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2feb.

3水　節分〜恵方は南南東の笠寺観音
　　　（笠覆寺）
　　　青年部会・第１回予定者会議
　　　名古屋クレストンホテル　18：30〜
5金　栄西支部事業
　　　「�ミュージカルの見どころと�

� 講話と観劇」
　　　クラウンホテル＆劇団・四季
9火　市内法人会合同講演会
　　　日本特殊陶業市民会館　13：30〜
　　　『これからの日本経済を展望する』
　　　〜安倍政権の重要課題とその背景〜
　　　講師　東京新聞・中日新聞
　　　論説　副主幹　長谷川�幸洋氏
⓾水　県連・事業委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜
　　　第12回・広報委員会
　　　事務局会議室　10：30〜
�木　建国記念の日
�金　決算期別研修会（１〜２月期）
　　　昭和ビル９Fホール　13：30〜
�🈷　経営研究会・第２回研修会
　　　『尾張伝統芸能ナイト2016』
　　　〜知れば�知るほど�おもしろい
　　　中法人会と伝統芸能〜
　　　大須演芸場　15：30〜18：00
�火　県連・厚生委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜
　　　全法連税制セミナー
　　　ハイアットリージェンシー　13：00〜
�水　第33回・調査部所管法人会経営者講演会
　　　講師：名古屋国税局長　藤田 博一氏
　　　ウェスティンナゴヤキャッスル　13：30〜
�木　女性部会・初春の健康講座
　　　講師：五尺坊�申志氏
�土　儺追神事・国府宮はだか祭
�🈷　経営研究会・正副代表幹事会議
　　　囲み屋　17：30〜
�火　青年部会・第７回正副部会長会議
　　　事務局会議室　18：30〜
　　　全法連・総務委員会
　　　全法連会館　11：00〜
　　　第８回・常任理事会
　　　昭和ビル９F会議室　14：30〜
�水　県連・税制委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜
　　　青年部会・署長講演会
　　　『国税組織における人材育成』
　　　〜私のキャリアから見た理想の調査マン〜
　　　新入会員オリエンテーション
　　　『新入会員説明会及び交流会』
　　　名古屋クレストンホテル　18：30〜
�木　県連・組織委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜
�🈷　県連・総務委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜

3mar.

1火　県連・広報委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜
2水　青年部会・第７回役員会議
　　　名古屋クレストンホテル　18：30〜
3木　ひな祭り
　　　 第８回厚生委員会・福利厚生制度推進

協議会
　　　事務局会議室　10：30〜
7🈷　経営研究会・正副幹事予定者会議
　　　囲み屋　18：00〜
8火　第70回・東海法人会連合大会愛知大会
　　　 ウェスティンナゴヤキャッスル　13：30〜
9水　専務理事会議
　　　大同生命ビル　12：00〜
⓾木　女性部会・第７回理事会
　　　事務局会議室　10：30〜
　　　第９回・理事会
　　　昭和ビル９Fホール　13：30〜
�日　《名古屋ウィメンズマラソン2016》
�🈷　女連協・常任理事会
　　　大同生命ビル　12：00〜
�火　第４回・税制委員会
　　　事務局会議室　10：30〜
�水　東海青連協・常任理事会
　　　大同生命ビル２F　13：30〜
�🈷　春分の日
�水　第９回・常任理事会
　　　昭和ビル９F会議室　14：30〜

4apr.

4🈷〜5火
　　　新入社員研修会
　　　社会人の租税教室
　　　名古屋中税務署・広報広聴官
　　　昭和ビル９Fホール
　　　10：00〜16：30
5火　経営研究会・第１回幹事会
　　　木曽路錦店　18：00〜
6水〜7木
　　　新入社員研修会
　　　社会人の租税教室
　　　名古屋中税務署・広報広聴官
　　　昭和ビル９Fホール
　　　10：00〜16：30
�火　第10回・理事会
　　　昭和ビル９Fホール　15：30〜
　　　新入社員研修会
　　　川本製作所会議室　９：30〜
�水　経営研究会総会
　　　東京第一ホテル錦　18：00〜
　　　新入社員研修会
　　　川本製作所会議室　９：30〜
�木　第11回・法人会全国女性フォーラム
　　　福岡大会
�火　決算期別研修会（３月）
　　　昭和ビルホール　13：30〜
�水　青年部会・第36年度総会
　　　名古屋クレストンホテル　15：30〜
　　　県連・総務委員会
　　　大同生命ビル　12：00〜

�木　女性部会・第33回通常総会
　　　名古屋東急ホテル　14：30〜
�🈷　県連・青連協定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　16：00〜
�火　県連・女連協定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　11：00〜
�水　県連・正副会長会議
　　　県連・第11回理事会
　　　名鉄グランドホテル　12：00〜
�金　昭和の日

5may.

3火　憲法記念日
4水　みどりの日
5木　こどもの日
�木　女性部会・第１回理事会
　　　事務局会議室　10：30〜
�火　決算期別研修会（４〜６月）
　　　昭和ビルホール　13：30〜
�水　県連・税制委員会

6jun.

�水〜�金　
　　　「�平成28年度税制改正の�

� 実務ポイント」
　　　昭和ビルホール　13：30〜
�木　県連・第33回通常総会
　　　名鉄ニューグランドホテル　15：30〜
�金　東海青連協・定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　14：00〜
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公益社団法人名古屋中法人会　会長

岡谷　篤一

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様には、日頃から法人会の活動に対しまして深いご理解と暖かいご支援

を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年の世界経済は中国経済減速の影響を受けつつも底堅く拡大が続き、日本経済
の足元はマイナス成長に陥りましたが、企業収益の増加が賃金上昇に結び付き、原
油安や円高の是正もあり緩やかながら回復基調にあります。このような環境の中、
当地域はリニア新幹線、航空宇宙産業、燃料電池車そして医療分野の技術革新、農
業の六次産業化、ドローンの用途開発等成長産業・先端技術への取組がなされ、世
界でも競争力のある「ものつくり」の中枢圏域として、我国成長の原動力となるこ
とが期待されています。

名古屋中法人会は公益社団法人として、社会貢献事業、租税教育、税務研修会等
を進め、６月には、マイナンバー制度に向けた研修会「知って安心！マイナンバー
と税務」、「マイナンバー制度の概要と企業に求められる対応」を開催、「平成27
年度の税制改正の実務ポイント」、７月に「会社の決算・申告の実務」、９月に
「やさしい法人税セミナー」等の税務研修会を開催し、延べ1,530名を超す受講者
が出席致しました。又、10月には市民参加のフェスティバル「ニコニコランド
2015」の開催、11月には、「TAX杯ミニサッカー大会」を主催し200名を超す選手
が参加し好評を博しました。

本年はいよいよマイナンバー制度の運用が始まります。名古屋中法人会は税のオ
ピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し国と社会の繁栄
に貢献する経営者の団体として、税務研修会等を通じて会員の積極的な自己啓発を
支援し、納税意識の高揚と企業経営及び社会の健全な発展を目指すと共に、「保育
園・幼稚園や社会福祉施設へのクラウンの派遣活動」、「ミニサッカー大会」、
「ニコニコランド2016」の開催、学校や職場での「笑顔であいさつ運動」の推進な
どを行い地域社会貢献に努めて参ります。どうか、皆様には今後とも法人会の活動
に倍旧のご理解、ご支援をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

最後になりますが会員の皆様の益々のご健勝と会員各社のご発展、ご繁栄を心か
ら祈念するとともに、関係ご当局の変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

平成28年

年頭のごあいさつ
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名古屋国税局　課税第二部長

栗原　克文

平成28年の年頭に当たり、公益社団法人名古屋中法人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、平素から税務行政につきまして深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
新しく迎える年が、会員企業の皆様にとって希望の多い充実した年となりますことを祈念いたしますととも

に、貴会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一層の貢献をされますことを
御期待申し上げます。

さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、設備投資の増加、住宅投資及び個人消費の持ち直しにより、
景気は着実に回復を続けております。

一方、経済以外の面に目を向けますと、昨年も２名の科学者にノーベル賞が授与され、中でもノーベル物理
学賞は、当局の管内にありますスーパーカミオカンデから生まれた研究成果によるものであり、宇宙の謎に迫
る最先端の研究を身近に感じた出来事でした。更に、ラグビーワールドカップでは、当局の管内のチームに所
属する五郎丸選手の大活躍により日本代表が歴史的な勝利を挙げたことや、国産初のジェット旅客機
「MRJ」が初飛行に成功するなど、世の中の注目を集め、国民が歓喜に湧いた出来事もありました。

そして、本年は、当地域の大きなトピックスとして、伊勢志摩サミットが開催されます。風光明媚な伊勢志
摩地域はもちろんのこと、豊かな自然に恵まれ、日本経済を牽引する産業が集積したここ東海地方が、世界に
知られる又とない機会となることを期待しているところです。

ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化・広域化及び経済社会の国際化・高度情報
化の更なる進展により大きく変化しております。

このような状況の下、昨年10月から導入されました社会保障・税番号制度につきましては、納税者の皆様の
利便性の向上につながるものであり、国税庁が法人番号の付番機関であるとともに、個人番号及び法人番号の
利活用機関であることから、国税庁ホームページや法人会をはじめとする関係民間団体が開催する説明会を通
じて、積極的な周知・広報を行ってまいりました。法人会の皆様におかれましては、引き続きお力添えを賜り
ますようお願い申し上げます。

このほか、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という使命を果たすため、不正
に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者に対しては、厳正な実地調査を実施する一方で、限られた人員等
の中で適正かつ公平な課税が図られるよう、実地調査以外にも多様な手法を用いて、納税者の皆様に自発的な
適正申告を促す取組を進めております。

法人会におかれましては、企業の税務コンプライアンス向上のための取組として、「自主点検チェックシー
ト」等を活用した、企業における内部統制面や経理面に関する自主点検を推奨しておられます。この取組は、
納税者全体の税務コンプライアンスを向上させるものであり、国税庁の使命にも合致することから、国税庁後
援事業とさせていただいており、更なる普及に向けて後押しをさせていただくこととしておりますので、今後
も積極的な取組をよろしくお願いいたします。

また、e-Taxにつきましては、４月から、添付書類のイメージデータによる提出などの更なる利便性向上施
策の運用開始が予定されております。

貴会におかれましては、かねてからe-Taxの普及・定着に多大な御尽力をいただいており、深く感謝申し上
げますとともに、引き続き御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

最後になりますが、公益社団法人名古屋中法人会の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業のます
ますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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■プロフィール
昭和35年９月29日兵庫県生まれ
　　58年４月　大蔵省入省（大臣官房文書課）
　　60年７月　名古屋国税局　調査査察部
　　63年７月　萩税務署長
平成２年５月　外務省　在ドイツ民主共和国日本国大使館 
　　　　　　　二等書記官
　　　　10月　外務省　在ベルリン日本国総領事館　領事
　　10年６月　日本貿易振興会フランクフルト事務所長
　　14年６月　主計局付　兼　内閣府　道路関係四公団 
　　　　　　　民営化推進委員会　事務局参事官
　　16年７月　主計局　主計官（内閣、司法・警察、財務係担当）
　　17年７月　内閣府　政策統括官（経済社会システム担当）付 
　　　　　　　参事官（財政運営基本担当）
　　24年８月　国税庁　調査査察部長
　　26年７月　国税庁　課税部長
　　27年７月　現職
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人材育成が大事
――新春を迎え、税務行政の第一線に立たれた現在の抱負
をお聞かせください。
これまでと同様に、納税者の皆様の自発的な納税義務の
履行を適正かつ円滑に実現することと、納税者の皆様への
サービスを充実していくこと。そして、適正・公平な課税
と徴収を実現することです。
また、半年局長をやらせていただいて、いろいろな仕事
をするためには後進などの人材育成が大事だと感じていま
す。これから何年かすると、ベテラン職員が定年を迎えて
職場を去っていき若い職員に入れ替わるわけですから、仕
事の技術的な面や心構えなどをきちんと伝承していくこと
が大事だと思っています。
それと今年も４月に新人が入ってきますが、昔と違って
だいたい４割が女性職員となる予定です。これから女性職
員が職場で長く主力として働いてもらうために、子育ての
支援や子育て後の復帰などをどうすればいいのか、組織全
体として考えなければいけないと思っています。
男女問わず頑張ってもらいたいので、これらのことが職
場の課題になっていくと思います。
――名古屋局は２回目とお聞きしました。
役所に入って３年目の昭和60年に調査査察部の調査官と
して１年を過ごしました。その頃は名古屋の街中に高速道
路もありませんでしたし、名古屋駅の様子も現在とは全く
違いました。
――名古屋国税局内の雰囲気は当時と比べてどうですか。
当時はあまり景気が良くなくて、翌年くらいからバブル
景気に入っていきました。いま日本はそんなに景気が良い
わけではないですが、愛知県の製造業は頑張っておられま

すので、その頃よりは活気があると感じています。

２年先輩の百嶋元名古屋局長
――兵庫県のご出身とお聞きしています。
兵庫県の三田市です。私の子供の頃の三田市は人口３万
人程でしたが、旧市街地と離れたところにあった丘陵地帯
が宅地開発されてニュータウンとなっていたり、関西学院
大学があったりして、いまは12万人程いると思います。
――どのような学生時代をお過こしでしたか。
中学・高校は中高一貫の男子校でした。学校はすごい田
舎にあり、広大な敷地がありました。山全体がキャンパス
で、野球部が強かったこともあって硬式野球と軟式野球の
両方のグランドがあったほか、サッカー場もあり、非常に
自然に恵まれた環境でした。
部活動はしていませんでしたが、高校のときに仲間と一
緒にアマチュア無線のサークルを作って活動していました。
――いまの進路はいつ頃決められたのですか。
京都大学の法学部に入ってからいろいろな先輩の話を聞

いて「役所もいいかな」と思ったのが大学３年の頃です。大
学２年からボランティアで法律相談を受ける法律相談部に
所属していて、受けた相談の回答を作成するためによく部員
で議論をしました。回答作りは学生だけでは不安なので教
授にも監修してもらっていたのですが、監修の合間に教授か
ら先輩の進路の話を聞いたり、議論の合間に先輩から色々と
話を聞いたりしているうちに、役人になろうと決めました。
東大と違って京大の先輩で役人になっておられる方は少
なかったのですが、その時の２年先輩に名古屋国税局長を
されていた百嶋さんがおられました。いま百嶋さんは大阪
の造幣局の理事長をされています。
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必ず朝１時間のウォーキング
――趣味、健康法などをお聞かせください。
趣味と実益を兼ねてウォーキングをしています。以前から歩

いているのですが、名古屋に来てからも健康のことを考えて、
毎朝１時間、宿舎と名城公園を必ず歩いて往復しています。
朝のウォーキングだけではつまらないので、休みの日に
東京へ帰らない時は、できるだけJRや名鉄、近鉄の
ウォーキングのイベントに参加してあちこちへ行くように
しています。私よりずっと元気なご年配の方々が多いです
ね。自分の足で歩くのと車で行くのとでは違うものが見ら
れますし、きっかけがないとなかなか歩けないので、いい
かなと思っています。
――座右の銘などありましたらお聞かせください。
特にないのですが「なんとかなる」でしょうか。過去の
経験から「なんとかならないことはない。みんなで考えれ
ばなんとかなる」と思って仕事をしています。
というのも、最初に大蔵省（財務省）に入ったのですが、
大蔵省というところは他の省庁に比べていろいろなことに
チャレンジするところで、「なんともならない」と思われ
たことでも皆で「なんとかならないか」という発想で、
チームプレーで解決してきた役所なのです。
あきらめずに何か突破口がないかと考える。楽天的では
なく、粘ってやるということです。

通貨レートの大事さを痛感
――さまざまな要職を務められ、また海外への赴任もされ
ていますが。
運がいいことにいろいろな仕事をやらせていただいたと
思っています。
財務省で長かったのは主計局ですが、いろいろなことに
遭遇する機会が多かったと思います。

萩の税務署長を務めたときには消費税が導入されました。
その年は年末まで国会が伯仲して12月末に法案が通って、
翌年４月に施行となったのですが、署内が一丸となって法
人会や青色申告会、業界団体などに対して広報を行ったこ
となど、貴重な経験となりました。
その後、ドイツ語を勉強したこともないのに「研修する
から大丈夫」と言われ、ドイツに赴任しました。しかもド
イツ民主共和国（旧東ドイツ）にです。異動の内示を受け
たときはベルリンの壁がまだ存在していて、研修を受けて
いる間にベルリンの壁が崩壊しました。それから赴任して
半年でドイツが統一されてしまったのです。
ドイツ統一後もベルリンの領事館に領事として駐在し、
この３年間で経済の民主化の過程をみることになり、通貨
レートが非常に大事であることを身をもって知りました。
ドイツの統一のきっかけは、専門家の警告にもかかわら
ず、「東ドイツと西ドイツは同じ国だから同じ通貨にした
い」という民衆の素朴な希望を受けて、東ドイツの人に有
利な１：１のレートで西ドイツの通貨に統合したことです。
１：１のレートで通貨統合した結果、東ドイツでは西ドイ
ツに比べ経済に実力がないのに大幅な通貨価値の切上げを
行った状態となって、材料費や賃金が高くなり、東ドイツ
の国営企業はコスト高で仕事が受注できなくなり、半年で
全部倒産してしまいました。その結果、東ドイツの経済が
もたなくなって西ドイツに統一されてしまいました。
この時、無理なレートでの通貨統合は、過激な効果をも
たらすのだと痛感しました。その後、旧西ドイツはずっと旧
東ドイツへの財政支援を続ける重荷を負うことになります
が、第二次世界大戦の結果の分断を平和的に統一した国は
どこにもありません。北方領土と比較にならないような大き
な領土と千何百万人の国民がいたにも関わらず、１発の銃
声もなく統一したのは素晴らしいと思います。
その５年後、再びドイツに赴任し、ジェトロの所長とし
てフランクフルトに駐在しましたが、その時はちょうど、

ききて／森田文二・加藤育美・堀江陽平・清水正彌
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ユーロの通貨統合のときでした。
国内で印象に残っていますのは、平成14年に道路公団の
民営化推進委員会の参事官をしていたときのことです。道
路公団をはじめとした４つの公団の民営化について猪瀬直
樹さん達の議論をサポートしました。それも興味深いこと
でした。

使いやすくなったe-Tax
――e-Tax、ダイレクト納付の利用割合の向上、ICT申告
の普及拡大、今後の方向性についてお聞かせください。
名古屋中法人会の皆様にはe-Taxの普及拡大の趣旨をよ
くご理解していただき、e-Taxの利用促進に積極的に取り
組んでいただいております。改めてお礼申し上げます。
e-Taxにつきましては、法人の場合、平成28年４月から
e-Taxで申告する際に、添付書類は紙ではなく、データで
提出していただくことを可能とするなど、できるだけ手間
がかからないように機能修正を行っています。
また、個人の方の申告についても、平成28年１月から国
税庁HPの確定申告書等作成コーナーに、給与・公的年金
所得者向けの簡易な申告書作成画面を設けるなど改善を
図っています。
――マイナンバー制度が導入され、法人会ではマイナン
バー制度対策の冊子を配布したり、研修会を開催するなど
しています。
名古屋中法人会の皆様にはマイナンバー制度の導入に向
けていろいろとご協力いただきありがとうございます。
マイナンバーが国民の皆様に普及すると便利な使い方が
できると思います。
税務当局としてもこれまで以上に引き続き説明会の開催
やリーフレットの配布など幅広い広報に努めたいと考えて
います。また、国税庁HPのマイナンバー特集コーナーに
はマイナンバー制度の情報が掲載されており、昨年の10月

からは各税務署にもマイナンバー専用相談コーナーを設け
ています。お気軽にご質問ください。
――１月から申請書や届出書にマイナンバーの記載が必要
になりましたが。
中途退職者がおられて源泉徴収票を作成するときや、臨
時に外部の先生に講演をお願いして支払調書を作成すると
きなどにマイナンバーの記載が必要ですので、慌てないよ
う早めに対応していただければと思います。

新しい制度は早めに情報提供
――名古屋中法人会は公益法人として３年目を迎えました。
しかし法人会の認知度はまだ低く、組織率、財政基盤の弱
体化など厳しいものがあります。
　法人会へのご助言をお願いします。
マイナンバー制度もそうですが、法人会の皆様のご協力
があって税務行政がスムーズに行われています。法人会の
活性化は重要であり何らかの対応は必要だと思っています。
厳しい状況の中、会員の皆様以外の方たちにも多数参加し
ていただけるミニサッカー大会やニコニコランドなどの公
益事業も展開していただいています。また、会員の皆様の
創意工夫で地元のお祭りにも協賛されていますし、そうし
た素晴らしい活動を続けていただきますと組織率の向上に
も繋がっていくと思います。
私どもといたしましては、関係機関や他の団体等との繋ぎ
役など、できることがあれば努力いたしたいと思いますので、
遠慮なくご相談ください。また、マイナンバー制度など新し
い制度に関する情報を少しでも早く、分かりやすく提供する
ことが皆様のメリットになると考えていますので、情報が入
り次第、速やかに情報提供させていただきたいと思います。
――今日はお忙しいところ、いろいろお話をありがとうご
ざいました。これからも法人会活動へのご支援、ご協力よ
ろしくお願いします。

◆局長講演会
「税務行政の現状と課題」 平成27年11月17日㈫　14：45〜16：15

名古屋大学経済学部
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

なごやヤングジャズフェスティバル　次世代につなげる幹を育てよう!!
女性部会　社会貢献事業

中電ホール前は長蛇の列

会場案内のスタッフ

入口案内

来賓席　名古屋中税署長　辰巳 安治氏

受付

主催者あいさつ
女性部会部会長　加藤 あつこさん8　NAKA��平成28年新春号



アルトサックス奏者　𠮷野 ミユキさん

終演後のロビー

中３と高３の部員は、受験勉強のため今日の演奏が最後とあっ
て、午前９時からの練習に気合が入っていた。

指導したアルトサックス奏者の𠮷野 ミユキさんは、「さすがに全
国大会１位と２位のビッグバンドは飲み込みが早く、難度の高い奏
法を短時間で習得してくれました」。

東京を中心に全国で活躍する𠮷野 さんは、フリーヒルズオーケス
トラの子どもたちに、弟妹のような親しみを感じている。

快晴に恵まれ、開演を待つ行列に女性部会の笑顔が見られる。軽
快なリズムが満席の会場に溢れ、𠮷野 さんとの合同演奏でクライ
マックスとなる。

終演後のロビーには、最後の演奏を終えた女の子たちが涙ぐんで
いた。

女性部会が掲げる“次世代につなげる幹を育てよう”。
音楽に寄せる情熱とチームワークが、子どもたちの未来を力強く

切り開く。

日時／平成27年９月23日㈬　13：30〜15：45
会場／中電ホール

参加者／372名（会員33名・一般339名）
出演者／フリーヒルズジャズオーケストラ
ゲスト／アルトサックス奏者　𠮷野 ミユキさん
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

第７回 名古屋ニコニコランド2015　ココロもカラダも元気な名古屋
地域社会貢献事業

受付　税金○×クイズ

主催者あいさつ　副会長　髙橋 公比古氏　久屋広場特設ステージ

名古屋中税務署ブース　ペーパークラフト

《主なイベント》

①TAX○×クイズ大会
　子どもたちが「うちわ」で答え、景品をゲットする税金クイズ大会
②リトルダンスフェスティバル
③職業体験
　警察・消防・自衛隊など働く乗物が大集合
　操縦席に乗り、制服を着て記念撮影
④JAF交通安全体験
　シートベルト体験　子ども用免許証の発行
⑤スポーツ体験
　陸上競技・ゴルフ
⑥ソフトバレー交流
⑦動物ふれあい体験
　わんちゃん、ウサギさん、やぎさんなど動物とふれあう
⑧キッズアトラクション
　「ふあふあ」で元気にワイワイ
⑨健康相談コーナー
　乳ガン検診車両、歯の健康相談
⑩歌とパフォーマンス
⑪グルメワールド屋台村
⑫会場公園のゴミ拾い

10　NAKA��平成28年新春号



日時／平成27年10月12日（月・祝） 10：00〜16：00
会場／久屋大通公園（久屋広場・エンゼル広場・光の広場）

来　　場　　者／5,000名
ク イ ズ 参 加 者／800名
法　　人　　会／青年部会54名、親会他24名
その他スタッフ／40名

天才博士と大会MCのAKI氏　税金○×クイズ

e-Taxマスコットのイータ君 職業体験コーナー　アトラクション ソフトバレー ストレッチコーナー
青年部会　加藤 紘子さん（左）
リゾートスポーツの三輪 侑菜さん

白バイに乗って記念写真 リトルダンスフェスティバル 豪華な景品に大喜びの女の子 ライブ　エンゼル広場
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