
ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

青年部会対外連携委員長
山下 洋輝氏

各法人会発表会「他部会にコレ聞いてみたい!!」
日時／平成30年２月15日㈭　19：00～21：30　　会場／名古屋国際ホテル２F国際ホール　　主催／名古屋西法人会青年部会

第６回名古屋法人会　青年部会合同事業

次年度「第７回」の主催は、
名古屋中法人会青年部会
第１部は名古屋市内９法人会の青年部会による発表会が行われた。
主催者が主題に掲げたのは「他部会にコレ聞いてみたい!!」。各法人会
の発表者がスライドを使用して「名物会員の紹介」「青年部会に入会して良
かったこと」「ここが自慢できること」「子ども対象の事業内容の紹介」等
の項目を発表した。
次回主催の名古屋中法人会青年部会は25名が参加した。
発表会のトリを務めた対外連携委員長の山下洋輝氏は、5,000名の参加者
を集めた「第９回名古屋ニコニコランド2017」と24チーム200名の子どもた
ちによる「特別スポーツ大会2017中法人会TAX杯～第20回ミニサッカー大
会」の事業内容を紹介した。
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第１部／各法人会発表会「他部会にコレ聞いてみたい!!」
第２部／大合同懇親会
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開会あいさつ　部会長
眞野 綾子氏

整膚の実演。顔のシワが消え、二重瞼になり、見た目が若返る。
講師　川口 由倫氏

誤
ご

嚥
えん

性
せい

肺
はい

炎
えん

を防ぐ発声訓練

司会　副部会長　舟橋あつ子氏
会場　レストラン・テルラ

「つま先立ち」で腰痛とメタボ予防

訂正して、おわびします

前号（春号）45ページの女性部会署長講演会レポートで、
「ご戒名」とあるのは、「戒石銘」の誤りでした。原稿の確
認の段階で訂正することが出来ませんでした。講師の名古屋
中税務署長小久江様、レポート記事を作成された女性部会広
報担当の酒井恵美子様におわび申し上げます。

ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

女性部会　初春の健康講座
日時／平成30年2月8日㈭　12：00～　　会場／レストラン・テルラ　　講師／整膚学博士　川口　由倫氏

女性部会地域社会貢献事業
昨年の女性部会第34回通常総会懇親会のチャリティーじゃんけんの３万円と
使用済みの切手3.7㎏を預託しました。会員の皆様のご協力を心より感謝を申
し上げます。
期日／平成30年２月13日㈫　　場所／社会福祉法人 中部善意銀行

女性部会部会長　眞野 綾子氏
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講師　大澤 和宏氏

矢場公園エリア　メインステージ

栄東支部長　辻本 昌孝氏（右）
名城支部長　浅野 了一氏

栄東副支部長
深田 正雄氏

ナディアパークエリア

栄ミナミ音楽祭と黒船車祭囃子を楽しむ会
末廣町神楽団のパフォーマンスと語り

日時／平成30年５月13日㈰　12：00～14：30　　会場／料亭　蔦茂

テレビ塔の裏側を探検しよう
日時／平成30年２月７日㈬　17：00～20：30　　会場／名古屋テレビ塔

名城・御園・栄西・栄東支部

御園支部　第12回元気が出る会社訪問

昭和29年（1954）６月19日完成したテレビ塔は、復興のシン
ボルとして日本で最初のテレビ塔となった。設計者は「塔博
士」で知られる建築構造学者の内藤多仲氏。造船学の着想と耐
震構造理論によって完成させた。NHK名古屋放送局（総合
3ch・Eテレ9ch）、中部日本放送（CBC）（5ch）、東海テレ
ビ放送（1ch）、名古屋テレビ放送（NBN）（1ch）のVHF４
局５波などの地上アナログテレビの電波を送信してきた。翌年
の平成23年（2011）７月24日、アナログ放送終了に合わせてそ
の機能を終え解体する方針であったが、出資者である名古屋市
の定例議会で、名古屋の中心地に位置して、繁華街のシンボル
であることから、市長が存続を明言して存続が決まった。平成
24年（2012）には名古屋市が主催した「第１回名古屋まちなみ
デザインセレクション」で、「セントラルブリッジから観た名
古屋テレビ塔のライトアップ」が市民投票で１位になった。開
業以来名古屋市民の憩いの場として親しまれている。
バックヤードを探検して名古屋テレビ塔の歴史と、デジタ
ル放送となった今のテレビ塔の目指す姿を、代表取締役社長
の大澤和宏氏より解説を受けた。

５月12日・13日五月晴れの空の下、栄ミナミ
音楽祭は12年目を迎えた。新設の納屋橋エリア
を加えた46会場に、約500組のアーティストたち
がストリートイベントを演じていた。
13日の合同プラスワン事業は、音楽祭の散策
と今年２月に栄３丁目の末広会館３階に開館し
た「本町通り歴史資料館」を訪ね、名古屋の町
衆の文化を見学した。
栄ミナミ音楽祭パートナーズライブの会場の
料亭「蔦茂」では、初夏の味と黒船車祭囃子の
再現を楽しみながら、最後に数寄屋造りの蔦茂
本館を見学した。
末廣町神楽団を創始した「伊勢門水」につい
ての講演もあり、明治時代に名古屋の山車祭り
を研究し本にまとめ、狂言師・画家・デザイナー
として活躍した名古屋の偉大な文化人の足跡と
「末廣町」との関わりを知ることができた。
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青年部会署長講演会

「税務行政の現状と今後」＆「申告納税制度の歴史等」
日時：平成30年２月26日㈪　18：30～20：00　　会場：東京第一ホテル錦　　講師：名古屋中税務署長　小久江 元秀氏

部会長挨拶　田中 義明氏

名古屋中税務署長　小久江 元秀氏

税務行政の将来像
近年、税務行政を取り巻く環境は、ICTやAIが著し
く進展するとともに、マイナンバー制度が導入される
など、大きく変化している。
また、経済取引がグローバル化し、資産運用が多様
化する中、国税職員の定員の減少と所得税の申告件数
や法人数の増加などもあり、調査・徴収事務は複雑・
困難化している。
このような状況を踏まえ、国税組織としては、ICT
やマイナンバーなどを積極的に活用していくことによ
り、納税者の利便性を一層向上させ、納税者が自ら正
しい申告と納税が行える環境を、引き続き整備してい
くとともに、課税・徴収の効率化・高度化を進めるな
ど、「税務行政のスマート化」を目指すこととしている。

（納税者の利便性の向上）
・カスタマイズ型の情報配信
・税務相談の自動化
・申告・納付のデジタル化の推進

（課税・徴収の効率化・高度化）
・申告内容の自動チェック
・ 軽微な誤りのオフサイト処理 
（誤り事項等の納税者への自動連絡等）
・調査・徴収でのAIの活用

納税に対する考え方の違い 
（ラテンL型とアメリカA型）
欧州では、長きにわたる封建時代を経験し、国家間
の争いが絶えなかったこともあり、納税するより、自
らの命と財産は自らが守るという意識が強く、外国の
ある心理学者は、このような考え方を「Ｌ型」と言っ
ている。
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社長の“やる気”サポート

フランスでは、税収確保のため1954年から付加価値税（消
費税）が導入されているほか、不正防止の観点から、スペイ
ンやイタリアなどと同様に、現金取引に上限を設けている。
また、ギリシャの国家財政が破綻状態に陥ったのも、脱税
による税収不足が一要因にあるようだ。
アメリカでは、西部開拓時代に、保安や教育等のための資
金は市民が拠出するという考えが自然発生的に生まれ、税は
社会共通の費用であるとの認識が強く、このような考え方を
「Ａ型」と言っている。
農民が自分達を守るため、お金を出し合って侍を雇った黒
沢明監督の「七人の侍」は、西部開拓時代の状況と重なるこ
ともあり、アメリカ人に共感を呼んだ。
また、この「七人の侍」のリメイク版映画として「荒野の
七人」、「続・荒野の七人」、「新・荒野の七人」などが製作され
たほか、2017年には、「荒野の七人」のリメイク版として「マ
グニフィセント・セブン」という現代版の映画も製作された。
一方、脱税を嫌悪する国民性は、実録映画「アンタッチャ
ブル」に見ることができる。
シカゴのギャングのボスのアル・カポネは、禁酒法時代に
密造酒の製造・販売などで莫大な利益を得るほか、殺人事件
等も起こしていた。
FBI（Federal Bureau of Investigation：連邦捜査局）の
捜査官エリオット・ネスは、密造酒の製造・販売や殺人では
逮捕できず、脱税で逮捕した。
イタリアのシチリア島出身のカポネは、典型的なラテン人
であり、納税に対する考え方は「Ｌ型」であったと思う。

占領軍（GHQ）下において 
導入された「申告納税制度」
日本では、昭和22年（1947年）に、戦後のアメリカ軍を中
心とした占領軍（GHQ）下において、「納税者が法律に基づ
いて、自らの所得金額・税額を計算し申告する」という「申
告納税制度」が導入され、既に70年が経過する。

申告納税制度を担保する諸制度の創設
昭和22年から昭和25年にかけて、脱税者の罰則が強化され
たほか、加算税制度、査察制度、第三者通報制度（いわゆる
密告制度（密告により脱税が把握された場合、報償金の支払
い有り。））が導入された。
なお、第三者通報制度は、昭和29年に廃止され、替わりに
公示制度が導入されたが、この制度も平成18年に廃止された。

このほか、小久江署長からは、公務員の心得として上司か
ら教わった「戒石銘」についての話があった。

「戒石銘」（出典：旧二本松藩戒石名碑）

　爾
なんじのほうなんじのろくは

俸爾禄　民
たみのこうたみのしなり

膏民脂 

　下
かみんはしいたげやすきも

民易虐　上
じょうてんはあざむきがたし

天難欺　

この意味は、「お前（武士）の俸給は、民があぶらして働い
たたまものより得ているものである。お前は民に感謝し、い
たわらなければならない。この気持ちを忘れて弱い民を虐げ
たりすると、きっと天罰があろうぞ」と解されている。
戒石銘は、寛延２年（1749年）に二本松藩第５代藩主丹羽
高寛が、家臣で儒学者の岩井田昨非の進言により、武士の戒
めとするため、命じて旧二本松城の入口にあった大石に刻ま
せたもの。
昭和10年（1935年）には、教育資料として、また、行政の
規範として価値の高いものであるため、国史跡「旧二本松藩
戒石銘碑」として指定された。
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平成30年度新入社員研修会

新入社員を早期に戦力化させる
日時／平成30年４月３日㈫～６日㈮　10：00～16：30　　会場／昭和ビル９Fホール　　参加者数／269名

講師　森 眞江氏 講師　大嶋 愛氏 新入社員研修会テキスト

研修の趣旨説明　事務局長　苅安 吉一氏

大きな期待を寄せる新入社員
この研修会は、新入社員の社会人としての心構え、ビジネ
スマナー、コミュニケーションなどビジネスマンとしての必
須なことがらを基礎から学ぶ。
同時に社会人としての租税研修を行い、給与所得者の給与
明細書の見方、年末調整と源泉徴収票の見方、日本の税制の
現状と暮らしのなかの税情報などを学ぶ。
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社長の“やる気”サポート

講師／Ａ・Ｂコース　３日・４日　アルト・キャリア開発　森 眞江氏
　　　Ｃ・Ｄコース　５日・６日　㈱アイミック　大嶋 愛氏
　　　　　　　　　　４日・６日　名古屋中税務署広報広聴官　内藤 康治氏

《研修内容》
◎A・Cコース
　新入社員の基本研修
オリエンテーション
Ⅰ、新入社員としての心構え
　１、企業が求める社員
　２、 社会人・組織人としての心構え
Ⅱ、研修中のマナー、服務規律
Ⅲ、仕事のすすめ方
　１、仕事の効率的なすすめ方
　２、 仕事の指示の受け方と報告の

仕方
Ⅳ、職場の人間関係
　１、人間関係の重要性
　２、上司、先輩、同僚との人間関係
Ⅴ、まとめ

◎B・Dコース
　新入社員のためのビジネスマナー
Ⅰ、接遇応対とは
　１、接遇応対の目的
　２、接遇応対のポイント
Ⅱ、社会人としての言葉づかい
　１、敬語の使い方
　２、自他の呼称
　３、職場での好ましい言葉づかい

◎C・Dコース
　租税研修
Ⅲ、 来客応対（ビジネスマナー）と
電話応対の基本

　１、 来客応対のポイントとビジネ
スマナー

　　　～ロールプレイング～
　２、電話応対の基本
　　①電話応対のポイント
　　②電話応対の実践
　　　～ロールプレイング～
Ⅳ、魅力的な社員になるために

租税研修後の主な感想＆要望

・給与と税金の詳しい係わりを知った
・税を支払う必要性を理解できた
・グループでの話し合いは有効

・ウェブサイトの活用を広げて欲しい
・映像による研修形式を望む

研修生のコメント

医療器械は日々開発され医療技術も日進月歩です。その
専門知識を学ぶことも必要ですが、納入先の医療施設や仕
入先メーカーの方々との信頼関係を築くことも不可欠です。
この研修に参加させていただいて、社会人としての基本

的なマナーと職場の中のコミュニケーションなど、対人関
係のレベルアップを習得したいと思います。

講師　内藤 康治氏

租税研修会テキスト
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女性部会

第35回 通常総会・記念コンサート・情報交換会
日時／平成30年４月24日㈫　14：30～18：45　　会場／名古屋東急ホテル

《議題》
　第１号議案　議事録署名人選任の件
　第２号議案　平成29年度事業報告及び収支決算報告承認の件
　第３号議案　平成30年度事業計画案及び収支予算案承認の件

部会長あいさつ
眞野 綾子氏

会場　名古屋東急ホテル

来賓祝辞
名古屋中税務署長
小久江 元秀氏

来賓祝辞
親会副会長
武藤 俊明氏
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社長の“やる気”サポート

第１部／第35回通常総会　14：30～15：15 第２部／記念コンサート　15：30～16：45 

　体験　郡上踊り

情報交換会　ビンゴ

チャリティージャンケン大会

低音から高音域まで自在に歌う民謡歌手の剣持雄介氏

記念コンサート　民謡の旅

《記念コンサート》
講師　　剣　持　雄　介 氏　　民謡歌手

　　　　山　口　みき衣 氏　　民謡歌手・津軽三味線奏者

演題　　「民
う

謡
た

の旅」
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第38年度 青年部会

「学び」をテーマに、新会員の獲得・新たな租税教室開催に向けて頑張ろう！
日時／平成30年4月18日㈬　18：00～19：00　　会場／東京第一ホテル錦

このたび専務理事として、永年にわたり当会の円滑な運営・
活動の充実発展に、ご尽力いただきました清水正彌氏が定年退
任になられました。県下最初の公益社団化は、清水正彌氏のご
貢献がなくては成し遂げられませんでした。改めて深く感謝の
意を表します。
新たに鶴岡一美氏が専務理事に就任いたします。
事務局及び広報委員会と力を合わせて、より魅力ある広報誌
づくりに努めてまいります。

事務局・広報委員会からのお知らせ

部会長挨拶
田中 義明氏

来賓祝辞　名古屋中税務署長
小久江 元秀氏

第38年度　青年部会役員

来賓祝辞　親会副会長
正木 利和氏

清水正彌氏（左）、鶴岡一美氏
平成30年５月24日　事務局会議室にて

清水正彌氏似顔絵　作／お絵かき隊　加藤 友里氏
「みんなで笑顔を、クラウンがやってきた」派遣会社プレジャー企画20周年祝賀会。
平成30年５月19日　名鉄グランドホテル

事業参加人員最大獲得実績
感謝状贈呈

優秀委員会　総務委員会
副委員長　杉浦 恵一氏

新入会員最大獲得実績
感謝状贈呈

優秀委員会　第二委員会
委員長　髙橋 良典氏

第29回全国中の会名古屋大会運営
感謝状贈呈

優秀委員会　対外連携委員会
委員長　山下 洋輝氏
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社長の“やる気”サポート
平成30年度 経営研究会通常総会

第21回 正副会長会

経営に差がつく、税の知識が身につく、人脈が広がる
日時／平成30年4月12日㈭　18：00～19：00　　会場／東京第一ホテル錦

退任する清水正彌専務理事と鶴岡一美新専務理事を囲む会
日時／平成30年６月１日㈮　18：00～　会場／芳蘭亭

代表幹事挨拶
竹内 明氏

東京第一ホテル錦会議室

新代表幹事挨拶
大野 蔵彦氏

来賓挨拶　名古屋中税務署長
小久江 元秀氏

来賓挨拶　親会副会長
山口 忍氏

清水正彌氏（前列中央）、鶴岡一美氏（後列左端）
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