ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
女性部会 署長講演会

日時／平成27年11月12日㈭

11：00〜12：00

ある税務署長の一日（木曜日編）
会場／ホテルオークラレストラン 桃花林 講師／名古屋中税務署長

辰巳 安治氏

会場からの眺望

ホテルオークラレストラン 桃花林
名古屋中税務署長
辰巳 安治氏

桃花林にて
この上なく爽やかな秋の日に名古屋中税務署長の辰巳安治様
に「ある税務署長の一日（木曜日編）
」と題してご講演いただき
ました。
朝の起床から昼食時まで、その様々な風景が目に浮かぶよう
でした。
この間、部下に対する指導の仕方、名古屋人と東京人のマナー
開会あいさつ 女性部会長
加藤 あつこさん

の違い、相続に関する適切なアドバイス、ご自身の健康管理等々、
盛りたくさん楽しくお話しをされ、あっという間に時間が過ぎ
てしまいました。
署長様は毎日をとても楽しく、ポジティブにお過ごしのよう
に拝察致しました。
残りの昼食後から就寝までは次回是非お願いする事とし、桃
花林のおいしい食事をいだたき、盛況の間に閉会となりました。
署長様ありがとうございました。

講演配布資料
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report ／広報委員

須田 晶子

歴史と伝統の館 揚輝荘 聴松閣

女性部会 秋の教養講座

日時／平成27年10月16日㈮

10：30〜12：00

会場／揚輝荘 聴松閣 講師／揚輝荘の会 理事 川部 肇氏 参加者／会員25名・一般７名

揚輝荘は大正から昭和初期にかけて松坂屋初代伊藤次
郎左衛門祐民によって構築された別邸。

揚輝荘座敷・伴華桜・三賞亭・白雲橋が名古屋市指定有
形文化財に指定された。

揚輝荘小史によれば、大正７年（1918）三賞亭茶屋町

３階建ての外観は、和風の屋根にハーフチンバー様式

本家から移築され、揚輝荘と名付けられた。翌年矢場町

（北方ヨーロッパの木造真壁建築様式）
、石積み柱の玄関

五ノ切から移築「揚輝荘座敷」として茶会・園遊会・運

ポーチ、自然木に赤色のベンガラ塗りの真壁風が美しさ

動会などを開催していた。以後、皇族・華族・文化人な

と威厳を放っている。

どの来荘・宿泊が頻繁となり、伴華桜を尾張徳川家から
移築、洋室を新築した。

１・２・３階の各室は中国様式・洋風など各国様式が
ミックスされた造りで、１・２階は展示室となっている。

完成時の昭和14年（1939）には、約一万坪の敷地の中

階段の透かし彫りの手すり子は、当時の棟梁たちの巧

に三十数棟の各種建造物が建ち、池泉回遊式庭園ととも

みな遊び心が見られる。内部の地下ホールには、インド

に、千種区法王町の覚王山の高台に威容を誇っていた。

様式の舞踏場とヒマラヤ山脈を現したガラス戸、インド

かつては、各界の要人や文化人が往来する迎賓館・社

の留学生が描いた壁画と全長170メートルのトンネル（閉

交場として華やぎ、アジアの留学生が寄宿して国際的な
コミュニティーを形成した場所であった。
戦後の高度経済成長期には、聴松閣が松坂屋の若手エ
リートたちの社員寮（３階）として使われたこともある。

鎖）が発見されている。
展示室には、伊藤次郎左衛門祐民の足跡、竹中工務店
の看板、全盛期の揚輝荘全体のジオラマ、名古屋市街の
歴史写真パネルを見ることができる。

平成19年（2007）に名古屋市に寄付。翌年、聴松閣・

舞踏場
ガラス戸はヒマラヤ山脈の姿が
現してある

ガイドの川部 肇氏
聴松閣から庭を展望

NAKA 平成28年新春号
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今年もヨロシクネ

オメデトウ！

ガンバレ日本！
リオ五輪
４年に一度の!? 中ほリンピック
〜知力・体力・時の運〜
主催／青年部会
日時／平成27年９月15日㈫
会場／名古屋クレストンホテル

!!

クラウン
とっぽさん

NEWS
公益社団法人
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名古屋中法人会

納税意識高揚事業

社会貢献事業

名古屋市営地下鉄駅舎に
確定申告啓発ポスター掲示

みんなに笑顔を クラウンがやってきた！

期間／平成28年１月〜３月15日㈫
場所／市役所駅（北改札口・南改札口）、久屋大通駅、

日 時／平成28年１月21日㈭ 13：15〜
会 場／㈻千代田学園 私立松元幼稚園
出演者／ジーニョ、クーリー、アン

上前津駅、東別院駅、
栄駅（東改札口・中改札口・西改札口）、
伏見駅（中改札口・北改札口）、国際センター駅

主催者あいさつ
副会長 高橋 公比古氏

アンさん

ジーニョくん

ク〜リ〜くん

栄駅中改札口

日時／平成28年３月17日㈭
会場／名古屋市立

10：00〜

大池保育園

NAKA 平成28年新春号
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女性部会・青年部会・経営研究会合同事業

新春講演会＆賀詞交歓会
新春講演会》
日時／平成28年１月28日㈭ 18：30〜
会場／中日ビル５Ｆ中日パレス

石原 司郎氏

講師／コメ兵 代表取締役社長

演題／「バブル崩壊後もコメ兵」

〜25年間の戦略・戦術〜

講師
石原 司郎氏

開会あいさつ
青年部会長 岩野 司氏

謝辞 経営研究会
代表幹事 松原 正憲氏

《賀詞交歓会》
日時／平成28年１月28日㈭ 19：30〜
会場／中日ビル５Ｆ中日パレス

来賓あいさつ
名古屋中税務署長

辰巳 安治氏

開会あいさつ
会長 岡谷 篤一氏

アトラクション
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はじめまして
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新しいお仲間です
支部名
会 社 名
㈱プライムコンサルティング
名城
名城
㈱クオリティーアイ
名城
㈱アニバース
御園
岡谷ビジネスサポート㈱
御園
アースホーム㈱
御園
エンプロ㈱
栄西
㈱中部経営計算センター
栄西
㈱田口ゴルフ
栄東
愛知エリア土地開発㈲
栄東
㈱ブリッジ
栄東
㈱トータルレジャー開発
栄東
アバンス㈱
栄東 （公財）にっぽんど真ん中祭り文化財団
栄東
㈱プリンセスジャパングループ
栄東
㈱アドニスライフ
老松
㈱スタジオディテイルズ
老松
㈱大森器械店
千早
㈱メゾン・コーポレーション
千早
㈱E‑レクト
大須
㈱クリエイティブコーポレーション
橘
㈱日建コーポレーション
橘
㈱さとう
橘
㈱エーエムエフ
正木
高光トラスト㈱
錦三
㈲ウルーズ
錦三
㈱SHAKA

坂
楠
若
水
澤
野
馬
田
脇
中
三
天
岡
宮
大
海
大
竹
田
西
浅
佐
藤
河
安
山

代表者名
槙 俊 英
本 道 子
山 浩 一
津 一 誉
田 幸一郎
﨑
晃
淵 富 夫
口 盟季子
田 芳 徳
村 勝 雅
浦 義 弘
野 紀 近
田 邦 彦
本
恵
西 敏 広
部
洋
森 森 次
岡 和 徳
中 勇 貴
村 誠 司
野 敏 之
藤 公 治
田 和 子
野 貴 紀
達 雅 司
本
彩

※平成28年１月15日までの入会分（敬称略）

住
所
中区丸の内3‑5‑33
中区丸の内3‑15‑29 シティハウス久屋大通203
中区丸の内2‑19‑19 沖田ビル1F
中区錦1‑16‑20 グリーンビルディング7F
中区錦2‑11‑5
中区丸の内2‑19‑25 MS桜通6F
中区栄2‑2‑23 アーク白川公園ビル4F
中区栄1‑14‑8 栄KTビル
中区栄5‑2‑38 三ツ桃ビル6F
東区泉1‑1‑27 アビタシオン泉305
中区栄4‑13‑5
清須市阿原宮東108‑1
中区栄4‑1‑1 中日ビル7F
中村区太閣1‑12‑3
南区塩屋町3‑5‑1
中区千代田1‑8‑1
中区千代田5‑17‑13
中区新栄1‑38‑17 メゾン・ド・新栄1F・2F
中区新栄1‑32‑31
中区大須1‑22‑26 名古屋スカイビル10F
中区上前津2‑3‑24
中区千代田3‑22‑9
中区上前津2‑12‑1
中区古渡町18‑8
中区錦3‑15‑13 セントラルパーク地下街内
中区錦3‑19‑30 第3錦ビル1F

営業種別
保険代理店
保険代理店
生花販売及びグリーンリース
営業事務代行業
宅地建物取引業
一般労働者派遣業・有料職業紹介事業
情報サービス
ゴルフ会員権売買
不動産仲介業
広告代理業
レジャー関連
看板業
公益財団法人
美容業
介護
サービス業
医療機器の卸・販売
不動産業
貸しスタジオの運営、ライブハウスの運営、各種イベント音響設営
通信事業
不動産業
建設業
不動産賃貸業
マンション管理業・不動産
美容業
飲食業

アフラック愛知総合支社

〒451−6029 愛知県名古屋市西区牛島町6−1 名古屋ルーセントタワー29階

AF法推-2015-0023-1509032

6月10日
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「住吉の語り部となりたい」̶ ⑧

名古屋の旧町名を復活させる有志の会
料亭つたも主人・深田 正雄

料亭蔦茂の住所は栄３‑ ９‑27、何ともロマンも粋

人のエピソード、そして、大正時代のマップ、そし

も文化も感じさせない。昭和41年の町名変更までは

て、終戦後昭和34年頃の中区住宅地図を自費出版さ

住吉町２丁目26番地、長年にわたり繁華街の中心「住

れボランティア魂豊かに地域の歴史について啓蒙活

吉」といえば料亭の並ぶ花街のイメージが昔の人々

動を実施されています。

には想像できました。それでも町内会とアーケード

「名古屋の昔の町名が失われて久しいです。例えば、

や通りの名前には住吉名が残っているのが救いとも

長者町とか、茶屋町とか、御園町とか、素晴らしい

いえました。このシリーズでも町の説明は全て旧町

歴史のある由緒ある地名がなくなってしまったこと

名、住んでいる人々や商い、歴史を彷彿とさせる趣

は、名古屋人にとって寂しいことです。地名は、歴

を感じております。

史そのものだからです。その地名を消してしまうこ

私の所属している名古屋中ロータリークラブの

とは、歴史そのものの喪失と同じです。昔の由緒あ

2011年８月８日例会卓話で知人の北見式賃金研究

る地名を復活させたい、そう思っている人は多いは

所・北見昌朗さんが、宝暦12年（1762年）江戸中期

ずです。
」北見氏談、そこで「名古屋の旧町名を復活

の名古屋地図を配布しながら旧町名から清州越えの

させる有志の会」を北見さんに代表となっていただ

逸話など興味あるお話に共鳴したのがキッカケとい

き私が世話人となり2012年春に発足しました。

えます。北見さんは、同年に明治時代の地図と著名

そして大村光子議員（減税日本）が2013年３月７

発行元：㈱北見式賃金研究所 社会保険労務士法人北見事務所 北見 昌朗
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日名古屋市議会で、旧町名の復活を求めて個人質問
を行い、歴史好きな河村たかし市長の賛同も受け、有
志の会が正式スタートしました。毎月、例会で旧町
名の認知啓蒙活動を目的に勉強会をしながら由緒の
情報発信や金沢市など町名復活の事例研究などを継

名古屋の旧町名を復活させる有志の会
今後の例会予定

セミナーとお食事・お飲物込、ゲスト大歓迎
会費：お一人様＠6,000円

続しております。
町名を変更するには、住民や事業者など関係者の
理解と協力が必要です。まず地元住民の方々の機運
が盛り上がり、その上で主体的な合意形成に至るこ
とが大切です。そのためには、新しい人々に名古屋
の歴史や地名の由来に興味をもっていただき、旧町
名使用のメリットを感じていただくこと、そして、祭
りやイベント、町内会などで地域の特性・個性と近
世の名古屋歴史文化を知っていただかなくてはなり
ません。

第48回例会 ２月27日㈯ 午後６：00より
会 場：料亭つたも
講 師：名古屋タイムスアーカイブス委員会 長坂 英生氏
テーマ：
「昭和の名古屋」
第49回例会 ３月26日㈯ 午後６：00より
会 場：札幌かに本家栄中央店
講 師：大須案内人 石原 基次氏
テーマ：
「今も昔もごった煮の歓楽街・大須を語る」
講 師：北見 昌朗氏
テーマ：愛知千年企業大正時代編出版記念

名古屋城・堀の外側が「丸の内？」
、御園座が南園
町ではなく「栄１丁目？」……おかしな表示と思い

「名古屋の老舗企業」
第51回例会 ５月21日㈯ 午後６：00より

ませんか？かつては郵便配達には便利なこともあっ

会 場：札幌かに本家 金山店

たかと聞いていますが？

講 師：名古屋大学教授 溝口 常俊氏

例会は興味ある方ならどなたでも大歓迎、ご支援
いただいている日置達郎社長経営・札幌かに本家栄
中央店（南呉服町２）か、料亭つたも（住吉町２）
にて毎月最終土曜日の夕刻６：00より開催、セミナー

テーマ「歴史災害から見る名古屋」
詳しく内容は、HPに掲載
http://www.fukkatu‑nagoya.com

討論会、そして、懇親会を開催しておりますのでお
気軽に参加いただければ嬉しく思います。しばしば
名古屋市長の河村たかしさんも出席され、旧町名へ
の思いを語られています。
（ご希望は料亭つたも・深
田正雄まで

電話：052‑241‑3666）

また、平成20年に中区制100周年を記念して「花の
名古屋の碁盤割」ソングが旧町名をテーマに発表さ
れ、平安桜さんのオカリナ・三味線演奏で栄ミナミ
盆踊り＠GOGOで披露されて話題となり、今夏は各地
域の盆踊りで披露されることも楽しみとなりました。

第46回 旧町名復活させる有志の会 忘年会 2015.12.26 料亭つたも
河村市長、平安桜、講談師・古池麟林と参加者一同

NAKA 平成28年新春号
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バラと女王と良識の国 ̶イギリス紀 行 ̶
会友

私は三十年余り、ヨーロッパ中心

も野党側、市民側の究極の要求は「憲

に、美しいもの、珍しい風習、わが

法」の「改正」に賛成か反対かとい

明けましておめでとうございます。

国が学ぶべきことなどの観光を重ね

う局面に達している。そこで憲法は

世界中でおよそ国家のあるところ

てきた。

それほど簡単に改正できるかという

「憲法」とその「改正」

にはほぼ存在している国の根本秩序に

だがここ数年、世界に制度疲労の

関する法規範が「憲法」である。公共

兆しがみえてきたようだ。特に人間

放送の解説から引用すると、
「憲法」

中心の筈の生活に関連する技術が、

きよりも厳格な手続きを必要として

とは「国の理念と制度をさだめ、権力

先端技術に追い越されかけているよ

いる成文憲法を硬性憲法という。世

の暴走を防ぐために、国の仕事をする

うな光景がしばしば見られるように

界的に見てもほとんど硬性である。

人たちが守るべきルール」となってい

なった。近代化は生活道具から始ま

議会の比較多数決を要求するほか

る。また「憲法以外の法律」は「国が

り、簡単にいえば IT 化の影響で、携

に国民投票に付するという方法をと

国民に守らせる」のに対し、
「憲法」

帯電話などの普及により、街を歩く

るのが一般的である。そこで日本国

は「国民が国に守らせる」
、とある。

女性のスタイルも、かってのスラッ

憲法の改正を見ると衆参両議院の総

文章としての体裁がなく、正式の

としたパリコレ風の体形が、猫背に

数の３分の２以上の賛成で国会が発

立法手続きを経た成文の形式をとら

なり、彼女らの前方をきりっとみた

議して、さらに国民投票または両院

ないものが不文憲法であり、それに

視線も心なしか伏目がちで、目の焦

総選挙の際行われる投票で過半数の

対し成文になっているものを成文憲

点より、耳や機器の方へ神経が行っ

賛成を得なければならないとされて

法という。また成文憲法という語は、

ている。これはどう見ても文化の進

いる（96条）
。全く超硬性の憲法であ

特に「憲法」と呼ばれる一つの法典

化というべきか、退化というべきか。

る。因みに、明治から終戦までの大

の形式をとって存在する憲法をさし

スピーディーになった情報が人の心

日本帝国憲法も天皇主権を規定した

ても用いられる。

をいそがせている。永遠の記録を残

融通のきかない硬性憲法で、軍部が

イギリスは、この意味での成文憲

すより、すぐ消えてしまう目先の連

天皇を抱き込んで敗戦に至った。

法はもたず、現代の世界にあってユ

絡が大事なように見える。女性美の

ニークな存在となっている。

転換期か。

議会が最高機関

疑問にとりかかるとする。
改正について、通常の立法的手続

さて、今回の紀行はちょっと固苦

もう一度憲法の話に戻ろう。日本

概ね憲法がなければ国でないとい

しい憲法の定義からはじまってしま

国憲法は、国際関係がややこじれて

うのが定説だが、多くの日本人は「世

った。

きたせいか、国会でもデモにおいて

界でイギリスだけには憲法がない」

エジンバラ議事堂
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藤間工業株式会社 代表取締役会長 藤間 敏雄
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スコットランド

エジンバラ新市街

と教えられている。別にそれでもい

と、ふだんイバッテいる上司の人に

た）
、一路ロンドンへ向かった。所要

いのだが、実はイギリスには国家の

は痛い目に合わせると笑っていた。

時間12時間半でロンドンヒースロー

基本法が５つ以上あってそれらを総

気骨のある人だが、この人の伯父さ

空港へ16時10分に無事到着。
（この空

称して憲法と呼ぶこともある。大き

んこそ、ご存知の方も多いだろうが

港は15年ぶり。月日の経つのは早い

な特徴としては、法典の形式がなく、

金森徳次郎という憲法学者で、1934

と感じた）国内線に乗り継ぎスコッ

規範は研究者の数だけあると言われ

年に内閣法制局長官に就任。天皇機

トランドの首都エジンバラ空港に21

る不思議な不文憲法で、結局絶対的

関説論者として軍部や右翼と激突し

時10分に到着。この時間でも夕空が

なものを認定する作業は非常に難し

て辞任。戦後吉田茂内閣の大臣に登

ほの赤い。日本の北、サハリン島の

い。憲法があるかないかはどうでも

用され新憲法作成の任に当たった。

更に北の北緯56度で当然だ。古風な

よいと言わざるを得ない。そこでイ

当時の米国占領軍主導の時流を巧み

旧市街を横切ってカールトンホテル

ギリス人が自画自賛して、成文なし

に乗り切り、第一に世界からの敗戦

に着いた。12時近いのに夕焼けが残

でも運営できるのは世界中で自分等

国いじめの圧迫を避けて、第９条で

り、窓からみた市街地が幻想的だ。冷

だけが持つ「良識」（コモンセンス）

名高い超硬性の軍備廃止をうたった。

房が要らない部屋でぐっすり寝た。

の所為であると胸を張る。

第二に深い国民感情をくみ取り、天

第二日。まずはエジンバラ城見物

普通の国では憲法に頼るが、この

皇の憲政的地位に「象徴」という言

だ。今度の旅は雨が多いと覚悟して

国では議会の上院が最高裁判所の機

葉を選択して名付けた。この功績で

いたが、まして北国スコットランド

能を果たすなど、驚くべきしきたり

「日本国憲法」ができた。戦後の危機

ということで、バスを下車した途端

があったりする。すなわちイギリス

は救われた。GHQ 憲法でなく、金

に、雨の勢いが猛烈に。コートをは

は完全な三権分立ではなく、
「議会の

森憲法とでもいうべし。今改正の動

おり、杖をついて小高い岩山の上に

意志が全ての至上」なのである。日

きもあるが、戦後の難しい時代にノー

建つ城の展望広場に着いてホッとし

本人が米国からもらったデモクラシー

ベル平和賞を囁かれる程、政治的意

た。雨がやんで見渡すと、頑丈なゴ

とはだいぶん感じが違う。あえて憲

味でなく半世紀以上の日本を支えた

ツゴツした石造りで威圧的だ。古い

法というなら、緩やかな軟性憲法と

功績を名古屋市民は忘れ去ってはな

大砲がいくつも並び、カトリックの

いうべきか。私はこの国の暖かい国

らぬ。この大偉人の銅像でも建てれ

スコットランドが、宗教改革後のエ

民性が好きだ。

ば？

リザベス一世女王のイングランドに

今回の旅行はイギリスに決めた。
５回目の訪英である。
ちょっと話題を変えるが、若いこ

私の不勉強で既に建ててある

なら、ごめん。

砲口を向けている。有名なメアリー・

北の都エジンバラ

スチュアート女王との従姉妹同志の
確執はルネサンス期の遠いロマンだ

ろ、名古屋市中区上園町の金森さん

2015年 ７ 月 ３ 日 の11時40分 に ヴ

という歯医者さんに通っていた。隣

ァージンアトランチック航空と提携

のように、現代まで尾をひいている。

にスーパーゼネコンがあり、金森さ

した ANA211便で、羽田を発ち（羽

だが今のエリザベス二世はスコット

んの上得意だが、社員が患者で来る

田の国際便は初めてで、便利になっ

ランド王家の子孫だ。
（続く）

北イングランド

が、昨今のスコットランド独立投票

エジンバラ城（ウィキペディアより）
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正副会長会

研修会

第10回・正副会長会議

講演会

▶10月20日㈫

▶12月４日㈮

於 可ん寅
□

於 中日パレス
□

会員増強運動推進状況について

演題「税を取り巻く環境変化と税務行政」

第５回通常総会運営に関する件

講師：名古屋国税局

当面の諸問題
14名

テーマ「申告書の自主点検に関する

テーマ「誤りやすい源泉所得税」

統括国税調査官

2016年春号の企画編集
出席者

広報委員会・取材

61名

初心者のための源泉所得税研修会
▶10月15日㈭

▶11月２日㈪

於 中区役所ホール
□

『この人』
豊川稲荷妙厳寺

本宮 顕道氏
参加者

e‑Tax利用拡大について」

名古屋国税局 局長

副署長

藤田 博一氏

▶11月16日㈪

▶11月17日㈫

パネリスト：

法人会のPR広報誌の配布と入会案内

名古屋工業大学

〜税務行政の現状と課題〜
１名

▶11月25日㈬

デンソー代表取締役

中警察署

社長

ペットボトル５箱を寄贈

出席者

濱田 典保氏

350名（内、法人会員28名）

232社・314名

参加者

名城35名・錦三丁目37名

安中 繁氏
「マイナンバー制度導入による個人

参加者

35名

出席者

金沢市武家屋敷・近江町市場の散策

28名

31名

対象者

於 昭和ビル９Fホール
□

出席者 34社・37名

一般市民約1,000名

錦三丁目支部・社会貢献事業
▶11月８日㈰

於 名古屋市科学館＆プラネタリウム
□

「宇宙の神秘と科学の面白さを！」
参加者 97名

浜名湖舘山寺と鍾乳洞・竜ヶ岩洞の見学
参加者

24名

大須支部・史跡探訪
▶11月27日㈮

（児童・生徒92名・会員５名）

東部三支部（新栄・老松・千早支部）
第８回・文化事業
▶12月３日㈭

彦根城と長浜の散策

於 中日パレス
□

参加者

会員増強運動進捗状況について

34名

『大須演芸場が栄へやって来る！』
〜芸どころ名古屋祝！大須演芸場復活〜

栄西支部・地域探訪

女流講談師

古池 鱗林さん

▶11月28日㈯

江戸曲独楽

柳家 三亀司

スズキ歴史館の見学と可睡斎の参拝

落語家

雷門 獅篭

参加者

NAKA 平成28年新春号

参加者 会員16名
22名

▶10月29日㈬

12名 決算期別研修会（10〜12月）
第２回・支部長組織委員合同会議
▶11月27日㈮ 13：30

33名

児童に法人会グッズやマンガ本を配布

平和支部・地域探訪

出席者

今後の推進策について

大須支部
法人会PR広報誌の配布と加入勧奨

▶10月14日㈬

講師選定について

会員増強運動の実施状況について

▶10月10日㈯〜11日㈰

18名

平和支部・地域探訪

参加者

於 名古屋中税務署会議室
□

大型保障制度推進について

大須支部 地域社会貢献事業

▶10月26日㈪
出席者

第５回通常総会運営に関する件

人には法人会活動をPRした広報誌、

「大須大道町人祭り」
協賛

参加者

▶11月17日㈫

「会員増強運動」
進捗状況検討会

於 老松公園
□

「老松公園夏まつり」 協賛

豊川稲荷〜ラグーナテンボス

新設法人説明会

於 事務局会議室
□

▶８月２日㈰〜３日㈪

入会案内を配付した。

美保の松原と久能山東照宮参拝

鈴木 融氏

▶11月４日㈬

64

老松支部 地域社会貢献事業

イズとサイコロゲーム」
を実施、社会

６名

第８回・総務委員会

参加者 120名

子供会約300名を対象に「税金○×ク

講師：T‑PEC特別認定講師

佐藤 高史氏

山下交通課長の講話

桜山八幡宮・からくり屋台

情報漏洩リスク」

『お時間拝借』
和菓子シリーズ

出席者

「交通安全講習会」
共催

飛騨の小京都〜秋の高山祭り

講師：特定社会保険労務士

藤田 博一氏

参加者

於 名古屋花き市場
□

須田 寛氏

「マイナンバー制度の経営・実務対応」

参加者

▶11月10日㈫

審理専門官（源泉所得税事務

於 昭和ビル９Fホール
□

『大学生・租税教育』

参加者 120人

中部運輸局長

６名 マイナンバー制度の対応セミナー 御園支部・地域探訪
▶11月11日㈬ 13：30
▶10月９日㈮

於 名古屋大学経済学部
□

名古屋国税局 局長

「松原学区まちかど防災訓練」

▶10月９日㈮

鈴木 高之氏

出席者
参加者

於 花春生花地方卸売市場
□

三田 敏雄氏

学長

▶10月20日㈫

担当） 栢原 孝子氏

『職人の技』
中村 貴男氏

講師：中部経済連合会

名城支部＆錦三丁目支部・地域探訪

講師：名古屋中税務署

『局長インタビュー』

参加者 30名

基調講演

支部事業

「源泉所得税の取扱い・
６名

▶11月６日㈮

小ざくら一清

広 勝巳氏
出席者

16名

於 前塚公園
□

「前塚町天王まつり」協賛
子供会に法人会グッズ寄贈

鈴木 昭久氏

法人課税第一部門

▶６月６日㈯〜７日㈰

法人会のPR広報誌の配布と入会案内

「昇龍道プロジェクトの今後の展望」

国土交通省

講師：名古屋中税務署

於 事務局会議室
□

「観光産業と中部の将来」

会長

沼田 美之氏

▶10月27日㈫

16F「タワーズボールルーム」
〜昇龍道プロジェクトの展望〜

講師：名古屋国税局 調査審理課長

第11回・広報委員会

まいあめ工房

調査部部長

確認表の活用について」

委員会

13：30〜 15：45

於 名古屋マリオットアソシアホテル
□

水野 進一氏
出席者

プラスワン事業

日本経済新聞社名古屋支社シンポジウム 松原支部 地域社会貢献事業

調査部所管法人講演会

▶12月７日㈪

支部

20名

参加者 98名（会員62名、一般36名）

行 事 メ モ

合同周年記念事業

税を考える週間

青年部会創立三十五周年
経営研究会創立三十周年
合同記念式典

社会貢献事業

〜特別スポーツ大会2015中法人会TAX杯〜 暮らしのなかの税金展
第18回・ミニサッカー大会
〜にこにこ音楽＆トーク〜
▶11月14日㈯

於 愛知県体育館メインアリーナ
□

▶11月７日㈯

於 名古屋クレストンホテル
□

①トーナメントによるミニサッカー大会

於 若宮広場
□

「原点回帰・魅力ある青年部会」
〜経営研究会と考える、
これからの中法人会〜
来賓18名・青年部会34名・
経営研究会65名

第５回・正副部会長会議
６名

〜習字・作文・ポスター絵はがき〜
れんらくぶくろ「税のデザイン」表彰

②リゾート＆スポーツ専門学校によ
るストレッチコーナー

クラウンパフォーマンス
税の無料相談

⑥ターゲットキック＆PKゲーム

⑧豪華景品大抽選会
参加者

出席者

法人会

委員会事業

「第７回・名古屋ニコニコランド2015」

30名

親会他

14名

その他スタッフ

35名

女性部会

特別イベント”

▶10月12日㈪
於 久屋大通公園
□

（久屋広場・エンゼル広場・光の広場）

③職業体験
（警察・消防・自衛隊）

聴松閣の見学」

講師：揚輝荘の会 理事
参加者

⑤スポーツ体験

川部 肇氏

会員25名・一般７名

於 ホテルオークラレストラン
□

⑨健康相談コーナー

演題「ある税務署長の一日」〜木曜日編〜
5,000名

クイズ参加者
法人会
その他

54名

親会他

24名

スタッフ

40名

署長

▶12月14日㈪

第４回・幹事会

於 ウインクあいち
□

演題「減税か・増税か」

▶12月２日㈬
於 ヴァルコンセール
□

講師：名古屋市長
出席者

出席者

19名

公益財団法人 全国法人会総連合
第32回法人会全国大会徳島大会

▶11月24日㈫

於 名古屋東急ホテル
□

記念講演会

2,000名・当会４名

演題「わたしの料理人生」
講師：料理人

第28回全国青年の集い・茨城大会

坂井 宏行氏

出席者

▶11月20日㈮

430名・当会18名

名古屋中税務連絡協議会

於 茨城県民文化センター
□

演題「いのちの絆を宇宙に求めて」

▶10月13日㈫
於 名古屋中税務署会議室
□

1,600名・当会６名

広報誌「税務なか」
NO124
区分け作業
出席者 ２名
▶10月20日㈫
於 名古屋中税務署会議室
□

会員34名・一般１名

「暮らしの中の税金展」
実行委員会
出席者 ２名

広報委員会・事務局一同
●NHK
●愛知芸術文化センター

錦通
●明治生命ビル

地下鉄東山線
広小路通

●中区役所

●12番出口
●中日ビル

http://www.meinaka-hojinkai.or.jp
e-mail naka1@meinaka-hojinkai.or.jp

地下鉄名城線

中法人会だより〔なか〕
2016新春号 VOL.160

瀬戸線

名古屋中法人会

名鉄

大津通
三越●

栄

■発行人／広報委員長

公益社団法人 名古屋中法人会事務局
昭和ビル3階

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。

公益社団法人

河村 たかし氏
250名・当会４名

女性部会連絡協議会
創立三十周年記念事業

辰巳 安治氏

参加者

130名・当会４名

税制委員会主管講演会

講師：名古屋中税務署

800名

青年部会

出席者

経営研究会

出席者

⑧キッズアトラクション
来場者

115名

的川 泰宣氏

▶11月12日㈭

⑦動物ふれあい体験

「公益事業活動の充実と地域社会貢献」

講師：宇宙航空研究開発機構

署長講演会

⑥ソフトバレー交流

参加者６名

税金クイズ・アンケート

出席者

▶10月16日㈮

④JAF交通安全体験

西尾法人会
210名

於 徳島県立産業観光交流センター
□

秋の教養講座
「揚輝荘

②リトルダンスフェステイバル

「税の啓発活動から租税教室へ」

▶10月８日㈭

於 歴史と伝統の館
□

①TAX○×クイズ大会

来場者

860名

青年部会

〜ココロもカラダも元気な名古屋〜
“体育の日

選手18チーム 200名

来場者（保護者等）

38名

の取組施策」
一宮法人会

「建中寺幼稚園」
園児の合唱

＆ショー

於 名古屋クレストンホテル会議室
□

熱田法人会
「税務コンプライアンス向上のため

「税の作文」優秀作品の披露
（朗読）

RAPAZによるリフティングデモ

によるサッカーセミナー

▶10月28日㈬

〜明日を担う子供たちの育成〜

享栄高等学校チアリーディング部（演技）

⑦元プロサッカー選手・野田恭平氏

第５回・役員会

名古屋中村法人会
「法人会に求められる社会貢献」

小学校（1.2年）
部門13チーム

のチアリーディング
出席者

研究報告テーマ

幼稚園（年中・年長）部門５チーム

⑤中京大付属中京高校バトンチア部

於 事務局会議室
□

於 ホテルキャッスルプラザ
□

小中学生の「税の作品」表彰式

④天才博士の親子税金○×クイズ

▶10月15日㈭

▶12月１日㈪

出場チーム（18チーム）

③フリースタイルフットボーラ―

青年部会

愛知県法人会運営研究発表会

（名古屋中税務連絡協議会）

▶10月21日㈬

出席者

一般社団法人 愛知県法人会連合会

森田 文二

NAKA 平成28年新春号
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