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表紙の人
中部大学特任教授

武田 邦彦氏
【プロフィール】
中部大学特任教授
名古屋市中区橘　在住

昭和18年（1943）　東京都生まれ
昭和41年（1966）
　東京大学教養学部基礎化学科卒業
同年　
　�旭化成工業㈱入社、同社ウラン濃縮研
究所長、芝浦工業大学工学部教授
平成14年（2002）
　名古屋大学大学院教授
平成19年（2007）
　中部大学教授
　内閣府原子力安全委員会専門委員
　文部科学省中央教育審議会専門委員
　文部科学省科学技術審議会専門委員
　日本エネルギー学会賞

現在　�中部大学総合工学研究所�
特任教授���工学博士

専攻　資源・材料工学

環境問題に対して定説と異なる主張を展開
テレビでコメンテーターとして活躍

主な著書
　『エネルギーと原発のウソを話そう』
　� （産経新聞出版）
　『NHKが日本をダメにした』
　� （詩想社新書）
　『科学者が解く「老人」のウソ』
� 　（産経新聞出版）
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7jul.

1🈷　�県連　福利厚生制度特別推進会議�
ストリングスホテル名古屋　15：00

3水　�青年部会・第３回役員会議�
東京第一ホテル錦　18：30

⓾水　�財務省・国税局　人事異動発令日
�木　�女性部会・第３回理事会�

事務局会議室　10：30

�金　�第22回広報委員会�
事務局会議室　10：30

�水　�新任税務署幹部あいさつ�
名古屋中税務署　13：30�
県連・広報委員会�
大同生命ビル２階　15：00

　　　.日経「景気討論会」.
名古屋東急ホテル　10：00

�🈷　�県連・事業委員会�
大同生命ビル２階　15：00

�火　�県連・厚生委員会�
大同生命ビル２階　15：00

�水　.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

�木　.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・.
愛知県警察本部・名古屋城

�金　�第31回全国中の会・仙台大会�
江陽グランドホテル　17：00

�火　�県連・税制委員会�
大同生命ビル２階　15：00

�水　�県連・総務委員会�
大同生命ビル２階　15：00

8aug.

2金　�経営研究会・第２回事業.
「NAKAビアフェス2019」.
錦三丁目東本重町通り　18：00

6火　�第８回理事懇談会�
東京第一ホテル錦　16：00

7水　�県連・組織委員会�
大同生命ビル２階　15：00

9金　�県連・理事会、理事委員合同懇談会�
名古屋東急ホテル　16：00

�土��日　御園・錦三支部・地域協賛事業.
「第68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

�金　�厚生委員会＆支部長会議�
木曽路錦店　16：00

�水　��青年部　入会オリエンテーション・�
ボウリング大会�
スポルト名古屋　18：30

9sep.

3火⓾.�火�水�水10／2水9水　延べ６日.
.「第25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

3火　�市内法人会合同講演会.
講師：相撲解説者　舞の海.秀平.氏.
.演題：「可能性への挑戦」.
～舞の海が語る大相撲の裏話～.
日本特殊陶業市民会館　13：30

4水　�青年部会・第４回役員会議�
東京第一ホテル錦　18：30

4水6�金　消費税軽減税率等研修会.
講師：名古屋中税務署担当官.
昭和ビル９階ホール　13：30

9🈷　�東海法人会連合会・第31回定時総会�
名鉄グランドホテル　16：00

�木　�女性部会・第４回理事会�
事務局会議室（仮）10：30

�日　�「第11回・名古屋ニコニコランド2019」.
～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・社会貢献事業.
.《第６回・なごやヤングジャズ
フェスティバル2019》.
演奏：フリーヒルズジャズ
オーケストラ.
中電ホール　13：30

10oct.

3木4.金　第36回・法人会全国大会三重大会�
サオリーナ（津）　14：00

4金　�青連協・情報交換会�
キャッスルプラザ　14：30

�水ま.たは�木.
「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.
東京第一ホテル錦　14：30

�水ま.たは�木　「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.
東京第一ホテル錦　14：30

�水　�青年部会・第５回役員会議�
東京第一ホテル錦　18：30

�木　�平和支部事業.
「名古屋市有形文化財　揚輝荘」見学会

�火　�第23回広報委員会�
事務局会議室　10：30

�水　.新設法人研修会.
講師：名古屋中税務署担当官.
名古屋中税務署会議室　13：30

11nov.

7木8�金　第33回全国青年の集い・大分�
iichiko総合文化センター

9土　.「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

�🈷～�日　税を考える週間
�水　�愛知県連　税制講演会�

ANAグランコート名古屋�
令和元年度名古屋中税務署納税表彰式�
KKRホテル名古屋　10：30

�木　女性部会・第５回理事会
�日　..第22回「中法人会TAX杯」.

ミニサッカー大会.
パロマ瑞穂競技場・北競技場

�水　.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

�木　�青年部会・第６回役員会議�
東京第一ホテル錦　18：30
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議長
岡谷.篤一.氏

乾杯の発声
名古屋市中税務署
筆頭副署長
三矢.彰茂.氏

左より、岡谷�篤一�氏、武田�邦彦�氏

来賓あいさつ
名古屋中税務署長
久野.浩介.氏

中締め
瀧.健太郎.氏

情報交換会 会場　ルネッサンスの間
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代表
池野.健一.氏

代表
水谷.鎭夫.氏

代表
西田.達矢.氏（奥様）

代表
岩野.司.氏

名古屋東急ホテル３F　ヴェルサイユの間

平成30年度 会長表彰

加入勧奨功労者感謝状 支部・部会活動功労者感謝状

役員功労者感謝状 事業協力法人表彰状
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東海法人会連合会岐阜大会

名古屋中法人会.理事会

日時／平成31年３月８日㈮　会場／岐阜グランドホテル西館B１　ロイヤルシアター

第19回理事会
日時／平成31年４月10日㈬　15：00〜16：00
会場／昭和ビル９F　ホール

第20回理事会
日時／令和元年５月28日㈫　16：00〜16：30
会場／名古屋東急ホテル３F　葵の間

希望を生み出す強い経済・活力ある社会を築く

左より、武藤.俊明.氏、水野.一樹.氏、
水谷.鎭夫.氏、鈴木.俊夫.氏

昭和ビル９F　ホール 名古屋東急ホテル３F　葵の間

岐阜グランドホテル西館B１　ロイヤルシアター

法人会研究発表会
⑴公益社団法人　小牧法人会（愛知）
　『公益法人としての新たなあゆみ』
　　〜知る、つなぐ、貢献する法人会活動〜

⑵一般社団法人　東三河法人会（愛知）
　『めざします　社会貢献活動を通した組織の充実』

⑶一般社団法人　尾鷲法人会（三重）
　『地域に根差した社会貢献と会員維持活動』
　　〜女性部会　チャリティーバザーについて〜
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愛知県法人会連合会
第36回.大規模法人経営者.国税局長講演会

愛知県法人会連合会
第７回通常総会

女性部会　中部善意銀行預託

愛知県法人会連合会平成30年度表彰状 （研修活動優良会、厚生制度推進優良会）

愛知県法人会連合会会長感謝状

日時／平成31年２月25日㈪　預託／切手2.5kg、３万円

日時／平成31年２月22日㈮　15：30～17：00　会場／ホテルナゴヤキャッスル　講師／名古屋国税局長　金井.哲男.氏

感謝状授与　愛知県法人会連合会�専務理事　山田.晴義.氏

日時／令和元年６月11日㈫　15：30～
会場／名鉄ニューグランドホテル

日時／令和元年５月28日㈫
会場／名古屋東急ホテル３F�ヴェルサイユの間

我が国の財政と税務行政の展望

女性部会�部会長　眞野.綾子.氏

代表　武藤.俊明.氏 代表　苅安.吉一.氏

愛知県法人会連合会会長表彰　代表
名古屋中法人会�常任理事

水野.幸信.氏

ホテルナゴヤキャッスル
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

愛知県庁本庁舎

語り・三味線　平松�千恵子�氏 シンガーソングライター　藤森�愛�氏

名城支部長
浅野�了一�氏

左より、
栄東支部長　辻本�昌孝�氏、
深田�正雄�氏

開会あいさつ　田中�義明�氏

「働き方改革・IoT・ビッグデータ」活用法研修

愛知県議会議員会館

青年部会　第一委員会第2回事業

今後の企業のあり方
日時／平成31年２月13日㈬

会場／愛知県庁本庁舎・愛知県議会議員会館

青年部会　第７回名古屋法人会　青年部会合同事業
名古屋ご当地クイズ
日時／平成31年２月22日㈮　19：00〜21：30
会場／名古屋国際ホテル２F　国際ホール
参加／140名　主管／名古屋中法人会青年部会

栄東・栄西・名城.３支部合同プラスワン事業
NAGOYA.MUSIC.DAYS..栄ミナミ音楽祭とユニークライブ
日時／令和元年5月11日㈯・12日㈰　会場／栄3丁目エリア他各ストリート、料亭つたも

「学びをテーマ」に県庁見学・愛知県議会議員会館にて
県産業労働委員会増田裕二氏による「働き方改革」と今話
題の「IoT・ビッグデータ」などの活用法を研修。
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音楽祭　矢場公園エリア

講師　中世古�芳孝�氏

ローズコートホテル　比翼 フレンチレストラン　エスコフィエ

講師　山田�万希子�氏

女性部会　初春の健康講座
顔は名刺代わり.印象力UPのための自然な笑顔の作り方

日時／平成31年２月21日㈭　11：00〜13：00
会場／ローズコートホテル　比翼

講師／表情筋トレーニングスペシャリスト　山田�万希子�氏

女性部会　新緑税務研修会
令和になって変わること、変わらないこと

日時／令和元年６月13日㈭　11：00〜13：30
会場／名古屋観光ホテル１F　フレンチレストラン　エスコフィエ
講師／名古屋中税務署　法人課税第一部門　統括国税調査官　中世古�芳孝�氏

栄南を中心に43会場（ストリート・公園・広場）、550組の
アーティストたちのライブイベント。
11日・12日矢場公園エリアでは、東日本・熊本災害復興支
援と介助犬のPRブースが設営。
12日３支部合同のプラスワン事業は、料亭つたもで語りと
三味線・端唄の平松千恵子氏、ギタリストの藤森愛氏の演奏。
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