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バラと女王と良識の国 ̶イギリス紀 行 ̶
会友 藤間工業株式会社 代表取締役会長 藤間 敏雄

湖水地方は墨絵の世界
第５日も曇り空。ガイドのクララ

も見えるが、殆ど墨絵の世界だ。湖
水地方はこれにて終了で明日はチェ
スターに向かう。

ものでもない。
25㎞南のチェスターは城壁に囲ま
れた町で、私にとり２度目の訪問で

さんとウォーキングに出発。この土

第６日（７月８日）は久しぶりに

ある。城壁はローマ帝国領時代の

地特有のスレート状の石を積み重ね

青空が広がった。およそ120㎞南方へ

BC80年頃に木製で建設され始めた

た家が並ぶ道を抜けて、牧草地帯を

走り、イングランドとウェールズの

のが起源である。その後砂岩に改築

越えると、ゆるく長い上り坂になっ

境近くの総構え城壁都市チェスター

され、延長されて、現在のような3.2

た。道は連日の小雨で泥まみれ。道

へ向かった。途中ランカシャー地方

㎞に亘るサーキット状になったのが

端の草はまだましで、一番遅れた私

にさしかかると、平地が増え徐々に

12世紀頃だった。アイリッシュ海河

共夫婦は草を歩いたが、私が先に転

工業地帯の様相を示してきた。東側

口に近いディー川に面し、かつては

び、手で支えたので掌が濡れただけ。

に産業革命の先駆都市として世界を

英国西海岸最大の港町だったが、港

ところが妻が何と続いてうつ伏せに

リードしたマンチェスターが遠望さ

が遠浅になって衰退したので、リバ

転びコートが泥まみれ。皆さんが急

れ、西側には17世紀以降、急激に発

プールに繁栄を奪われた。町は木骨

いで戻って起こしてくれて有り難か

展した英国最大輸出港のリバプール

組のチューダー様式の家々が並び町

った。先頭のクララさんが一番驚い

がある。この両市を結ぶのが、スチー

の全体がカラフルで観光客も多く、

て「大丈夫ですか」と英語で（当た

ブンソンが発明した世界最初の蒸気

陽気な雰囲気で、まるでおとぎ話の

り前だが）心配してくれた。幸いケ

機関車が走った鉄道である。

世界だ。ホテルの夕食は９種類のパ

ガもなく、妻も笑顔を取り戻してホ

リバプールは、活気はあるが雑然

ンの説明から入り、メインはポーヂ

テルに戻った。こういう予想された

とした、世界の富を背負った物流都

ト・ビーフ・フィレが美味。妻も「や

悪条件はヌクヌク最新マンション住

市だったが、17世紀に、リバプール

っとイギリスね」と喜ぶ。彼女は時々

まいの私への自然の警告だと、これ

方言で、愛と平和を歌いあげた４人

明確な感想を述べるので怖い存在。

は旅の貴重な土産だ。

組のザ・ビートルズが登場して世界

午後、ウインダミア湖のクルーズ

中の若者の心をつかんだ。音楽史的

コッツウォルズは美しい

は、雨もやみ湖面から白鳥が飛び立

にはプレスリーと共にプログレッシ

第７日は快晴。コッツウォルズ地

ち、ふと道元禅師の詠じた「水鳥の

ブ・ロックへの道を開いたと言われ

方へ向かう。正午近くにシェイクス

行くもかえるも跡たえて されども

ている。

ピアの生誕地、ストラットフォード

ビートルズは「エスペラント」を

に到着したが、ここも以前に訪れた

誠に静寂だ。岸に時折ホテルなど丹

歌詞に使ったものが数曲あるようで、

けれど、今回は全く前のコースで見

頂のごとき赤や雪のごとき純白の色

その点でも「平和」の使徒以外の何

なかったところで得をした。

道は忘れざりけり」を思い出したが、

チェスター市内
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観光のスタートは文豪が洗礼を受

の館。17世紀に派遣されたアイルラ

な田園であり、だから世界遺産第１

け、そして眠っているホリー・トリ

ンドを独立させた急進的清教徒。一

号なのである。また来たい「田舎」

ニティー教会。次いで西郊の妻アン・

日としてイングランドでは評判があ

だ。その中心地ブロードウェイから

ハサウェイの生家へ行く。今でいう

まり好くないオリバー・クロムウェ

東南30㎞、オックスフォード大学北

「できちゃった婚」で８歳年長の未亡

ルも、ここに滞在していたという。

西のウッドストックの大広野に一際

人アンをものにしたという。アンの

第８日はまさに爽涼の快晴。一日

目立つ大宮殿は前大戦争の宰相チ

家は藁ぶき屋根が大きい豊かな農家

小さな町・村と英国庭園の観光へ。先

ャーチルの生家である。1709年に初

で、当時窓の数で税金が決まったそ

ずボートン・ザ・ウオーターは川が

代マールハラ侯爵ジョン・チャーチ

うだが相当多い。

町の中心を静かに流れている。町の

ルがスペイン継承戦役に勝利したの

中心部のシェイクスピアの生家を

旧市街を９分の１にして再現した模

を記念しアン王女から与えられた土

観光した。彼の父は裕福な手袋職人

型の村があり、皆さん童心に帰り、ガ

地にブレナム宮殿と名付けた。

で市長まで務めたが、家産が傾くと

リバーの気分で愉快だった。

ここは1987年に世界遺産に登録さ

跡取りの彼は本心で夢見ていた役者

ハイブリーには創建14世紀の趣あ

れた。イギリス・バロック様式の宮

や劇作家になりたくてロンドンへ家

る石造りのコテージがあり、もとは

殿で、バンブラの設計により1724年

出した。彼の作品は御存知の方も多

羊小屋で、今は毛織職人の作業兼住

に完成した。現在は11代目侯爵の住

いだろうが、有名なセリフ最長のハ

居になり英国の産業形態の大変化を

居である。専属ガイドの「ひろさん」

ムレットの心は難解だが、最近判明

物語っている。食後は有名なヒドコ

が昔の貴族の生活を語ったが面白か

したのは叔父と父の争いは当時の宗

ット・マナー・ガーデンを楽しんだ。

った。跡継ぎのお嫁さん探しは、ま

教改革のからみという。宗教がから

米人 L・ションストン氏が1950年に

ず千人くらいの応募者が来る。条件

むのでハムレットの言動は迂遠にな

造った庭園で、この庭園の影響でか

はまず才色兼備だが最終的に７人に

ったという。私の好きな作品はスト

つてのラテン式仏伊に多かったシン

絞られる。その美人達を入札にかけ

レートな純愛「ロミオとジュリエッ

メトリックな整形庭園を脱し、イギ

る。決定要件は持参金だ。この話な

ト」だ。内庭で有名なバルコニーの

リス風の風景式庭園の集大成とされ

どイギリス式のユーモアである。

名場面を俳優が演じたので、終わっ

る。自然の造形を重んじるタイプは

てからジュリエット嬢に握手しても

日本庭園に共通する精神を感ずる。

尚な詩人ワーズワースでさえ、
「湖水

らったが、日本語でニッコリと「有

小さな薄い花々は小袖の柄のようだ。

地方案内」の終幕の中で「アルプス

り難う」といわれ日本人として光栄

１万２千坪の敷地内にはそれぞれ

は崇高性があるが、最高峰へ登って

だった。妻は売店にいて気づかない。

テーマがある20以上の生垣で区切ら

も海は見えない」と威張る。これも

れた庭が置かれている。

ユーモアで結んでいる。

観光地で雑踏するストラットフ
ォードを出て、緑、清流に彩られた
コッツウォルズのハニーカラーの石

話を戻すが湖水端に住んでいた高

洒脱なラストは英人に身についた

ブレナム宮殿

ものである。ブレナムには8.9平方

の建物が並ぶ町ブロードウェイに到

第９日も快晴。コッツウォルズ地

メートルにわたる大庭園があり、国

着。宿泊ホテルは400年以上前の貴族

方は東洋、西洋を越えた夢幻のよう

花のローズガーデンが満開だった。こ

ストラトフォード シェイクスピア生家
庭園での演劇「ジュリエット」バルコニーの場

ブレナム宮殿 チャーチルの生家
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の庭園は現在のイギリス式庭園の基

もっともこういう国民感情を重視

確立しているが、信仰者との対立が

本として名高い。こんな大規模な宮

する政策変更は過去にも例が多く、

今でもあり、例えば米国でもダーウ

殿にも戦後のイギリス病という不況

瞬間的には投資者や欧州大陸の EU

ィンを認めている人は半数しかいな

は痛く、現在は相続時の納税などで

加盟諸国に打撃を与えたが対応策と

いという。米国人はその程度の人も

貴族は土地建物は手放して、公爵は

しては今後の対話に持ちこされてい

多く、今回のトランプ旋風にも現れ

代表管理人という格で（但し上院議

る。

ている。

員だが）
、
「ひろさん」とガイドの打

ダーウィンの功績

変わらないイギリス

ち合わせしている毎日。日本人は安

ここで英国の歴史上の大物は誰か

話を変えて、私がイギリスに初め

さて絢爛豪華な宮殿を去って、10

と考えると、非常に多くて一人一人

て訪れたのは30年程前（1982年）だ

㎞走りロンドンに近づいた。車が多

挙げるのに困惑してしまうが、経済

が、その頃と現在と何が大きく変わ

くなってきた。イギリスで日本車に

のアダム・スミス、政治のウィンス

っているかを列挙してみると、本質

ついて注意していたが、車種では東

トン・チャーチル、物理学のアイザ

的には他の欧州諸国と同じく、あま

海地方に縁の深いトヨタ車が意外に

ック・ニュートンなどは世界をリー

りの歴史の深みで、変わっていない

少なく、最多はニッサン、次いでホ

ドした名前であるが、私は敢えて２

印象というのが本音だが。

ンダという感じである。長い間の営

人。ウィリアム・シェークスピアと、

業努力の賜物だろうが燃料革命もあ

チャールズ・ダーウィンを重視した

じで経済が停滞して「イギリス病」

り将来はどうなるか。

いが、紙面の都合で「進化論」のダー

といわれる苦しみの中だったが、そ

ウィンを生物学のみならず、思想を

の後80年代のサッチャーの厳しい改

一新した人物として挙げたい。

革により（90年代半ばのサッチャー

心してよいだろう。

第10日は一日中ロンドン、午前中
にナショナルギャラリーへ15年振り

１：30年前は、ロンドンも暗い感

に行ったが、素晴らしい名作が数え

彼の具体的功績としては、聖書の

の最後の大仕事といわれる）
、ようや

きれぬ程あり、恐らくパリのオルセ

創世記を否定して、つまり７日間で

く活況を迎えて今は大変に明るい。

イよりも幅の広いコレクションでは

神が宇宙を作ったという説に説得性

２：一見したところ30年前はロン

なかろうか。注目すべきはロンドン

が少ないとして、全ての生物は最初

ドンの中心トラファルガー広場には

の博物館はすべて入館無料であるこ

だった一種があり、それが長期間に

日本企業の広告ばかりに取り囲まれ

と。英国の教育重視に感嘆する。

進化して枝分かれして今の多彩な種

ていたが、日本がバブル崩壊してか

になったということを論じたことで

ら形勢逆転して殆ど撤去されてしま

ある。

った。

この旅は７月13日（月）15時15分
に羽田で解散し、名古屋の自宅に帰

しかし彼は発表するにあたり、慎

３：内戦さなかだったアイルラン

重で20年くらいたって、ライバルの

ド紛争が今や収まって現在はスコッ

６月23日に英国が EU を脱退すると

出現が起こりそうで、やっと1856年

トランド独立の気運が出て来てはい

いう国民投票の結果が起きて世界を

「種の起源」により、世界に広めた。

るが、ほぼ国内の争いがなく平和で

ったのは20時頃だった。
しかるにわずか11カ月後の2016年

驚かせた。

現在、科学界では不動の学説として

ロンドン ナショナルギャラリー コンスタブルの絵画
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新しいお仲間です
支部名

会

社

名

㈱ビルプランナー

名城

代表者名
山

城

住

※平成28年10月12日までの入会分（敬称略）

所

営業種別

徹

也 中区丸の内２‑18‑14

不動産業

悟 中区錦１‑６‑５ 名古屋錦シティビル７F

旅行業

孝

憲

建築・土木・不動産

御園

㈱ワールドコネクション

竹

尾

御園

㈱永賢組

永

草

栄東

㈱ウェルケアシステム

宮

内

栄東

㈱SI

石

原

司

栄東

㈱YSS

石

原

老松

医療法人

増

井

利

彦 中区栄５‑４‑21

医業

大須

大須おみやげカンパニー㈱

石

原

基

次 中区大須３‑14‑55 ネオハイツ大須1005

小売店

㈱フットマインド

栗

林

薫 中区上前津２‑14‑15

靴販売

平和

㈱エイシアトレーディング

二

宮

信

昭 中区金山１‑９‑16

貿易商社

平和

モスト㈱

堀

正

江 中区金山１‑７‑４ ニッセイ・ディーセント307号 サービス業

橘

士正会

春日井市堀ノ内町４‑１‑20

誠 中区栄３‑19‑27

医療用器具等リース

郎

昭和区折戸町３‑３‑23

資産管理会社、マンション経営

多加子

昭和区折戸町３‑３‑23

資産管理会社

鉄鋼ビル118号

新登場！
病気やケガで働けなくなったとき、60歳まで

月々の収入をサポートします
特長

1

特長

病気・ケガで
働けない場合を保障

※精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます

2 入院中だけでなく

＊

＊保険期間が、60歳満期の場合。
65歳満期もあります。

特長

3

在宅療養で
働けない場合も保障
所定の

働けない状態が
続く限り、

60歳まで保障します

◎就労困難状態に該当している場合。
◎就労困難状態および商品の詳細は「契約概要」等をご覧ください。

● 法人会会員企業にお勤めの皆様は、
お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入頂けます
● 法人契約の場合、
保険料を全額損金算入できます
〈引受保険会社〉

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

法人会フリーダイヤル

※今後の対応は担当の募集代理店が行います。

AF法推-2015-0054-1609025 8月4日
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理事会

第５回支部長・組織委員
厚生委員合同会議

第５回理事懇談会

景気討論会

▶９月２日㈮

▶８月３日㈬

16：00

議事

▶９月９日㈮

於 ウェスティンナゴヤキャッスル
□

於 寿司会館・喜多八 16：30
□

於 東京第一ホテル錦
□

千早役員会

▶７月14日㈭

議事

出席者13名

日本経済新聞社・

「３年10億円増収計画 最終年度」

▶９月12日㈪

会員増強運動推進について

名古屋中法人会後援

福利厚生制度推進状況について

福利厚生事業の推進について

講師：

報告事項

福利厚生制度の推進状況について

加藤 宣明氏 デンソー取締役

参加者34名

支部事業の計画・実施状況について
出席者62名

正副会長会

▶６月15日㈬・16日㈭・17日㈮

於 芳蘭亭
□

第５回通常総会の収支報告について
法人税セミナー講師の選定について
パソコンセミナーの中止について

13：30〜16：30
「平成28年度税制改正の実務ポイント」

第13回・広報委員会
参加者６名
参加者16名

税務研修会
「消費軽減税率制度が導入されます！」
▶６月28日㈫・29日㈬

法人課税第一部門
統括国税調査官 広

▶８月10日㈬
「お時間拝借」
和菓子シリーズ

▶８月22日㈪
「署長インタビュー」
野口 洋氏
参加者６名
▶９月27日㈫

於 日本特殊陶業市民会館
□

▶９月20日㈫

課長補佐

柳原 康代氏

講師：名古屋中税務署

総括係長

浅野 哲則氏

参加者：会員109名・一般４名
全体113名

第23回やさしい法人税セミナー
（名古屋中・千種・昭和合同開催）
▶９月７日㈬・14日㈬・23日㈮・
27日㈫・10月５日㈬・11日㈫

講師：元名古屋国税不服審判所 審判官

講演会・研修会
医療・健康セミナー

副署長

「メンタルリスク対策セミナー」
最終年度」

支援会創設の経緯と役割

〜ストレスチェックの義務化と企業防衛〜
講師：ドリームサポート社会労務士法人

増収計画と役に立つ保険の知識

特定社会保険労務士

増収計画の推進状況について

大野 ゆかり氏

会員増強運動の推進状況について

参加者：会員20名・一般11名

参加者37名

出席者20名

栄東支部役員会

伊藤 志朗氏

▶９月28日㈬

参加者：全体201名（当会193名）

支部役員会

錦三丁目支部役員会
於 囲み屋
□

審理専門官 栢原 孝子氏

於 蔦茂
□

出席者21名

平和支部役員会
▶９月29日㈭

議事
（共通）

於 事務局会議室
□

会員増強運動推進の件

出席者18名

福利厚生制度推進の件
福利厚生制度の利用状況の件
報告事項

名城支部役員会
▶10月５日㈬

於 事務局会議室
□

出席者17名

松原支部役員会

支部事業

▶９月５日㈪

於 若宮の杜 迎賓館
□

出席者17名

▶６月27日㈪

於 昭和ビル９Fホール
□

議事

出席者18名

▶９月21日㈬

▶10月７日㈮

名古屋中税務署人事異動について

「３年10億円増収計画

於 ローズコートホテル比翼
□

初心者のための源泉所得税研修会

参加者：延305名・全体486名

於 木曽路錦店
□

橘支部役員会

片山 善博氏

素粒子宇宙起源研究機構長

▶６月３日㈮

出席者17名

13：30

支部事業の実施・計画について

厚生委員会・支援会推進会議

於 事務局会議室
□

講師：慶應義塾大学教授

税理士 小掠 めぐみ氏

参加者６名

▶９月16日㈮

▶９月13日㈫

名古屋大学 特別教授
益川 敏英氏

老松役員会

市内９法人会合同講演会

於 中区役所地下ホール 13：30
□

13：30〜16：15

名古屋市科学館 名誉館長

出席者20名

参加者：会員27名

中小企業課

於 昭和ビル９Fホール
□

「この人」

於 ローズコートホテル
□

決算期別研修会（７〜９月期）

中部経済産業局

北川 玉一氏
北川 隆治氏

名古屋中税務署長

勝巳氏

上席国税調査官 杉山 知弘氏
参加者６名

▶９月15日㈭

参加者：全体511名（当会100名）

於 ㈱坪井利三郎商店
□

坪井 進悟氏

大須支部役員会

参加者：会員82名・一般７名

演題：
「地方自治と市民社会の行方」

▶７月27日㈬

尾張菓子 きた川

編集局次長兼経済部長

元鳥取県知事

於 昭和ビル９Fホール
□

講師：名古屋中税務署

「職人の技」

出席者20名

日本経済新聞社 東京本社

於 昭和ビル９Fホール
□

13：30〜16：15

「法人会だより」取材

代表取締役社長

於 事務局会議室
□

山崎 浩志氏

▶７月21日㈭

全体434名
10：30

▶９月14日㈬

司会：

全体377名

吉田理事長 ほか

▶７月13日㈬

御園支部役員会

野村證券チーフエコノミスト

参加者：会員361名・一般73名

広報委員会

於 事務局会議室
□

卓氏

於 昭和ビル９Fホール
□

講師：税理士法人 名南経営

委員会

出席者13名

小峰 隆夫氏 日本経済研究センター研究顧問

税務研修会
（名古屋中・千種・昭和合同開催）

▶７月27日㈬

於 かに本家
□

衛藤 公洋氏 日本銀行名古屋支店長
美和

研修会

正木支部役員会

日本経済研究センター主催

会員増強運動推進の件

名古屋中税務署の人事異動について

於 すゞ家新栄店
□

「青雲の間」 14：00

新栄支部役員会

松原支部・地域協賛事業
「前塚町天王まつり」
▶６月４日㈯〜５日㈰

▶９月６日㈫

於 前塚公園・日置神社
□

於 事務局会議室
□

出席者17名

栄西支部役員会

東部三支部合同事業
（新栄・老松・千早）
▶６月21日㈫

▶９月７日㈬

「中部電力㈱浜岡原子力発電所
浜岡原子力館

於 事務局会議室
□

出席者20名

講師：中部電力

防波堤の見学」
広報担当官
参加者35名
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松原支部・地域協賛事業
「松原花まつり」

社会貢献事業 音楽鑑賞会
▶９月22日( 木・祝日）

▶６月25日㈯

於 中電ホール
□

中京花卉園農業協同組合

《第３回・なごやヤングジャズ フェ
ステイバル》

老松支部・地域協賛事業
「老松公園夏まつり」

〜次世代につなげる幹を育てよう〜
ゲスト：トロンボーン奏者 中川 英二郎氏
参加者：会員19名・一般362名

於 老松公園
□

全体381名

栄東支部事業

経営研究会

▶８月９日㈫

「五箇山合掌集落」
〜小さな世界遺産の村〜
参加者30名

錦三丁目・御園支部共同運営
地域社会貢献事業
第65回広小路夏まつり
於 広小路通り・朝日神社
□

第２回・幹事会

第３回・幹事会

参加者：120名・人出20万人

としての
「生命保険」
〜

於 名古屋中税務署会議室
□

第二部：パネルディスカッション

〜税の役割や意義を児童や保護者に伝える〜

▶９月27日㈫

於 あいち造形デザイン専門学校
□

９：30
出席者１名

於 名古屋中税務署会議室
□

13：30
出席者３名

第１回研修会

第２回・定例会

▶９月14日㈬

▶９月27日㈫

演奏者：

▶７月６日㈬

Ha‑san
（河原龍夫）

於 東京第一ホテル錦
□

Ha‑san CLUb Bandwithチャーリー
The One After

於 名古屋中税務署会議室
□

16：00
出席者２名

第１回「税務なか」編集委員会
▶８月２日㈫

於 名古屋中税務署会議室
□

参加者：会員79名・一般43名

第４回・役員会

「れんらくぶくろコンテスト」
第二次審査・作品選考会・公開プレゼン

名古屋中税務連絡協議会

〜歌って踊って出会いと交流〜

出席者41名

出席者１名

テーマ「厚生制度収入〜３年10億円
増収計画〜最終年度の各単位会の進

15：00

▶６月６日㈪

出席者24名

「一夜限りのナイトフィーバー」

第３回・役員会

▶９月15日㈭

〜事業経営者の相続・事業承継対策

第１回・定例会（総会）

於 名古屋ケントス
□

青年部会

第１回「れんらくぶくろ」
第一次審査・作品選考会

島津 悟氏
演題：「知らないと損をする！」

出席者４名
出席者22名

14：30
出席者２名

PHPビジネスコーチ

於 たての街・囲み屋
□

於 月ひめ
□

〜地域と企業をサポートする法人会〜

於 名古屋中税務署会議室
□

増やすにはどうすればよいか」

17：00

「昇龍みこし・みこしクイーン2016」

▶８月２日㈫

第一部：講演会

捗を踏まえ青年部会の会員契約率を

▶６月14日㈫

▶９月13日㈫

▶８月20日㈯・21日㈰

於 ホテルキャッスルプラザ
□

講師：大同生命提携講師

演 奏：フリーヒルズジャズオーケストラ

▶８月８日㈪

青年部会連絡協議会・情報交換会 第１回「暮らしの中の税金展」
▶10月６日㈭
実行委員会

11：00
出席者３名

全体122名

▶９月６日㈫

於 東京第一ホテル錦
□

出席者34名

女性部会

一般社団法人 愛知県法人会連合会
第４回通常総会
▶６月23日㈭

於 名鉄ニューグランドホテル
□

第２回理事会

全法連功労者表彰

▶７月14日㈭

神谷 裕之氏

於 事務局会議室
□

愛知県法人会連合会会長表彰状（研修活動）
出席者17名

吉田 豊氏

「一般研修参加率150%以上」
「税法税務研修参加率80%以上」
出席者16名

▶９月８日㈭

於 事務局会議室
□

出席者18名

新緑女性講座
▶６月９日㈭

第一統括官

法人課税

広 勝巳氏

栄

演題：
「伊勢物語」

中法人会だより〔なか〕
2016秋号 VOL.162

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

●12番出口

地下鉄東山線
広小路通

●中区役所

名古屋中法人会

●NHK
●愛知芸術文化センター

錦通
●明治生命ビル
●中日ビル

公益社団法人

三越●

地下鉄名城線

出席者39名

名鉄

講師：名古屋中税務署

瀬戸線

大津通

於 梅の花
□

■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

「一般研修参加率５年連続135%超」

第３回理事会

森田 文二
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