ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

第18回 ミニサッカー大会
「税を考える週間」特別スポーツ大会2015
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中法人会TAX坏

参加者／選手18チーム 200名
来場者／保護者
860名
法人会／青年部会
30名
親会
14名
その他スタッフ／
35名

日
時／平成27年11月14日㈯ ９：30〜16：45
会
場／愛知県体育館メインアリーナ
出場チーム／18チーム
幼稚園（年中・年長）部門 ５チーム
小学校（１・２年）部門
13チーム

開会あいさつ
副会長 正木 利和氏

天才博士

選手宣誓

親子税金○×クイズ

来賓あいさつ

名古屋中税務署長

辰巳 安治氏

《主なイベント》
①トーナメントによるミニサッカー大会
②中京大付属中京高校バトンチア部
チアリーディング
③天才博士 豪華景品付き親子税金○×クイズ
④リゾート＆スポーツ専門学校 ストレッチコーナー
⑤ターゲットキック＆PKゲーム
⑥フリースタイルフットボーラーRAPAZ
リフティング パフォーマンス・リフティング教室
⑦元プロサッカー選手 野田 恭平氏
対話式サッカーセミナー
⑧豪華景品大抽選会

中京大付属中京高校バトンチア部

元プロサッカー選手 野田 恭平氏

大相撲の力士像

《表彰》
幼稚園（年中・年長）部門
優勝 FC ホッツ
小学校（１・２年）部門
優勝 イーストール FC

準優勝 FC ACRS
準優勝 FC ACRS

フリースタイルフットボーラーRAPAZ（ラパス）
関西を中心に活躍するフリースタイルフットボール集団
リフティングの技は、プロのサッカー選手よりうまい
NAKA 平成28年新春号
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

宇宙の神秘と科学の面白さを子どもたちに!

名古屋市科学館＆プラネタリウム招待

錦三丁目支部 社会貢献事業

クジラに食べられそうになったアンドロメダ姫をペガサスに
乗った青年が助け、二人が結婚した物語に「すごくいい話」と喜
んだ小学４年生の女の子。
「プラネタリウムの中で流れる音楽と星座が素敵だった」
「星が落ちてくるところは、建物が本当に動いているみたいで
した」
提供

初めてのプラネタリウムに子どもたちからお礼の手紙やアルバ
ムが寄せられた。
先日は、名古屋市科学館プラネタリウムへご招待いただきま
して誠にありがとうございました。
大変人気のあるプラネタリウムの大迫力に上学年男子の子ど
もたちは、歓声の声を上げ喜んでおりました。
なかなか出向くことのない名古屋の中心街で、帰りは大好き
なラーメンを食べて帰りました。
お菓子や図書券もいただき、子どもたちの楽しんでいる様子
を写真にて送付させていただきます。

礼状
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中央有鄰学院（一部抜粋）

名古屋市長

感謝状

中央有鄰学院

日時／平成27年11月８日㈰
会場／名古屋市科学館

11：00〜12：00

対象・内容／名古屋市内養護施設の子どもたち
名古屋市科学館＆プラネタリウム招待
図書カード・お菓子プレゼント
参 加 者／97名(児童・生徒92名・会員５名)

晩秋の雨にかすむ名古屋市科学館
Brother Earth（ブラザーアース）プラネタリウム
アルバム

アルバム

駒方寮

金城六華園

落葉の絨毯の白川公園
NAKA 平成28年新春号
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永濱 利廣氏

どうなる？ ２０１６年の日本経済の見通し

現状はどうか︒リスクをどう読むか

主席エコノミスト

日時／平成 年９月１日㈫ 午後１時 分 会場／日本特殊陶業市民会館
30

第一生命経済研究所経済調査部

市内９法人会合同経済講演会
27

緩やかに回復基調
この２週間で世界経済は中国の減速によって大きく動いています。今
日会場で配布した資料は、印刷の都合上２週間以上前に用意したもので
すので、それをお断りして、お話をさせていただきます。
結論から言いますと日本の景気は比較的良いと考えています。
日本の実質 GDP ４〜６月期はマイナス成長でしたが、７〜９月期は
プラスに転じると予想します。特に製造業のウエイトが大きい中部地方
は好調に推移、日本経済全体の先行きを占う状況になっています。
日本全体ですが、直近で上向きになっているのは電子部品（半導体）
が好調です。秋に発売される iPhone の新製品向けの部品を国内で急激
に増産しているからです。

設備投資と輸出が牽引役
しかし日本全体が良いわけではなく、強いところと弱いところがまだ
ら模様です。
牽引役の設備投資は前年比プラス６％で計画されています。愛知県の
設備投資は前年比29％以上のプラスです。
もうひとつの牽引役は財サ輸出（モノ＋サービスの輸出）で、外国人
観光客が日本でお金を消費する「サービスの輸出」が増加しています。
外国人観光客は、アベノミクスが始まる2012年までは年間約800万人で
したが、2014年には1300万人、今年は1800万人を超えると予想され、2016
年には政府が東京オリンピックまでに目標とする2000万人を超えると思
います。
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外国人観光客が増えた最大の理由は、今年１月に中国人向

す。さらにアメリカが利上げをしてドル高円安になると、日

け観光ビザの発給要件が緩和されたからです。ブラジル人、モ

本経済全体で考えればプラス効果のほうが大きく、特に製造

ンゴル人向けの発給要件も緩和していますし、将来的にはイ

業のウエイトの高い中部地方は恩恵を受けやすいと思います。

ンド人向けの要件も緩和されますからもっと観光客が増える
と思います。

中国経済の減速とアメリカの利上げ

今回の株価暴落
中国の経済指標はそこまで悪くなっていないのに、今回ど
うしてこんなに株価が下がっているのか。

モノの輸出ですが、中国を含めアジア向けが良くありませ

中国は、年明け以降、金融緩和や利下げなど矢継ぎ早に景

ん。アメリカ向けは４〜６月期は下がったのですが、今後は

気対策をして、その効果がようやく秋口頃に出てくるかと思

堅調に行くと思います。最大のリスクは中国経済です。

っていたときに、勝手に株をバブルにして崩壊させたり人民

いま中国経済は日本を抜いて世界第２位、GDP で日本の２

元の切り下げをしたりしたので、市場関係者はリスク性の高

倍以上になっています。世界の GDP の約15％を占める中国

い資産から引き上げたのだと思います。株価の変動を増幅させ

が減速すると、日本への直接的な悪影響よりも間接的な影響が

たのは高速プログラムで、すごい勢いで自動的に売買されてい

大きいです。日本の輸出の約20％がアメリカ向け、２番目が中

るので、一気に売りが膨らんだことも影響していると思います。

国で18％ほどですが、例えば韓国や東南アジアはもっと中国に

中国の経済は、そこまで悪くなっていないですから、実際

輸出しています。中国はエネルギーの消費量が世界第１位なの

の経済データが今月の下旬に出て反転すればマーケットの混

で、エネルギーを輸出している資源国のダメージも大きいです。

乱は沈静化すると思います。

もうひとつのリスクは、いま世界的に株価が暴落していま
すから先送りになるかも知れませんが、将来アメリカが利上
げをするのは確実です。基軸通貨のドルの供給量が減るとい
うことですから、困るのは経常赤字の国で、新興国にとって
は厳しい状況になります。
反面、中国の経済が減速すると原油価格が下がるので、日
本のように海外から原油を輸入している国はプラスになりま

個人消費が伸びないわけ
アベノミクスの最大の成果は、異常な円高株安が是正され
たことと、家計の収入および金融資産がものすごく増えたこ
とですが、問題は個人消費が伸びていないことです。
●昨年はシニア層の消費はそれなりに増えましたが年明け以
NAKA 平成28年新春号
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降は減っています。推測ですが、エンゲル係数が高いシニ

るのです。これは日本経済にとって大きな恩恵があります。

ア層は円安の副作用で食料費の負担が増えているのかも知

ガソリン・軽油・灯油の価格が下がり、天然ガスが下がれ

れません。

ば電気やガス料金、魚やハウス栽培の野菜・果物の価格も

●社会保障の効率化の議論がシニア層の財布の紐を締めてい
るかなとも思います。これまでは現役世代がリタイア世代
を支える構図でしたが、これからは世代内で支え合いをす
る方向に進みつつあります。そんなとき、国が家計の銀行
口座を把握して預金をもっているシニアには応分の負担を
してもらうと議論されていることが報道されたのです。
●2010年にアメリカで発表された学説ですが、社会人になっ

下がり家計の購買力を支える要因になると思います。

円安はどこまで？
日銀はインフレ率２％にいくような見込みが出てくるまで
金融緩和すると言っていますから、もう少し円安が進むと思
います。

た数年間に不況を経験すると景気がよくなっても財布の紐

１ドル120円から130円までになる可能性はありますが、来

はゆるまないそうです。1990年から不況が続いたときに社

年夏に参議院選挙が控えていることと、円安で食料品の値段

会に出た世代（ロストジェネレーション）は、少し収入が

が上がって消費が押さえられていることもありますので、そ

増えても消費につながらないだろうというのです。

れ以上の円安にはならないと思います。

消費の伸びを期待する要素
●「労働・資本・技術」で国の経済のポテンシャルが決まる
と言われます。経済学では、供給能力まで需要が追いつく

アベノミクス３本の矢の効果
【大胆な金融緩和】円安株高で一定の効果を示しましたが、
これからはあまり効果は期待できません。

ことを完全雇用状態（失業率３％を切った状態）といいま

【機動的財政政策】初年度は真水の10兆円でしたが、今年の

すが、そうなると賃金が本格的に上がってきます。いまの

補正予算は３兆円程度で、大きくは期待できません。そうな

調子だと来年度中に到達する可能性があるので、給料が上

ると成長戦略が注目されます。

がり消費が伸びるのではないかと期待したいと思います。
●一時的な特需だと思いますが、昨年度の補正予算のプレミ
アム商品券が始まりました。再来年４月の消費増税の駆け
込み需要もあります。また今年度、富の再分配政策として
３兆円規模で補正予算が組まれると思います。

【成長戦略】短期的には効果は少ないですが、長期的に考え
れば重要です。

成長戦略の目標３つ

●中国経済が減速すると原油価格が下がると思いますが、そ

①日本の「稼ぐ力」を取り戻す。
「法人税率の引き下げ」
「コー

れに加え原油価格が下がる構造的な要因もあります。アメ

ポレートガバナンス・コード」
「賃金アップ」は進んでいま

リカでシエールオイルがとれるようになり、産油国がシェ

す。
「公的年金の運用方針の見直し」は、日本国債の運用比

アを奪われないために意図的に減産せずに価格を下げてい

率を60％から35％にして、日本株や海外の株・債権を買っ
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て円安株高のマーケットを支えています。
②「担い手」を生み出す。50年後に１億人程度の安定した人

算を組むのは確実です。
もうひとつ、1986年に原油価格が暴落し景気回復しています。

口構造を目指しています。出生率をあげるか、優秀なロボ

1986年に衆参ダブル選挙があって与党が圧勝しましたが、今

ットが活躍するか。いまは女性と外国人、シニア層に活躍

回も去年末に与党が圧勝して、小泉政権以来、久方振りの長

してもらい労働力を維持しようとしています。

期政権になっています。長期政権のときは改革が進み期待が

③岩盤規制の改革。
「雇用・医療・農業」です。需要があるの
に規制で需要が押さえ込まれている分野です。安倍首相は、

高まるので投資が増え景気回復が長く続くのです。
2014年の３年後に消費税増税が予定されています。消費税

経済的にパフォーマンスをあげた人が恩恵を受けられる世

が上がるまでは回復が続くと思いますが、バブルになるか、な

の中にしたいのです。デフレになると、頑張って働いても

らないか。私はバブルにならないと思います。1980年後半に

お給料が上がりません。

バブルになったのは土地神話があったからです。また生産年

【雇用】経済が強い国は労働市場が流動的です。目まぐるし
く変化する成長分野に適正なる人材が素早く労働が移動する
と新しい産業が伸びるのです。そうなるための起爆剤のひと
つが正社員の解雇ルールの明確化です。
【医療】団塊世代が後期高齢者になるのが2022年頃からで、
医療のニーズは高まりますが、社会保障の関係で国の負担も

齢人口（現役世代15〜64歳）が増えているときでしたから経
済成長が過熱しやすかったのです。
ですから来年度いっぱい景気は回復、消費税アップ後は一
旦落ち込むでしょうが、2020年に東京オリンピックがありま
すから、それまでは景気はもつのではないかと思います。
マーケットは実際の経済の半年先を動きますから、少し違

増えることが問題です。ジェネリック薬品の利用率を上げる、

う動きをします。来年度前半中に株はピークアウトすると考

シニアの過剰な診察を減らすために窓口負担金を増やすなど、

えます。

社会保障の効率化が必要です。
【農業】有力な企業が農業に参入しにくい規制があるので、

株は公的年金のマネーで支えられている部分がありますが、
来年度前半に調整が終わります。ユーロ圏の金融緩和は来年

それを取り払えば、第一次産業も成長産業になる余地は十分

９月で終わります。アメリカが利上げをしようとしています。

にあると思います。

これらのことを考えれば株の調整の可能性が高く、再来年４

来年度いっぱいまで景気がいいと思う理由

月の消費増税は先送りされるかもしれないと私は思っています。
安倍首相が一番やりたいのは憲法改正です。国民の反発の
ある消費増税と憲法改正と２つを通すのは難しいので、憲法

1980年代後半と足元の経済環境が非常に似ています。

改正を優先して消費増税は先送りされる可能性があり、そう

1980年代後半、経済環境が良過ぎてバブルになってしまい

なればもう少し景気回復は続くというのが私の考えるサブシ

ましたが、85年にプラザ合意で円が切り上げられて景気が悪

ナリオです。ご清聴ありがとうございました。

くなり、政府も日銀も景気対策をして景気が上向きました。
今回も消費税を上げて景気が悪くなったので日銀は追加の
金融緩和をしました。政府も補正予算を組み、今年も補正予

※この記事は平成27年９月１日の講演を要約したものです。
（文責）公益社団法人 名古屋中法人会
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４支部合同講演会

大風呂敷経営 進化論！
日時／平成27年９月18日㈮

会場／ANAクラウンプラザホテル グランコート名古屋 ４支部（橘・平和・正木・松原）合同事業

国内最速で営業利益１兆円を突破
「政から民へのトップランナーになりたい」と、2005

「大風呂敷」の「有言実行」をサポート

年11月ソフトバンクの孫正義の参謀として社長室長を

私が入社した2005年、ソフトバンクは携帯事業に参

８年間3000日務めました。
営業利益が１兆円を突破した企業は日本に３社、
NTT・トヨタ・ソフトバンクですが、ポイントは達成
までの期間で、NTT は118年、トヨタは65年、ソフト
バンクは33年で、国内史上最速でした。

入していませんでした。携帯事業のシェアは寡占状態
で NTT ドコモ55％、KDDI30％、ボーダフォンが16％
でした。
入社したばかりの頃、孫に呼び出され、
「ボーダフォ
ンジャパンのトップのウイリアムから、会社を買って

経営で重要なのは「時代を一歩進んで読む」
「大風呂

くれ」と言われているがと、相談されました。私は買

敷なビジョン」
「逆算で並外れた行動」で、その３つを

えるなら買ったほうがいいと進言しました。買値は１

実践したのがソフトバンクです。

兆7500億円。売上高1.1兆円、営業利益70億円のソフ

グローバルなビジョンを長期的に作り、目標を決め

トバンクです。レバレッジで買収しましたが内実は大

たら逆算方式で行動します。情報を掴んでスピード感

変でコスト削減を徹底しました。また「孫は、インター

をもって行動することが重要で、ヤフージャパンは３

ネット事業はわかるけれど携帯電話事業はわからない。

カ月で立ち上げました。

だからこの事業は失敗する」とマスコミに書かれ株価

松下幸之介は市電がバチパチと火花を散らして走っ
ているのを見て、これからは電気の時代だと、他の人

20

見てきたような感じで孫は僕に話してくれました。

は下落、この話を進めた私は針のむしろでした。
そんな危機的状況のとき、孫は「皆様、ご安心くだ

より一歩先を読み女性の目線で電気釜を発明しました。

さい。10年以内に NTT ドコモを越えます」
。幹部たち

「電気釜は日本の女性を堕落させる」と言われましたが、

はまた社長が大風呂敷を言ったと思いました。しかし

幸之介は「女性を解放する」と洗濯機、掃除機を創っ

そのとき私は孫から聞いていたのです。その２年前、孫

たから、世界の松下になったと思います。

はスティーブ・ジョブズに会っていて、そのときに

孫正義も同じです。これからは IT の時代になると皆

iPod と携帯電話の機能を足したような機種（スマート

が思った1990年代、
「これからはインターネットを持ち

フォンのようなもの）のスケッチを持っていって見せ

歩く時代が来る」と、５年先をタイムマシンに乗って

たそうです。ジョブズ氏はニヤッと笑って「いま考え

NAKA 平成28年新春号

社長の やる気 サポート

松下幸之介から孫正義へ
講師／多摩大学客員教授

前ソフトバンク社長室長

嶋 聡氏

開会あいさつ
平和支部 加藤 幸一氏

ている」と言った。
「それならば、できたら私に独占販

ろ。何がなんでも目標は達成する」
。期限をきって明快

売させてくれ」と言うと、ジョブズは「そんなことは

にして、一番上に上がると違った景色が見えてくるの

できない、なぜなら、まだ君は携帯電話会社をもって

です。

いないじゃないか。でも君が最初に会いに来たから、君

NTT ドコモは強いです。KDDI はブランド力があり

にあげよう」と言ったというのです。同席していませ

ます。血と汗と涙でできるのは営業でしかありません。

んから本当かどうかわかりませんが、孫の心にはそう

１カ月だけでいいから純増でトップをとろうと幹部に

聞こえたんです。その瞬間、2008年頃にジョブズが創

檄を飛ばしました。2007年４月に１カ月だけトップに

った新しい機種を自分が独占販売して、NTT に追いつ

なりました。不思議なのは１回でもトップをとると、自

くために頑張っている姿が目に浮かんでしまったんで

分たちもできると意識が変わるのです。

す。以来、それを実現するために徹底した手を打って
いくわけです。
結果としてソフトバンクが iPhone の独占販売権を

ソフトバンクが次に考えているのは自然エネルギー
事業です。アジアを送電網で結ぶアジアスーパーグリ
ッドです。アジアで一番いい風が吹くモンゴルに風力

入手しましたが、
「スマートフォン革命を起こす、世界

発電会社を作って中国や日本に売ろうという構想です。

中のライフスタイルを変えたい」と２人の考えが合致

習近平には「中国が抱える２つの課題『環境とエネル

したから独占販売できたと思います。

ギー』を解決するために、このアジアスーパーグリッ

2014年５月 NHK ニュースで「ソフトバンク３月期

ドは興味がある」と言ってもらえました。アジアの中

決算、営業利益最高、始めて NTT ドコモを上回る」と

でいがみあっていてはよくありません。そういう意味

ニュースで流れました。10年以内に NTT ドコモを越え

もあって提唱しています。

るという大風呂敷を８年で達成したのです。

松下政経塾の安岡先生に「思考の３原則」を教えて
もらいました。
「短期的ではなく長期的に物事を考える。

１位になれ!!

枝葉末節ではなく根本的に物事を考える。一面的では
なく全面的に物事を考える」です。そう考えると経営

アメリカでスプリントを買収したので達成できたこ

の目標は必ず大風呂敷になります。孫は IT 革命を思考

とですが、孫は言います。
「背が低くて届かなかったら、

の３原則で考え、その結果がスマートフォン革命にな

高い靴を履け。それでも届かなかったらハシゴをかけ

り、世界に挑戦できる会社にしたのだと思います。
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日経シンポジウム

基調講演

昇龍道プロジェクトの今後の展望

日時／平成27年12月４日㈮ 13：30〜15：45 会場／名古屋マリオットアソシアホテル タワーズボールルーム 主催／日本経済新聞社名古屋支社 テレビ愛知 後援／公益社団法人名古屋中法人会 他

大いなる田舎 愛知
古来、中部９県全体の地形は龍の姿に似ていると言

愛知のみならず、中部圏は海外の知名度は低く旅行

われていた。頭は石川県の能登半島、尾を三重県の伊

客が少ない。これまで各県のトップセールスが単発的

勢・熊野と見立てて龍が昇っていく。

に行われてきたが、中部・北陸エリア全体としての PR

この地域には龍にまつわる伝説や祭り、地名も多い。

に至らなかった。平成24年（2012）３月、訪日外国人

ところで、プロ野球球団中日ドラゴンズの名前が初代

旅行者の増加を図るため、中部北陸９県の産官が広域

オーナー杉山虎之助の干支（辰年）にちなんで付けら

的に連携した昇龍道プロジェクト推進協議会（会員数

れたが、これも何かの巡り合わせがあったのかもしれ

256社）が発足した。
（平成27年10月現在1585社）

ない。
三英傑を生んだ尾張。楽市楽座の織田信長、天下人
の豊臣秀吉、徳川幕府三百年を築いた徳川家康。

昇龍道プロジェクト推進協議会の三田会長は基調講
演で、
「東京−大阪のゴールデンルートに訪日客は集中
していて、中部、北陸９県の宿泊者に占める外国人比

当時の江戸城では名古屋弁・三河弁が共通語で使わ

率は全国でも少ないが、伸びしろはある。周遊バス・

れ、尾張藩主徳川宗春公による “ 芸どころ名古屋 ” と文

免税の利便性など受け入れ体制を充実させ、『昇龍道』

化・芸術が開花した。

という名称をブランド化させ、北海道に匹敵するぐら

繁栄から一転して、“ 大いなる田舎 愛知 ” と衰退し
た起因は262年前のある出来事に溯る。

いの知名度にさせたい」と述べた。また2016年伊勢志
摩サミット、2017年国産初のジェット旅客機ＭＲＪの

宝暦３年（1753）
、外様の雄藩・薩摩藩は、幕府より

納入、2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オ

濃尾三川（木曾川・長良川・伊尾川＝揖斐川）の治水

リンピック・パラリンピック、2027年リニア中央新幹

を命じられる。未曾有の難工事と莫大な費用。人的被

線（東京−名古屋）開業と、
『昇龍道』を発信する千載

害は想像を超える悲惨な傷痕を薩摩隼人に遺した。

一遇のチャンスが訪れていると強調した。

明治維新を分岐点として、尾張は時代の主流から外
され続け、国立大学名古屋大学は全国で８番目の第八
高等学校となった一因とも言われている。
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昇龍道プロジェクト
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パネルディスカッション
講師／中部経済連合会会長

昇龍道プロジェクト推進協議会会長

三田 敏雄氏

観光産業と中部の将来

講演後、国土交通省中部運輸局長の鈴木昭久氏、東
海旅客鉄道相談役の須田寛氏、伊勢市観光協会会長・
赤福会長の濱田典保氏によるパネルディスカッション
が行われた。
鈴木氏は３兆円に到達する訪日客の旅行消費額は、
少子高齢化が進む日本に人口が増えるのと同じ効果が
あると述べ、須田寛氏は旅行消費の地域格差を指摘し、
観光地同士のネットワーク・積極的な老舗旅館の訪日
客の受け入れなど、観光産業の近代化を提唱した。濱
田氏は世界に伝える力を観光地が養ない、訪日客が望
む夜間の観光資源の掘り起こしに可能性があると述べ、
2016年伊勢志摩サミットに向けた連携などを提唱した。

基調講演講師

三田 敏雄氏

中部北陸９県は、日本の「まんなか」
昇龍道＝伝説紀行・山岳紀行・サムライ街道・もの
づくり街道等、広域共通のテーマに沿った観光資源を
ストーリー化し、多様な観光資源と併せて訪日外国人

国土交通省中部運輸局長 鈴木 昭久氏

の嗜好に応じた広域周遊を提供する。
◎海外プロモーション
海外のメディア、旅行会社、ブロガー等の招請
海外へのミッション団の派遣
協議会の部会にて海外市場を共同研究
◎国内の観光力とホスビタリティ強化
外国人受入れ環境の整備
交通利用の利便性向上
協議会の分科会にて先行事例等を共同研究
インドネシアへのミッション団派遣（団員76名）

東海旅客鉄道相談役 須田 寛氏

昇龍道春夏秋冬百選選定
昇龍道ウエルカムカード
昇龍道日本銘酒街道
広域観光ルート

伊勢市観光協会会長 赤福会長 濱田 典保氏

NAKA 平成28年新春号
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平成27年度 納税表彰

国税庁長官表彰受賞者（敬称略）
財務省・国税庁納税表彰式
日時／平成27年10月21日㈬
会場／東京都港区三田共用会議所

荒川 愼太郎
株式会社 アラクス 代表取締役社長
東海法人会連合会 理事
一般社団法人愛知県法人会連合会
理事・評議員
公益社団法人名古屋中法人会 副会長

名古屋国税局長表彰受賞者（敬称略）
名古屋国税局・納税表彰式

日時／平成27年10月29日㈭ 10：30〜11：30
会場／KKR三の丸会館

名古屋中税務署長表彰受賞者 （敬称略）

加藤 あつこ

瀧 昌之

株式会社 ボンタイン珈琲本社 代表取締役副社長
一般社団法人愛知県法人会連合会 女性部会連絡協議会 理事
公益社団法人名古屋中法人会 本部理事・厚生委員
錦三丁目支部 理事・事業委員 女性部会 部会長

加藤 育美

瀧定名古屋 株式会社 代表取締役社長
一般社団法人愛知県法人会連合会 評議員・厚生委員
公益社団法人名古屋中法人会 副会長
御園支部 顧問

古市 晴比彦

株式会社 アイミック 代表取締役社長
公益社団法人名古屋中法人会 本部理事・広報委員
橘支部 理事・事業委員

株式会社 東陽園 代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会 本部常任理事・広報委員
千早支部 支部長

辻本 昌孝
丸丹スポーツ用品 株式会社 代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会 副会長
栄東支部 支部長

公益社団法人
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名古屋中法人会

名古屋中税務推進連絡協議会会長表彰受賞者（敬称略）

中山 賀奈子
中山工業 株式会社 監査役
公益社団法人名古屋中法人会

女性部会

日時／平成27年11月11日㈬

10：30〜11：30

会場／KKR三の丸会館

藤埜 大也
理事

水野 幸信
株式会社 ダリヤ 取締役総務部長
公益社団法人名古屋中法人会 本部常任理事
名城支部 副支部長

株式会社 オフィスパーク 代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会 青年部会

顧問

森田 英津子
株式会社 モリタ 取締役
公益社団法人名古屋中法人会

女性部会

長谷川 栄胤
理事

株式会社 御園座 取締役社長
公益社団法人名古屋中法人会
本部監事
栄西支部 常任理事

「税を考える週間」関連事業

平成27年11月11日㈬〜17日㈫
NAKA 平成28年新春号
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