつ
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り・昇竜みこし」「ミニサッカー大
会」「暮らしの税金展」「名古屋ニ
コニコランド」など、地域社会の健
全な発展に寄与する社会貢献事業を
積極的に開催しています。
　法人課税課長のときにニコニコラ
ンドに参加させていただきまして、
すごい動員力だと感心いたしました。
今年もぜひ参加させていただきます。

失敗してもくよくよ 
しない
―何か健康のためにしておられる
ことはありますか。
　てきるだけ歩くようにしています。
せっかちなんで早歩きで、いつも副
署長から、もう少しゆっくり歩いて
と言われています（笑）。よく失敗
するのですが、くよくよせずに前向
きに考えよう、物事をポジティブに
考えれば良い方向に行くと思ってい
ます。
―大切にされている言葉をお聞か
せください。
　「天地心」です。中学校のときの
先生に教えてもらったのですが、何
かやったとき、「天は知っている、
地は知っている、自分自身が一番

知っている」という意味です。でき
るだけ、オレが、オレが、にならな
いように心掛けています。
―趣味はありますか。
　いまは家庭菜園です。始めて５年
ほどになりますが、とても楽しいで
す。いま夏野菜が終わって、これか
ら何を植えようか手始めに白菜、ホ
ウレン草、大根、かぶらを考えてい
るところです。１年を通じていろい
ろやっています。
―土をいじることに慣れておられ
るのでしょうね。
　猫の額ほどですが、妻が花壇にし
ていたのを拝み倒して家庭菜園にし
ました。隣の家との間の生け垣の木
を苦労して掘り起こして、そこも菜
園になりました。家庭菜園の種類が
増えて秋の終わりにスナップえんど
うとか絹さやの種を蒔いておきます
と、春にたくさんできて楽しみです。
隣の家に葉っぱが落ちなくなりまし
たし、顔を合わせやすくなり、隣同
士の絆が深まったように思います。
　トマトは４種類、ナスも２種類、
きゅうりにオクラ、枝豆など、無農
薬ですし有機肥料で育てています。
―当法人会は公益社団法人会とし

て税に軸足を置いた事業活動を進め
ています。しかし組織率低下による
財政基盤の弱体化など大きな課題を
抱えています。ご助言をお願いしま
す。
　組織率低下は、法人会のみならず
他の組織においても懸案事項となっ
ています。公益社団法人になられま
したので、非会員の方にも皆様方の
社会貢献事業活動が伝わり、周りに
広まって認知されれば、加入勧奨に
繋がっていくと思います。
　来年１月から相続税の基礎控除が
下がります。２年先には番号制度も
あります。消費税アップもあります。
そうしたときに法人会の活動が伝わ
れば、もっと税務行政に関心が向き、
法人会の活動の輪が広がればいいと
思っています。
　私どもといたしましても、法人会
の活動が一層充実したものになるよ
う、引き続き皆様方の事業活動をサ
ポートさせていただきたいと考えて
いますので、よろしくお願いします。
―こちらこそ、よろしくお願いい
たします。今日はお忙しいところあ
りがとうございました。

平成２６年５月２7日（火）　名古屋東急ホテル
　第３回通常総会に於いてe-Taxの普及・定
着活動に対する国税局長感謝状を贈呈され
た伊藤時光�名古屋国税局�課税第二部�次長
（現　署長）
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健・や・か・サ・ー・ク・ル

人参

資料提供／財団法人 愛知健康増進財団

【栄養と働き】
主な働き
活性酸素抑制…がん予防
免疫力アップ…肌あれ・疲れ目予防
抗酸化作用…動脈硬化・高脂血

症予防

【調理の秘訣】
　オレンジ色ができるだけ濃い
物を選びましょう。カロテンは
油と一緒に摂ると吸収力がアッ
プします。炒め物から煮物、マ
リネや胡麻和えなど、様々な調
理法に適しています。

　人参はアフガニスタン原産で、ヨーロッパ
に伝わった西洋種とアジアに伝わった東洋種
とに大別されます。現在日本で栽培されてい
る人参の多くは、一般的なオレンジ色の５寸
にんじんを代表とする西洋種です。
　栄養面の特色はカロテン含有量の多さで
す。人参に多く含まれるβカロテンは、体内
で必要な分だけ、ビタミンAに変わります。
ビタミンAには、体の抵抗力を高め、活性酸
素を抑制する働きや、動脈硬化などの原因に
なる悪玉コレステロールを減らす作用などが
あります。また視力維持や眼精疲労の回復、
皮膚や粘膜を丈夫に保つことにも効果的で
す。
　実は人参は、葉にもたくさん栄養を含んで
います。カリウム、カルシウム、ビタミンCは、
葉の方が多く含んでいるほど。なるべく捨て
ずに使いましょう。

神無月・霜月 の食材旬

　一説では神無月は、八百万の神々が会議す
るために出雲の国に集まり、どこの神社も留
守になることから旧暦10月を神無月と呼びま
す。ところが、出雲では神有月として人々の
自慢になっています。
　さて、神有月の５日、高円宮家次女の典子
様が出雲大社でご結婚されました。お相手は
出雲大禰宜の千家国麿さんです。もしかする
と、神様たちの議題はご結婚についてかも知
れませんね。

やおよろず

げせん

■人間ドックのご案内
　当法人会では会員企業向けに健康診断費用の一部助成が受けられ
る福利厚生事業を行っています。補助金は１名につき5,000円（年
間一社３名まで）です。

　受診の申し込みは、申込書（法人会ホームページ→福利厚生）に
必要事項を記入してFAXで送信ください。
http：//www.meinaka-hojinkai.or.jp　FAX 052‒242‒9429

ものづくり愛知の至宝
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［解　説］
水葵模様小袖
江戸時代前期　綸子／鹿子絞り・刺繍

　この小袖は入手以来、千姫所用の小袖と伝えられてきました。
　ただし、近年の調査では、自由で明快な意匠形式は千姫の時代まで溯
るものではないともいわれています。
　それでも水葵は葵紋と同様、徳川家を示すモチーフです。徳川家の姫
君ゆかりの小袖と推察できます。
　小袖の図柄は、湿地に生える水葵の葉を伸びやかに表しています。全
体は、ほぼ総鹿子絞りに染め残した流水と葉の輪郭の茎の部分に、鴛

おしどり

鴦
や貝、海

み

松
る

花唐草の模様をこまやかに刺繍であしらわれています。
　大胆な意匠に目が奪われますが、粒が揃った精緻な総鹿子絞りと可憐
な刺繍も見応えのある出来栄えです。

　次回の新春号は、徳川家康着用と伝えられる「葵紋に蝶模様胴服」
です。

　約一万点に及ぶ「松坂屋コレクション」は、呉服デザインのために収
集された経緯から、松坂屋では最近までほぼ社外秘の扱いとなっていま
したが、平成20年（2008）に開催した「小袖　江戸のオートクチュー
ル」をきっかけに一般公開されました。
　J.フロント リテイリング史料館は、染織参考館の閉鎖で京都から名
古屋に移管されたのを機に、その一部を名古屋市博物館と共同でコレク
ションの調査・研究を進め、日本の染織文化の発展に貢献することを理
念に設立しました。
　マツザカヤ美術館の史料室では、①呉服デザイン・意匠・史料  ②大
丸松坂屋百貨店の創業・歴史に関係する史料など、テーマを設定した展
示を開催しています。

千姫　水
みず

葵
あおい

模
も

様
よう

小
こ

袖
そで
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季節を楽しむ和菓子の魅力

水葵模様小袖
提供／一般財団法人　J.フロント�リテイリング史料館

水葵模様の葉の部分

第１９回企画展「松坂屋の発展と交通機関」
　　開催中　～平成２６年１１月２5日㈫
松坂屋コレクション紹介『小袖の変遷 第７回』
　　会期／平成２６年１１月２９日㈯～平成２7年２月２４日㈫

　松坂屋史料室展示の案内

なごや 栄

雀おどり 總本店
本店／名古屋市中区栄三丁目２7⊖１5　Phone／０5２⊖２４１⊖１１９２
営業時間／午前１０時３０分〜午後７時（喫茶 午後６時３０分まで）

無休／元旦のみ休業

芋ういろ
5００円　販売期間�９／１０～３月末

煉栗羊羹
２,０００円　販売期間�９／１０～１月頃
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シリーズ
こだわり見学記

�

栄ミナミ音楽祭 '14
日時／平成２6年５月１０日㈯・１１日㈰　１１：００〜１８：３０
会場／ナディアパーク南・矢場公園、南大津通、南伊勢町・プリンセス大通
主催／栄ミナミ地域活性化協議会
　　　全４４会場・３6０組を超えるアーティストがライブ演奏

ブ レ ー ク ス ル ー

人がいる。　広場がある。

納涼! 栄ミナミ盆踊り＠GOGO '14
日時／平成２6年８月１日㈮　１7：３０〜２１：００、２日㈯　１7：００〜２０：３０
会場／ナディアパーク南・矢場公園
主催／栄中部を住みよくする会
　　　大治太鼓尾張一座、藤たかし・清水たま希演歌、
　　　タヒチアンダンス、縁日・屋台
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日時／平成２6年８月２３日㈯・２４日㈰　１7：００〜２１：００
会場／広小路通一帯（栄〜伏見間）、朝日神社
　　　なごや昇龍みこし、音楽パレード、名古屋マルハチ音頭（名古屋西川流）、
　　　長久手棒の手、豊橋手筒花火、青森ねぶた、津軽三味線、山形花笠おどり、
　　　越中おわら流し踊り／他

第63回広小路夏まつり・昇龍みこしクイーンコンテスト
中　区

街ができる。

第16回にっぽんど真ん中祭り
日時／平成２6年８月２９日㈮　１7：００〜２１：００
　　　　　　　　　３０日㈯・３１日㈰　９：００〜２１：００
会場／久屋大通公園、栄・大須・名古屋駅前、愛知県内２０会場
　　　サイパン、韓国、台湾の３カ国を含む２０９チーム参加
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