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1985年 愛知県生まれ
2010年 東京藝術大学 美術学部
絵画科 日本画卒
2011年 青山アン・レーヴ レスト
ランにて初個展（東京青山）
2014年 レクサス星ヶ丘ショールー
ムにて個展
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料亭つたも 主人 深田 正雄氏
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ゆう き

楚里 勇己氏

2017年
2018年
現 在
収

蔵

（2014年･2015年･2016年）
伊勢丹新宿店にて個展
（2014年･2015年･2018年）
伊藤忠商事企業カレンダー採用
松坂屋名古屋店にて個展
高島屋日本橋店にて個展
千葉県流山市のアトリエで
作家活動
郷さくら美術館（東京）
鳥羽グランドホテル
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aug.

経営研究会第２回幹事会
月ひめ 18：00
第21回正副会長会議
芳蘭亭 18：00
松原支部・地域協賛事業
「前塚町天王祭」
前塚町公園（松原二丁目）

県連・総務委員会
大同生命ビル２階 15：00
県連・広報委員会
大同生命ビル２階 15：00
第７回理事懇談会
東京第一ホテル錦 16：00

経営研究会・第２回事業
「錦三ビアフェスタ2018」
名古屋銀行本店駐車場 18：00
千早支部・地域協賛事業
「千早学区夏祭り」
千早公園（新栄一丁目）
老松支部・地域協賛事業
「老松公園夏祭り」
老松公園
（千代田一丁目）

青年部会・パネルディスカッション
「消費税の軽減税率制度について」
〜今から学ぼう、制度のしくみ〜
昭和ビル９階ホール 14：30
女性部会・新緑税務講座
講師：名古屋中税務署法人課税第一部門
統括国税調査官 小泉 和也氏
演題：「税務職員としての歩みと働き方の変化」
一般社団法人愛知県法人会連合会
第６回通常総会
名鉄ニューグランドホテル 15：30
名古屋中税務連絡協議会総会
名古屋中税務署 13：30

県連・組織委員会
大同生命ビル２階 15：00
県連・第20回理事会、理事委員合同懇談会
名古屋観光ホテル 16：00

御園・錦三支部・地域協賛事業
「第67回・広小路夏まつり」
昇龍みこし・みこしクイーンコンテスト
朝日神社・広小路通り界隈

税務研修会
「平成30年度税制改正の実務ポイント」
昭和ビル９階ホール 13：30
講師：税理士法人名南経営 理事長
安藤 教嗣氏ほか

〜

支部合同事業（東部三支部）
〜地域探訪〜加藤幸兵衛窯・酒蔵三千盛
東海青連協・定時総会
キャッスルプラザホテル 14：00

支部合同事業（御園・栄西・栄東）
〜地域探訪〜「新緑の飛騨路」

jul.
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経営研究会・第３回幹事会
囲み屋 18：00
青年部会・第５回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30
財務省・国税局 人事異動発令日
第19回広報委員会
事務局会議室 10：30
第30回全国中の会・福岡大会
ソラリア西鉄ホテル 17：00
新任税務署幹部あいさつ
名古屋中税務署 13：30
決算期別研修会（７〜９月期）
講師：名古屋中税務署担当官
昭和ビル９階ホール 13：30
県連・事業委員会
大同生命ビル２階 15：00
女性部会・第２回理事会
事務局会議室 10：30

経営研究会・第１回事業
〜夏休み親子で税を学ぼう！〜
名古屋中税務署・愛知県庁本庁舎
愛知県警察本部

県連厚生委員会＆厚生制度推進連絡協議会
大同生命ビル２階 15：00
県連・税制委員会
大同生命ビル２階15：00

第11回厚生委員会＆支援会推進会議
木曽路錦店 16：00

9
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、

、

、
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、

延べ６日
「第24回・やさしい法人税セミナー」
講師：税理士 小掠めぐみ 氏
昭和ビル９階ホール 13：30
東海法人会連合会・第30回定時総会
名鉄グランドホテル 16：00
青年部会・第４回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30
女性部会・第３回理事会
事務局会議室 10：30

市内法人会合同講演会
講師：慶應義塾大学大学院教授 岸 博幸氏
演題：「どうなる日本！これからの政治経済」
日本特殊陶業市民会館 13：30
女性部会・社会貢献事業
《第５回・なごやヤングジャズフェステイバル2018》
演奏：フリーヒルズジャズオーケストラ
ウイルあいち 13：30

oct.

大須支部・地域協賛事業
大須大道町人祭り
大須商店街界隈
平和支部事業
「名古屋城本丸御殿・完成」見学会
ホテルナゴヤキャッスル
「大規模法人研修会」
名古屋中・名古屋東・千種法人会合同開催
講師：名古屋国税局調査部長・
審理課長ほか
中日パレス 14：30
経営研究会・第３回事業
東京第一ホテル錦 18：00
青年部会・第５回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30

「軽減税率導入研修会」
講師：名古屋中税務署担当官
昭和ビル９階ホール 13：30
第20回広報委員会
事務局会議室 10：30

nov.

11

愛知県法人会連合会・税制講演会
講師：全国法人会総連合専務理事
松崎也寸志氏
ウインクあいち 14：30
第15回総務委員会
事務局会議室 14：00
第32回全国青年の集い・岐阜大会
長良川国際会議場

「暮らしの中の税金展」
税の作品表彰式
三井住友SMBCパーク栄

〜

税を考える週間
平成30年度名古屋中税務署納税表彰式
KKRホテル名古屋 10：00

第21回「中法人会TAX杯」
ミニサッカー大会
愛知県体育館メインアリーナ
決算期別研修会（10〜12月期）
講師：名古屋中税務署担当官
昭和ビル９階ホール 13：30
女連協・情報交換会
キャッスルプラザ
青年部会・第６回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30
経営研究会・第４回幹事会
場所未定 18：00
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「初心者のための源泉所得税説明会」
講師：名古屋中税務署担当官
中日パレス 13：30
青連協・情報交換会
キャッスルプラザ 14：30

「第10回・名古屋ニコニコランド2018」
〜ココロもカラダも元気な名古屋〜
エディオン久屋広場ほか 10：00
女性部会「絵ハガキコンクール」審査会
名古屋中税務署会議室
第35回・法人会全国大会鳥取大会
《まんが王国とっとり＆食のみやこ》
とりぎん文化会館 14：00

太 字 は一般参加の事業

DIARYは一部変更になる場合があります。名古屋中法人会ホームページ「イベントカレンダー」をお確かめのうえお出掛けください。
NAKA 平成30年夏号

http://www.meinaka-houjinkai.or.jp
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第７回通常総会

名古屋東急ホテル３F

ヴェルサイユの間

本年４月の日本銀行の地域経済報告「さくらレ
ポート」によると、各地域の景気は概ね順調に推
移しています。その背景には、輸出が増加基調に
あり、個人消費が改善するなど、前向きな循環が

日時／平成 年５月 日㈫ 時 分〜 会場／名古屋東急ホテル３Ｆ ヴェルサイユの間

続いているからと発表しています。東海地域を中
心に輸出の増加と共に幅広い業績で、合理化・効
率化の設備投資が増加し、雇用者所得も改善を続

30

けています。
中東情勢他の地政学上のリスクはあるものの当

29
14
30

2
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会員企業の発展
会員増強の推進

面は、このような状況が続くものと思われます。
名古屋中法人会は、早いもので公益社団法人へ
移行し６年が過ぎようとしています。
平成29年度の税制・税務研修事業、社会貢献事
業など計画したすべての事業を順調に実施し、多
くの企業、市民の方に参加して頂きました。
さて、課題であります会員増強は、会員の皆様
が一人一社を目標とし、支部役員と推進員とのセ

議長 岡谷 篤一氏

開会の言葉
荒川 慎太郎氏

議案説明
鶴岡 一美氏

来賓挨拶
名古屋中税務署長 小久江 元秀氏

閉会の言葉
髙橋 公比古氏

総合司会
松原 英人氏

ット勧誘を柱に加入勧奨を実施しましたが、会員数の減少は
歯止めがかからず、平成30年３月31日現在の加入会員数2,760

第17回理事会

監査報告
佐々木 利行氏

名古屋東急ホテル３F 葵の間

議題・第１号議案

専務理事選任（案）
の件

社と昨年同期より68社減少し、加入率30.1％となりました。こ
のような厳しい現状の中、会員の特典であるコストメリット
のある ETC カードを加入勧奨の道具として、魅力ある法人会
活動を推進し、地道な会員増強活動を実施してまいりたいと
考えています。
迎えました平成30年度は、公益法人としての使命を達成す
るため、本部・支部・部会・関係機関との連携を密にし、地
域企業の健全な発展並びに地域社会への貢献を目的とした活
動を推進してまいります。

情報交換会

名古屋東急ホテル３F ルネッサンスの間

また、
「中法人会」は税のオピニオンリーダーとして税制の
構築に向けて、引き続き積極的に提言を行ってまいります。そ
して、魅力ある法人会を目指し、努力してまいりますので、会
員の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご理解とご支援・
ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
（公社）名古屋中法人会 会長

岡谷 篤一

開会挨拶
武藤 俊明氏

乾杯の発声
名古屋中税務署筆頭副署長
伊藤 志朗氏

司会
眞野 綾子氏

NAKA 平成30年夏号
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平成29年度

会長表彰
加入勧奨功労者感謝状（個人）

支部・部会活動功労者感謝状

代表

代表

菱田 康平氏
法

名

受賞者名

木曽興業㈱

正 木 利 和

㈱保険相談センター

村 上

㈱菱田屋

菱 田 康 平

大同生命保険㈱名古屋支社

池 野 健 一

大同生命保険㈱名古屋支社

鈴 木 真 代

表彰式
NAKA 平成30年夏号

実

（敬称略・順不同）

法
支部活動 青年部会 女性部会 経営研究会

辻 本 昌 孝

第７回通常総会

4

人

専務理事

山下 洋輝氏

丸丹スポーツ用品㈱

人

名

清水 正彌氏
受賞者名

㈱石原ビルディング

石 原 寿 生

㈱山下

山 下 洋 輝

㈱菱田屋

菱 田 康 平

坂井木材㈱

坂 井 浩 美

秀和興産㈱

茂 山 光 夫

（弁）しょうぶ法律事務所

役員功労者感謝状

山 田 尚 武

（敬称略・順不同）

第７回通常総会において、当法人会の運営・活動に貢献のあった皆様へ、
会長と県連より感謝状及び表彰状・記念品が贈与された。

事業協力法人感謝状

代表

石原 寿生氏
支部

法

人

名

旭屋㈱
㈱ダリヤ
（一社）
名古屋銀行協会

支部

法

栄西

岡谷鋼機㈱

栄東

松栄不動産㈱

錦三

㈱廣潤社
ミヤキ㈱
名古屋ビジネスサービス㈱
㈱石原ビルディング
平野興産㈱

新栄

㈲百平

老松

御園

㈱フクモト
中日本ロード・メンテナンス東海㈱
㈱トヨシマビジネスシステム
㈱伊東管財
三和商工㈱

北嶋工業㈱
東海廣告㈱
フルエング㈱

名城

大須

人

名

支部

橘

法

人

名

㈲いわの
名港木材㈱
㈲木村メンテナンス
㈱名港

平和

㈱愛知コンサルタント
㈱ナデック
トキワランバテック㈱

松原

㈱六浦本店
（敬称略・順不同）

愛知文紙事務器卸㈿

愛知県法人会連合会
会長 感謝状

専務理事

清水 正彌氏

NAKA 平成30年夏号
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企業と
持続可能な開発目標
Development Goals
（SDGs）Sustainable
エス・ディー・ジーズ
異文化コミュニケーター 元国連ハビタット親善大使

マリ・クリスティーヌ 氏

地球上のひとりも取り残さない！
私は2005年に開催されました「2005年日本国際博覧会（愛
知万博＝通称 愛・地球博）
」で広報プロデューサーをさせ
ていただきました。今週日曜日に13回目の同窓会がありま
して、いまでも愛知万博熱が醒めないのは素晴らしいと思っ
ています。
いまも愛知海上の森センターの名誉センター長をさせて
いただいていますし、来年は、新天皇がご臨席されます「第
70回植樹祭あいち2019」で、みどりの大使を務めさせてい
ただきます。
今年４月から東京女子大の新しい学科「コミュニティー
構想専攻」で教鞭を執ることになりました。これまで私が
経験し考えてきたことを女子学生たちに伝え、もっと女性
に社会参画して欲しいと願っています。

29

55
17

記念講演会

15

第７回通常総会

日時／平成 年５月 日㈫
時 分〜 時 分
会場／名古屋東急ホテル３Ｆ ヴェルサイユの間

30

30

今日は SDGs（持続可能な開発目標）の重要性について
お話をしたいと思います。
2000年９月に国連ミレニアムサミットで MDGs（ミレニ
アム開発目標）を設定しました。平和と安全、開発と貧困、
環境、人権など目標を立てて、開発途上国を経済発展させ
貧困の削減に繋げようという考え方で、2000年から2015年
まで８個の目標と21のターゲットを達成しようというもの
です。15年間世界が一丸となって取り組んだ結果、多くの
命が守られ人々の生活環境が改善されましたが、達成状況
を調べますと、様々な格差が浮き彫りになり、
「取り残され
た人々の存在」が明らかになりました。その反省から人間
中心の社会開発を目指し、世界の絶対的貧困を削減しよう
と、2015年９月、SDGs が示されました。持続可能な世界
を実現するために17の目標と169のターゲットで構成され、

6
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地球上の一人も取り残さないと誓いました。

SDGsは先進国も取り組むべき目標
MDGs は発展途上国の開発目標で、先進国はそれをサ
ポートしてきましたが、SDGs は先進国も積極的に取り
組まなければならない目標となっています。発展途上国
が抱えている問題は先進国も抱えていると気が付いたの
です。経団連が2017年11月に企業行動憲章を改定して
SDGs 達成への貢献を柱に据えたことは画期的で、多く
の企業、大学、自治体が取り組み始めていますが、どの
ように SDGs を活用していくのかが、これからの課題と
なります。
①「貧困をなくしましょう」。②「飢餓をゼロに」。日

どいませんでした。技術系のところに女性が少ないのは

本でも、餓死した高齢者の孤独死、お腹いっぱい食べら

残念です。女性は結婚や出産のために一時は家庭に入っ

れない子どもたちがたくさんいます。私たちから遠く離

ても、PTA などでスキルを身につけ人との係わり方も上

れた話ではなく身近にもある問題です。

手になっていますので、企業はそういうところに目を向

③「すべての人に健康と福祉を」。日本は長寿の国です
し健康保険がしっかりしているので幸せだと思います。
④「質の高い教育をみんなに」。経団連は e ラーニング
システムを勧めていますが、すべての子どもたちができ

けて欲しいと思います。
。
日本が世界で１位なのは小学校と中学の在学率です。
しかし高校や大学は101位です。もうひとつ世界一なのは
「健康」です。

るわけではありません。企業向けに出している項目が実

⑥「安全な水とトイレを世界中に」
。日本はどこででも

際に社会のニーズに合っているか。プラットホームをつ

蛇口をひねれば水が飲めて幸せですが、他国では、水道

くれても他国で使えるように、応用の仕方も課題です。

の水を飲まないでくださいと言われます。世界中で３人

大きな問題は⑤「ジェンダー平等を実現しよう」です。
ジェンダー平等ランキングで日本は、144カ国中去年は過
去最低の114位でした。
日本の女性国会議員率は124位、経済参画は114位です。
私は東工大で社会工学を専攻しましたが、女性はほとん

に１人はトイレがないです。
⑦「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」。エネ
ルギーは大きな課題だと思いますが、どういうエネルギー
を使っていくか。原子力も大事だと思いますが、バラン
ス良く風力、水力も使い、片寄ってはいけないと思いま
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す。オーストラリアでは、海底の流れを使って発電して
いる都市もあります。先進国の日本が世界に新しいエネ
ルギーを提案できるように、知恵を働かせていただきた
いと思います。

三重県の「海の博物館」で、日本の昔からの漁業の文
化を観ました。大きな鯨を捕る網から、とても小さな魚

⑧「働きがいも 経済成長も」。政府の提唱する「働き

を捕る網まで展示してありました。昔の漁師さんは素晴

方改革」も、もう少しクリアにしていく必要があると思

らしい技術をもっていたのです。お米に細工したり、折

います。先日、国連の世界アーバンフォーラムに行って

り紙とか日本人の手先はとても器用なのです。そういう

きました。アイスランドの女性議員は「女性は産休を給

ことを小さいときから学んで、それが最先端技術に応用

料付きで１年間とれて、プラスご主人も１年間産休をと

できたからこそ、日本で世界一の半導体がつくれるよう

れる。もし男性が産休をとらない場合はお給料を返さな

になったと思うのですが、いま、そういう教育をやって

ければいけない」と言っていました。すごくドラスティッ

いません。手で作る文化がどんどん日本から消え去って

クですが、そうやって社会を教育、啓発していくのです。

います。

両親の存在があって子どもが育つわけですから、旦那様も

⑩「人や国の不平等をなくそう」。出稼ぎ労働者の人た

休んで欲しいです。託児所の問題も大きいです。２人の子

ちも日本国民と同じようなサービスを受けられるように

を同じ保育園に預けられない場合、親の負担は大きいです。

なってほしいです。

社会への啓発も大切です。子どもが電車の中で泣くと、

私の母は88歳で、アメリカで働いていますが、アメリ

周りの人たちはイヤな顔をしたり、幼稚園が近くに建設

カでは人を募集するとき、特技とか経歴は記載しますが、

されるのは反対という人たちがいますが、もっと子ども

年齢も男女も人種も記入しません。

に寛容になって欲しいと思います。子どもの笑い声や話
し声があるのはとても幸せだと思うのです。

⑪「住み続けられる まちづくり」
。これから世界は都
市化問題に入っていきます。2050年には72％の人が都市

発展途上国が経済成長するための改善の方法は、劣悪

で生活するようになると予想されていますが、アメリカ

な環境で働かされないように、法律を作ったり社会で支

の場合、スモールタウン現象といって、お年寄りにとっ

えたりしなければなりません。

て優しい町づくりをしています。お年寄りは、歩いて行

「 働 き が い（DECENT WORK）」 と あ り ま す が、

ける距離に郵便局、歯医者さん、八百屋さんがあると便

“DECENT” は自分の人権とか尊厳を踏みにじられないこ

利です。３千人くらいの小さな町に、お年寄りが戻って

とです。日本には、多くの外国人労働者の方々が働いて

きているのです。顔みしりになれば助け合うこともでき

おられますが、彼らが働けなくなったとき “DECENT

ます。

WORK” となっているか。彼らは国民健康保険もないの

⑫「つくる責任 つかう責任」
。消費者の立場で今思っ

でケガや病気をしたらアウトですし、監禁されて逃げら

ているのは、ごみの分別のとき、もっとリサイクルしや

れないようにされている外国人労働者もいます。

すいように容器など考えていただけると助かります。⑬

⑨「産業と技術革新の基盤をつくろう」。いま、どんど

「気候変動に具体的な対策を」
。日本は環境に対しての意

ん日本の頭脳が流出されています。他の国が創れないも

識は高いです。省エネなど日本は世界一だと思います。⑭

の、日本に頼られないと次のステップができないものを

「海の豊かさを守ろう」
。日本海側には韓国や中国から流

日本が手に握りしめていないといけません。
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誇るべきは日本人の器用さ
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れてくるゴミがすごいです。周りを海に囲まれている日

本に大きく旗を振ってもらいたいです。
⑮「陸に豊かさを」。日本は自給自足していません。万
が一のとき、どうするのか。私は日本のお米は日本の文
化だと思っていますので、農林水産省ではなく文化庁の
管轄にするべきだと思っています。稲穂がなびく風景は
「風景の文化遺産」です。お米は食べて元気になるだけで
はなく、見て楽しんで心が豊かになるものです。
⑯「平和と公正をすべての人に」。⑰「パートナーシッ
プで目標を達成しよう」。すべての企業がすべてのことを
できるわけがないです。どこの企業とパートナーシップ
になるのか。国々、自治体、企業、家庭でできることは

愛・地球博

空撮写真

平成17年（2005）
年５月16日

たくさんありますから、考えていただきたいと思います。

「Adopt-A-Road（養子にしましょう）」
あと２年で東京オリンピックが開催されます。これか
らのレガシーは、モノではなく、制度とか物事の考え方
とか、人に対しての暮らし方とかが問われている時代に

司会
経営研究会 代表幹事

なっていきます。地方に行って、「のどかでいいね」「心

大野 蔵彦氏

が温まるね」と感じるのは、昔の町並みがまだ残ってい
るところですが、みんなで支えていかないとなくなって
しまいます。
アメリカでは「Adopt-A-Road（養子にしましょう）
」
といって、自分が気に入った道や木や林があるところを、
週に１回、月に１回行ってゴミを拾って、ここからここ
まで、私が養子にした場所ですときれいにする運動があ
ります。やれるアイデアはたくさんあります。
愛 知 で 開 催 さ れ た “ 愛 知 万 博 ”“COP10” は、 ど れ も
SDGs に繋がっています。これからも誇りをもって頑
張っていただきたいと思います。
※この記事は平成30年５月29日の講演の要約です。
文責／公益社団法人

名古屋中法人会

花束贈呈

青年部会 横井久栄氏
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林 真理子 氏
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わたしの仕事から
作家
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﹁名古屋市内９法人会合同講演会﹂レポート
日時／平成 年２月６日㈫
時〜 時 分
開場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール
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