ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
地域社会貢献事業

《宇宙の神秘と科学のおもしろさを学ぼう！》

児童養護施設児童
プラネタリウム招待

第７回

錦三丁目支部

日時／平成29年11月26日㈰

参

９：30〜

会場／名古屋市科学館

加／児童60名、引率18名（名古屋市・尾張旭市17児童養護施設）

立会人／名古屋市子ども青少年局 子ども未来課長
名古屋市子ども青少年局 子ども福祉係長

忠平 守氏
三宅 正記氏
受付 錦三丁目支部役員、
名古屋中税務署法人課税第一部門統括官 小泉 和也氏

図書券と法人会グッズとお菓子のプレゼント

名古屋市感謝状 名古屋市役所
左より、鶴岡 一美氏 専務理事補佐、
石原 寿生氏 錦三丁目支部事業委員長、
海野 稔博氏 名古屋市こども青少年局局長

お礼のアルバム

名古屋養育院の子どもたちが
作ってくれました。
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子どもたちの夢は、宇宙より広い
今日帰ったら、
国際宇宙ステーションを見よう！
プラネタリウム招待は、錦三丁目支部の地域社会貢献事
業の一環として、平成23年のプラネタリウムのオープン時か
ら実施しています。今回で７回目を迎え児童数は延べ694名
となりました。

★☆
プラネタリウムのかわいいキャラクター「アサラ」。
ギリシア神話の星座の物語。アンドロメダ姫とペガサスと
鯨の話・イルカ座と素敵な音楽。
12月に飛び立つ日本人宇宙飛行士金井宣茂さんが暮らす
国際宇宙ステーションの話題。

ギネス世界記録に認定された内径35mのプラネタリウム

受験を控えた中学三年生の女の子は、テスト前日で気分が

ドームは、今も大人気で午前10時から始まる投影に多くの一

乗らなかったけど、夏と秋の星座の物語を知ることで、テン

般客が並んでいました。

ションが上がり「行って良かったー」っとお礼の手紙を書いて

ドーム下の特設受付コーナーでは、子どもたちがプラネタ

くれました。

リウム招待券と図書券・法人会グッズ・お菓子のプレゼント
を入れたバッグを受け取っています。

★☆★

巨大なドームを見上げ、これから体験するプラネタリウム
への期待が膨らんでいます。

平成26年に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ２」は、地

後日、法人会事務局に施設からの礼状と子どもたちの手
紙が寄せられました。

球スイングバイがイオンエンジンで実施され、平成30年３月
から小惑星1999 JU３へと向かいます。

手紙は、子どもたちが感謝の気持ちを伝える教育として行
われていますが、一人ひとりの文面、文字と絵に書いてくれ
た姿が見えてきます。

“武運を信じ、いざ深宇宙動力飛行に挑まん。両舷前進強
速。進路、地球スイングバイ回廊”

★

はやぶさ２のプロジェクトマネージャ國中均氏が、運用に
携わるメンバーに寄せたメッセージです。

「ワー！

星が僕の上から落ちてくる」

10年後。そして21世紀の中頃は、世界が希望に満ちて輝い

「これからは、夜に星を見よかな！」

ていて欲しいものです。

「今日帰ったら、夜空に見える国際宇宙ステーションを
みんなで探そう！」

ISS（国際うちゅうステーション）
日本実験棟「きぼう」試験モデル

H-11Bロケット開発試験機体
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「住吉の語り部となりたい」̶ ⑭

新しい御園座と御園通商店街
料亭つたも主人・深田 正雄（栄ミナミ地域活性化協議会）

御園小町と
緑豊かな
ファサード

場の客席数は1,298席、今年４月の杮落しは二代目松本白鸚、
十代目幸四郎の襲名披露です。
上層階に分譲マンションが入る40階建て高さ150メートル
のビルとなり、304戸の分譲「グランドメゾン」は販売と同
「御園座」外観／伝統的な「なまこ壁」の意匠を継承

御園座オープン
明治30年５月、創業者・長谷川太兵衛の固い決意のもと、

時に予約にて完売、超人気の新住居空間です。そして、１
階にはオシャレなシアターショップ「御園小町」がすでに
開業し、公開空地の緑豊かなファサードイベント広場も完
成しております。

目を見張るモダンな建築物が徐々に完成へと近づく様は、当

新しい御園座のデザインは、東京・歌舞伎座の建て替え

時の名古屋市民の胸を期待で大きく膨らませたと伝え聞い

を手掛けた建築家の隈研吾さんが監修とのことで、周辺に

ています。建物の名称は「御園座」客席は全席畳敷きの升

和の空間が広がりつつあります。

席で1,216人収容、杮落しは５月17日、一番目狂言は初代市
川左團次が石川五右衛門を演じたとのこと。以来、名古屋
の文化、歴史の中心として歌舞伎公演などで輝かしい伝統
が継承されていました。
しかし、第２次大戦・昭和20年３月19日未明の空襲で全
焼しました。昭和21年、中国から復員した太兵衛の孫、栄

和テイストの銀行が開業：へきしん・岡信
御園通り商店街は、多くの店舗が半世紀前昭和38年の旧
御園座建築時から同一地、同一ファミリーで事業承継され
ており、建築や外内装も御園座を意識した和のテイストを
大切にされております。

一が発表された戦災復興計画を見てビックリ、敷地が分断

特に、御園座南側、かつては芸人役者のお宿「旅館山多

されそうとなり嘆願書を提出「周辺に映画館や商店街を作

屋」跡地には、昭和41年に山口銀行名古屋支店がオープン。

り、一大歓楽街を開発する」という特例で都市計画を変更

建築家福田一豊氏の解説によると、
「設計は現代建築の大御

させ翌22年10月に現在地で開場しました。この変更で、周

所で日本建築家協会会長・円堂政嘉氏（1920‑1994）、縦の

辺の一帯は道路幅も狭く歩道がなく、入江町通りが分断さ

柱と横の梁を強調しその間を大

れています。爾来、御園商店街と一体化した街づくりで繁

きなガラス窓で構成。三層部分

昌していますが、道幅が狭く電柱の地中化や歩道の確保に

が下層部に浮いたように積み重

苦慮されています。

ねられたダイナミックな建物で

この度、同社の経営危機といわれた数々の困難を乗り越

す。そして、円堂氏の師匠・中

えて、建て替え工事の事業主を積水ハウスが担い、平成27

村順平（1887‑1977）が手がけた

年４月に着工、工事は順調に進捗し、総事業費は約300億円
で昨年末12月に完成しました。下層階には御園座劇場、劇

52

NAKA 平成30年春号

山口銀行名古屋支店ロビー写真・
加藤清正が工事を指揮

※磯村氏コメント：花の名古屋の碁盤割
沢井鈴一執筆 より引用

三ツ蔵町 P.38

岡崎信用金庫名古屋支店外観と
「童子車」からくり山車
碧海信用金庫御園支店、左にハミルトン
ホテル、橋本内科、岡信ビル

高さ７m・幅12m 名古屋城金鯱鉾設置工事

城を築く

の

モザイク大壁画がロビーを飾っています。
」

第２次大戦空襲で焼け野原となったこの地区で奇跡的に
消失を免れた家屋、印傳屋の斜め南向かい梅本㈱さんは尾

そして、南の三蔵通り角地は三油商会から一光石油のゼ

張藩御用達商人の松川屋という漆器商で、中庭には素晴ら

ネラル・ガソリンスタンド跡地に隈研吾氏意匠設計の碧海

しい日本庭園や水琴窟があり、当主磯村義典さんは数年前

信用金庫御園支店が昨年７月オープン、
「和の伝統」独創的

まで栄学区区政協力委員長として地元町内活動にご尽力さ

な外観・ロビーは街に木のぬくもりを感じさせてくれます。

れていました。
「私の父は昭和８年に本重町でメリヤスの卸

隈氏のデザインコンセプトは「立体庭園グリーンヴォイド・

業を始め、昭和12年ごろにこの地に移転してきました。荷

軽やかな木組みスクリーンで芝居街にふさわしい和の華や

車に積んで堀川の倉庫まで品物を運ぶ。堀川から艀で名古

かな街並みを形成する。インテリアにも木や和紙を使用し

屋港に持っていく。そこから朝鮮、満州に輸出する。三蔵

て、優しい空間が提供されることとなる。
」とのこと。オー

筋は商売するのに非常に便利な土地だったですね。通りの

プン記念の定期預金年利0.38％キャンペーンは街の話題と

幅は３間（5.4m）ですから、向かいの家の声が聞こえてく

なり、多くの新規客を獲得されたようです。

るような狭い道でした。
」※と語ってくれました。西に歩く

三蔵と御園交差点東、御園座のバス駐車場には㈱日建設

と戦災を免れたもう一つの建物、簾・提灯・雑貨の伊藤繁

計と、岡崎・小原建設㈱の建築によって「岡崎信用金庫名

治郎商店は昭和16年建設、西となりの長屋は明治時代の造

古屋支店」が８月に完成。
「麻の葉」和文様を表現した外装

りでしたが、最近取り壊され新装のマンションが完成した

スクリーンが伝統を感じさせ、低層部は開放的なガラスカー

ようです。

テンウォールと黒の花崗岩を使用して歴史の重みを表現さ
れているようです。そして、１階ロビーに、木偶師二代目

意気盛んな商店街振興組合

萬屋仁兵衛氏の作品・なごや型からくり山車「童子車」を

御園座の門前町「御園通商店街」は戦災復興都市計画か

展示され、定時にからくり実演披露もされています。そし

ら逃れユニークな街づくりで発展しておりました。しかし、

て、７階ホールには旧御園座さんから譲り受けた緞帳が飾

劇場工事中閉店で活気に乏しい現実から、振興組合の松本

られ伝統文化の伝承に努めていただいています。

一義理事長を中心に活性化にも力をいれており、毎月11日

歴史と文化を象徴した新しい和感覚の建築によって、新

に開催される五百円市も22店舗参加のもと継続実施されて

しい「伏見金融街復興」が実現されることとなり、御園座

います。また、毎年８月末に「みその歌舞伎フェスタ！」

さんと相まって街の名所として期待されています。

が賑やかに開催されております。
昭和40年頃の御園通り繁華街

三蔵通りの変遷

地図から御園座の繁栄とともに

かつてのキャバレー白菊跡・西角には1582年からの第13

多くの商店が頑張っている様子

代上原勇七による甲州印傳のショウルーム、伏見角には名

がうかがえます。
「母と子の心を

古屋画廊さんが美術界の重鎮作家を紹介する文化ストリー

つなぐ結び糸」松本糸舗さんの

トとしての位置づけもユニークです。

キャッチフレーズをご存知の方
も多いと思います。はた織の残
り糸を１本１本結びつなげて一
枚の着物を作り上げるという風
習が尾張では盛んでした。かつ
て、蔦茂の店内でも仲居たちが
松本さんで残糸を求め、手作業
で結び糸をテニスボールくらい

印傳屋・十三代上原勇七 名古屋御園店 かつてのキャバレー白菊跡地

名古屋なつかしの商店街
名古屋タイムスアーカイブス委員会編

に固く巻いていました。一反の

NAKA 平成30年春号

53

葛谷眼科院（50年前と同じ建物）、
よこ山、肉の杉本

うす皮饅頭・山本屋
３つの杵ロゴが特徴、
御園座土産の代表格

秀松堂
名古屋名物方言解意看板が楽しい！

織物製作にふつう２ケ月位かけて楽しんでいたようです。そ

ユニークな名店エピソード

の糸を緯糸として織りあげるのですが、結び目が節となり

御園座北の宝石のシバタさん、確か住吉町の関谷歯科関

独特の風合いが特徴といえました。御園座南のリッカーミ

谷昭雄先生の遠縁にあたるとか、名古屋進出の折、歯科の

シン名古屋支店を昭和40年代初頭に取得され個性ある呉服

仮店舗が宝石店２階を間借り開業されていました。現在は

店として拡張されており、東京にも店舗出店されておりま

中京銀行で修行された３代目が活躍、隣接する「小物バッ

す。東側の「染と呉服・立花屋」も粋なショーウインドー

グの百花堂」やユニモール店を経営されています。東鮨本

で老舗の風格です。

店、
「老舗は常に新しい」をモットーに伝統の味覚を大切に

居東屋さんは昭和６年呉服町にて創業、御園座復興再建

146年、現在は新ビル建設中です。戦前は御園座さんと地下

にともない現在地に昭和24年移転、昭和63年にはタワー建

道で繋がっており共に発展、現在もデパ地下、地下街と多

設され４階・能舞台「聚光殿」は、磨き上げられた木目と、

店舗展開されています。早稲田大 OB の横井太郎社長は写

色鮮やかな鏡の松が見事です。昭和30年代、伊藤巧会長は

真家としても著名で月刊「なごや」への投稿や写真展で話

料亭蔦茂に週２- ３回はお出入りされ宴会のギフト、芸者衆

題の方です。御園銀座の英吉利西屋本店、イギリスのパブ

や仲居の小物を調達いただいておりました。祖父良矩がい

を再現したかのようなオシャレな雰囲気です。地下１階の

つも無理を言っており、関谷歯科さんでなんと金歯から総

お店の下に隠れ家（B ２F）ホールがあるのをご存知です

入れ歯に変えたとき、抜いた金歯の地金に真珠をいれたカ

か？でんきビルコンサートホールや白川ホールでの演奏会

フリングを同店金工職人さんに特注し、小生の記念の形見

後の２次会でモルトウィスキーを楽しみながら深夜まで利

となっています。

用させていただき感謝！

明治時代の地図にもある葛谷眼科院は戦後まもなくのオ

名古屋に数ある商店街の中で、50年前からこれほどの店

シャレな建物で、今は先代のお嬢様が承継されています。小

舗が同一地、同一ファミリーで事業承継されているところ

学生の正雄君は大井プールへ行く毎に結膜炎、目が真っ赤

はないと思います。

に充血し通院していました。待合室の山川惣治作の絵物語

栄と名駅を繋ぐ三蔵通り、一昨年より「NAGOYA 創造

「少年ケニヤ」
、目を腫らして読んでいた思い出が懐かしい

協議会」が地域の一体化の音頭を取り、まず早咲き桜並木

です。
南の横山硝子店はバラエティーグッズ「よこ山」に、う
どん浅井屋さん、肉の杉本さん、そして、角の魚屋「御園
丸正」さんも、健在です。振興組合事業でからくり人形「白
波五人男」を建設、名古屋芸文化を伝承されています。
野菜せんべい「秀松堂光楽」
「お土産にちょっとなもなも、
ええがなも」フレーズで名古屋弁看板、そして、名古屋方

をつくることでイメージ統合がなされ活動をスタートしま
した。これから栄ミナミと名古屋駅南地区の中心に伝統文
化をテーマとした、御園地域の発展が期待されます。
これまで御園座工事中は厳しい営業環境でしたが、400年
の歴史「御園通商店街振興組合」の皆さんが力を合わせて、
芝居小屋再開に向けて街づくりに邁進されることを祈念し
ております。

言競・解説しおり……昔同様、大活躍 !! お煎餅色々あるで
なも !!
もう一軒、
「うす皮饅頭・山本屋」さん、芝居見物のお客
さんで長蛇の列となることもしばしばで、売り切れも多く、
何度も「饅頭売り切れ」で涙をのんだことか……
野垣クリニックは肛門専門病院として親子４代名医とし
て活躍、３代目院長の野垣敬さんは小中高校と同級生で親
友、小学校の帰り道に自宅に立ち寄りモダンな母上にお世
話になりました。
からくり「白波五人男」、鮮魚・御園丸正、歌舞伎フェスタイベントより
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新しいお仲間です
支部名
名城
名城

会

社 名

㈱CS‑１
（税）ジェイハート

代表者名

住

※平成30年１月19日までの入会分（敬称略）

所

営業種別
不動産業

小木曽

健

太

中区丸の内３‑６‑27

藤

川

和

久

中区丸の内３‑21‑23 夢現丸の内ビル７F 会計事務所

御園

ジャパンエレベーターサービス東海㈱

関

武

中区錦２‑15‑15

サービス業（EV・エスカレーター等の保守・点検）

栄東

㈱E‑STREAM

江

崎

泰

元

一宮市三条字苅33

情報通信業

栄東

㈲日野産業

日比野

隆

彰

弥富市五斗山１‑15

機械製造業

栄東

㈲ファインデー

舞

一

顯

中区千代田２‑10‑７ プラザフェニックス鶴舞704 飲食業

栄東

㈱マナカ工業

橋

本

恵

長久手市西原山１‑１ セントアース115号室 建設業

正

中区栄４‑14‑２

久屋パークビル２F

明

中区栄１‑18‑１

ハイツサンライズ２F 広告代理業

栄東

（医）社団医創会 セレンクリニック名古屋

医業

土

橋

栄西

㈱人財企画

平

井

老松

㈲ナレッジ・アシスト

浅

野

浩

中区千代田２‑20‑１‑313

大須

㈱ブレイクスルー

石

川

賢

次

中区大須１‑22‑26 名古屋スカイビル８F オフィスソリューション事業

平和

㈱財プロテクト総研

河

野

文

美

中区平和１‑21‑12

生命保険代理業

錦三

名古屋総合税理士法人

細

江

貴

之

中区錦３‑15‑15

税理士業

善

生命保険代理業

会 員 募 集

新たな出会いと本音で語り合う仲間を見つけましょう。

研修事業＝税法、e-Tax、講演、新入社員、やさしい法人税セミナー
地域貢献＝みんな笑顔で元気にあいさつ、
クラウン派遣、
ミニサッカー大会、名古屋ニコニコランド、暮らしの中の税金展
保障制度＝大型保障、ビジネスガード、がん保険、取引信用保険、人間ドック
交流事業＝経営研究会、青年部会、女性部会、支部
情報発信＝税法改正の要望・提言、広報誌配布、税務参考図書
公益社団法人

名古屋中法人会

〒460−0008 名古屋市中区栄4−3−26 昭和ビル3F phone 052‑242‑9427

fax 052‑242‑9429

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
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行 事 メ モ

正副会長会
第19回・正副会長会議
▶12月19日㈫

研修会

支部事業

調査部所管法人講演会
錦三支部・地域探訪
▶10月12日㈭
名古屋中・名古屋東・千種法人会合同
▶10月18日㈬

於 可ん寅
□

当面の諸問題

演題
「税法の解釈について」

▶10月14日㈯〜15日㈰

テーマ
「申告書作成上の留意点」

参加者
対象者

補佐 篠田 昌宏氏

於 松原小学校運動場
□

会員12名

統括国税調査官 小泉 和也氏
出席者

第13回・総務委員会

参加者

約300人

東部二支部（新栄・千早支部）
第10回・文化事業
『君は尾張万歳を観たことがあるか』

講師：名古屋中税務署法人課税第一部門
出席者 16名

税の啓蒙活動と法人会のPR

一般市民約800名

テーマ「誤りやすい源泉所得税」

2018年春号の企画編集

約120人

松原支部 地域社会貢献事業
「松原学区餅つき大会」

税の啓蒙活動と法人会のPR

講師：名古屋国税局 調査審理課長

於 事務局会議室
□

参加者

▶12月２日㈯

大須支部
「大須大道町人祭」協賛

〜申告前の再点検〜

▶10月30日㈪

税の啓蒙活動と法人会のPR

35名

大須支部 地域社会貢献事業

講師：名古屋国税局 調査部部長
沖田 政人氏

第17回・広報委員会

於 名古屋花きセリ場
□

参加者

於 中日パレス・カトレア
□

委員会

▶11月14日㈫

ミッドランドスクエアシネマ・バックヤード見学

第７回通常総会運営に関する件
出席者 15名

松原支部 地域社会貢献事業
「交通安全講習会」

80名

（名古屋中57名・名古屋東15名・千種８名）

▶12月５日㈫

▶11月７日㈫

於 中日パレス
□

於 事務局会議室
□

演題
「祝祷芸の系譜に見る尾張万歳」

第７回通常総会運営に関する件

講師：名古屋女子大学教授 林 和利氏

記念講演会講師選定について
出席者 16名

「健康と食事」

於 芳蘭亭
□

第７回通常総会運営に関する件
平成30年度・助成金配賦に関する件
出席者 19名

第６回・支部長、組織委員、
厚生委員合同会議
▶11月14日㈫
於 喜多八
□

講師：熊代 維勢子氏

新設法人説明会
名古屋中税務署・名古屋中法人会共同開催

参加者 28名

北部四支部合同事業・地域探訪
名城・御園・栄西・栄東支部

▶11月１日㈬

於 名古屋国税局会議室
□

出席者

20名

▶10月24日㈫

「変なホテル ラグーナテンボス」

決算期別研修会（10〜12月）

参加者 57名

▶11月22日㈬ 13：30〜

（名城18名・御園10名・栄西16名・栄東13名）

於 昭和ビル９Fホール
□

出席者

会員増強運動の推進について
大型保障制度の推進について
出席者 32名

「法人会だより」取材
▶10月22日㈰

『この人』

大須支部・地域探訪

31名

参加者

建中寺

「リニアへの10年変わるナゴヤ、魅力新発見」

村山 真瑞氏

基調講演「リニア開通計画と名駅改革」
参加者 ６名

参加者

87名

（児童・生徒60名・引率者18名・会員９名）

四代目

森 英明氏

パネリスト：

▶12月１日㈮
『お時間拝借』
和菓子シリーズ
長寿園

中経連

会長

参加者 ６名

興和 会長

三輪 芳弘氏

37名

出席者

32名

▶11月28日㈫

御園座 会長

小笠原 剛氏

於 東京第一ホテル錦
□

松原支部 地域社会貢献事業
委員会事業
「防災訓練」
〜災害から身を守るために、今できることから始めましょう〜 「第９回・名古屋ニコニコランド2017」
▶10月24日㈫
〜ココロもカラダも元気な名古屋〜
於 花春生花地方卸売市場・
□
〝体育の日 特別イベント〟

出席者 532名（内法人会員51名）

名古屋花き卸売市場

参加者
NAKA 平成30年春号

出席者

第６回・役員会

▶10月９日㈪

税の啓蒙活動と法人会のPR
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７名

▶10月27日㈮

豊田 鐵郎氏

名古屋市魅力向上室長 田頭 泰樹氏

林 圭一郎氏

出席者

於 東京第一ホテル錦
□

テーマ「行きたくない街、汚名返上の条件」

参加者 ７名

６名

第５回・役員会

パネルディスカッション
森 信吾氏

三代目店主

於 事務局会議室
□

「宇宙の神秘と科学の面白さを！」

〜清州越から現代へ〜

当主

御菓子司

▶11月16日㈭

於 名古屋市科学館＆プラネタリウム
□

柘植 康英氏

手作りつげ櫛

出席者

▶11月26日㈰

講師：東海旅客鉄道 社長

『職人の技』

於 事務局会議室
□

20名

錦三丁目支部・第７回社会貢献事業 第６回・正副部会長会議

▶11月29日㈬

於 ウェスティンナゴヤキャッスル
□

▶11月22日㈬

▶10月16日㈪

「伊勢神宮外宮＆内宮の参拝、おかげ横丁の散策」

日本経済新聞社名古屋支社
シンポジウム

青年部会
第５回・正副部会長会議

▶11月17日㈮

講演会

２年２万社純増運動の推進について

櫛留商店

参加者 45名（会員35名・一般10名）

於 たん熊北店
□

▶１月９日㈫

住職

演者：尾張萬歳保存会会長 北川 幸太郎氏

▶10月16日㈪

第14回・総務委員会

徳興山

演目
「〜御殿万歳・三曲万歳〜」

平和支部・健康講話

支部・部会等助成金の配賦について

約100人

於 久屋大通公園
□

（久屋広場・エンゼル広場・光の広場）

行 事 メ モ

公益財団法人 全国法人会総連合

「税に関する作品」表彰式

①TAX○×クイズ大会

▶11月11日㈯

②無料税務相談コーナー

第34回法人会全国大会福井大会

③イータ君のペーパークラフトコーナー

於 昭和ビル９階ホール
□

④リトルダンスフェステイバル

〜習字・作文・ポスター・絵はがき〜

⑤職業体験（警察・消防・自衛隊）
コーナー

れんらくぶくろ「税のデザイン」表彰

▶10月５日㈭

於 福井産業会館
□

出席者 1,700名・当会５名

「税の作文」優秀作品の披露
（朗読）

⑥JAF交通安全体験コーナー

来場者

⑦スポーツ体験コーナー
⑧ソフトバレー交流コーナー

40名・参加者

５名

一般社団法人 愛知県法人会連合会

女性部会

⑨キッズアトラクション
⑩健康相談コーナー
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

於 ホテルキャッスルプラザ
□

於 可ん寅
□

研究報告テーマ

演題
「少子高齢化と結婚・離婚・相続
とその税」
講師：名古屋中税務署

署長

小久江 元秀氏
参加者

於 愛知県体育館メインアリーナ
□

「暮らしのなかの税金展」
出場：幼稚園（年中・年長）部門７チーム・ （名古屋中税務連絡協議会）

「公益法人としての新たな歩み」
〜知る、つなぐ、貢献する法人会活動〜

第４回・幹事会

東三河法人会

▶11月29日㈬

「めざします社会貢献活動を通した組織の充実」
出席者
出席者

20名

参加者

⑤中京大学付属中京高等学校チア

会員５名

「絵はがきコンクール審査会」
参加者選手24チーム 200名 中区小学校生徒の作品23点の審査

リーディング部の演技

保護者等来場者 800名

▶10月４日㈬

法人会青年部会

30名

於 名古屋中税務署会議室
□

親会他

14名

その他スタッフ

35名

参加者 会員５名・当局４名

演題
「異次元金融緩和と国債累増の
帰結は？」

涯青春〜

無料税務相談コーナー

於 ウインクあいち
□

於 フォルテナゴヤ
□

於 久屋広場
□
（名古屋ニコニコランド内）

④天才博士の親子税金○×クイズ

▶11月28日㈫

▶10月20日㈮

〜若さ情熱を取り戻せ！法人会は生

イータ君のペーパークラフトコーナー

講師：中央大学法学部

出席者

出席者 180名・当会５名

会員48名・一般120名

『青年部会・女性部会・経営研究会合同』
青年部会・女性部会・経営研究会合同』
〜新春記念講演会＆賀詞交歓会〜
▶１月25日㈭

於 中日パレス・クラウンホール
□

名古屋中税務連絡協議会
広報誌「税務なか」
No.129 区分け作業
▶１月17日㈬

演題
「絆をつくる自分らしさ」
〜私の挑戦〜

於 名古屋中税務署会議室
□

出席者

講師：女優 いとう まい子氏
ＭＣ：ライフプランナー

出席者

▶１月17日㈬

講演会

130名

賀詞交歓会

116名

於 名古屋中税務署会議室
□

出席者

広報委員会・事務局一同
瀬戸線

名鉄

大津通

●NHK
●愛知芸術文化センター

錦通
●明治生命ビル
●中区役所

●12番出口
●中日ビル

地下鉄名城線

http://www.meinaka-hojinkai.or.jp

中法人会だより〔なか〕
2018春号 VOL.166

栄

地下鉄東山線
広小路通

２名

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。

三越●

２名

「暮らしの中の税金展」実行委員会

渡邉 麻由美氏

名古屋中法人会

教授

冨田 俊基氏

講師：江戸曲独楽 柳家 三亀司氏

公益社団法人

121名・当会５名

税制委員会主管講演会

第３回研修会
中法人会フライデーナイトフィーバー2017

▶10月９日㈪

税に関する資料の配付コーナー

竹内 輝 氏ゲストショー

〜組織・活動を総点検し、さらなる飛躍〜
小牧法人会

経営研究会

会員25名

①トーナメントによるミニサッカー大会

るストレッチコーナー

「原点復帰」

於 シンジコガ
□

社会貢献事業

▶11月18日㈯

昭和法人会

於 中日ビル２階ギャラリー
□

於 ホテルオークラレストラン
□

第20回・ミニサッカー大会

〜税と経営そして社会貢献〜

「税に関する作品」展示
▶11月６日㈪〜12日㈰

▶11月９日㈭

③リフティングパフォーマー

「恒にhotな公益事業活動」

講師：中日文化センター香道講師

署長講演会

②リゾート＆スポーツ専門学校によ

名古屋北法人会

「香りが誘う古典文学の世界」

参加者 会員33名・一般３名

小学校（１・２年）部門17チーム

▶12月４日㈪

▶10月27日㈮

水谷 三佐子氏

「税を考える週間」
〜特別スポーツ大会2017中法人会TAX杯〜

愛知県法人会運営研究発表会

秋の教養講座・文化事業

■発行人／広報委員長 森田 文二

e-mail naka1@meinaka-hojinkai.or.jp
NAKA 平成30年春号
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