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表紙の写真
かつひろ

小堀 勝啓 氏
フリーアナウンサー
昭和25年（1950）生まれ、北海道帯広市出身。北海道帯広柏葉高等学校を経て、
東海大学文学部広報学科に進学。学生時代アナウンス専門学校に通う。
昭和48年（1973）中部日本放送（CBC）入社 テレビニュース部配属
昭和50年（1975）アナウンス部異動 ラジオ番組「カトレヤミュージック」
「星空ワイド 今夜もシャララ」パーソナリティー
昭和54年（1979）TBS 系全国ネットのテレビ番組「おはよう700」アメリカ長期取材のレポーター
平成14年（2002）JNN アノンシスト賞ラジオ部門最優秀賞受賞
平成18年（2006）「心にブギウギ！」夏冬視聴率１位獲得
平成24年（2012）「新栄トークジャンボリー 小堀勝啓のお気楽パラダイス」パーソナリティー
平成27年（2015）フリーアナウンサー
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jun.
10水

6

2020
aug.

支部合同事業 バス研修
（御園・栄西・栄東三支部）
【中止】

17水・18木・19金

17水
19金

24水

jul.

税務研修会
「令和２年度税制改正の実務ポイント」
【10／19・20に延期】
講師：税理士法人名南経営 理事長
安藤 教嗣氏ほか
昭和ビル９階ホール
 古屋中税務連絡協議会総会
名
【中止・書面決議】

10金
13月
14火
16木
17金
20月
21火
22水
27月
28火
29水
30木
31金

 ９回理事懇談会
第
東京第一ホテル錦 16：00

５水

 連・理事会【理事・委員合同懇談会は中止】
県
名古屋東急ホテル 16：00

15土・16日
25火

御園・錦三支部・地域協賛事業【中止】
「第69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
 営研究会・第２回事業【中止】
経
～夏休み親子で税を学ぼう！～

一般社団法人愛知県法人会連合会総会
【中止・書面決議】
 ８回通常総会
第
女性部会・新緑税務研修会
【中止】
講師：名古屋中税務署法人課税
第一部門 統括国税調査官
加藤 辰男 氏

sep.

9

19月・20火

25日

市内法人会w合同講演会
「チャレンジ精神が私を変えた」
講師：益子 直美 氏
日本特殊陶業市民会館 14：00

未定

 年部会・第３回役員会議
青
東京第一ホテル錦 18：30
女性部会・第３回理事会【中止】

nov.

 連・厚生委員会
県
大同生命ビル２階 14：00
 25回広報委員会
第
東京第一ホテル錦 10：30
 連・事業委員会
県
大同生命ビル２階 15：00

 連・広報委員会
県
大同生命ビル２階 15：00
 連・総務委員会
県
大同生命ビル２階 15：00
 連・組織委員会
県
大同生命ビル２階 15：00
 算期別研修会（７～９月期）
決
【中止】
講師：名古屋中税務署担当官
 務委員会 役員会
総
昭和ビル９階会議室
事業委員会 昭和ビル９階ホール

 営研究会・第１回事業【中止】
経
「NAKAビアフェス2020」

色 文 字 は一般参加の事業

 年部会・第４回役員会議
青
東京第一ホテル錦 18：30

10木

 性部会・第３回理事会
女
昭和ビル９階ホール 10：30

11金

 海法人会連合会・第32回定時総会
東
名鉄グランドホテル 16：00

未定

 性部会「絵はがきコンクール」審査会
女
名古屋中税務署会議室

10

oct.
４日
５月

厚生委員会 昭和ビル９階会議室
 経「景気討論会」
日
参加募集なし（日経ネット配信）
マリオットアソシアホテル 13：30

 設法人研修会
新
講師：名古屋中税務署担当官

11

財務省・国税局 人事異動発令日

 連・税制委員会
県
大同生命ビル２階 15：00

 22回「中法人会TAX杯」
第
ミニサッカー大会 愛知県体育館

「第26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

８火

 任税務署幹部あいさつ
新
名古屋中税務署 13：30

税務研修会「令和２年度
税制改正の実務ポイント」
【６月から延期】
講師：税理士法人名南経営 理事長
安藤 教嗣 氏ほか
東京第一ホテル錦

３木・10木・17木・29火・10／６火・13火の延べ６日

青年部会・パネルディスカッション【中止】
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９木

３月

8

８木
13火
15木

５木 第34回全国青年の集い・島根【中止】
11水～17火 税を考える週間
12木 令和２年度名古屋中税務署納税表彰式
14土
18水
19木

KKRホテル名古屋

10：30

「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
 算期別研修会（10～12月期）
決
講師：名古屋中税務署担当官
昭和ビル９階ホール 13：30
 年部会・第６回役員会議
青
東京第一ホテル錦 18：30

19木・20金
22日

源泉所得税年末調整研修会
日本特殊陶業（金山）市民会館中ホール
 古屋ニコニコランド2020
名
久屋大通公園 10：00

女性部会・社会貢献事業【中止】
《第７回・なごやヤングジャズフェステイバル2020》
演奏：フリーヒルズジャズオーケストラ
「初心者のための源泉所得税研修会」

講師：名古屋中税務署担当官
東京第一ホテル錦 13：30
第37回・法人会全国大会 岩手大会【中止】
 年部会・第５回役員会議
青
東京第一ホテル錦 18：30
「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 13：30

25水

女性フォーラム愛媛大会【中止】

新 型コロナウイルス感染拡大等の状況により、変更または中止となる場合があります。
名古屋中法人会ホームページをお確かめのうえお出掛けください。

http://www.meinaka-houjinkai.or.jp
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日時／令和２年５月
日㈫
時

14

分〜

30

時

16

会場／昭和ビル９Ｆ
会議室

新型コロナウイルス感染の終息を祈念し、
地域企業の健全な発展と地域社会への貢献を目指す

第９回通常総会
26

公益社団法人名古屋中法人会の第９回通常総会の開会に
あたり、一言ごあいさつを申しあげます。
会員の皆様におかれましては、日頃から会の運営と事業
活動に対し、ひとかたならぬご支援とご協力をたまわり、厚
く御礼申しあげます。
本来ならば、会員の皆様にお集まりをいただき来賓をお
迎えして本総会を開催いたすところでありますが、昨年12
月に中国の武漢を発信源とした新型コロナウイルスの我が
国における拡大・蔓延により、感染防止と会員の皆さまの
健康と安全を第一と考えた結果このような形で開催させて
いただくこととなりました。
当会の活動も様々な自粛要請を受けて、クラスター感染
予防の観点から理事会の書面決議実施、研修会・支部活動

通常総会あいさつ
公益社団法人名古屋中法人会

岡谷

篤一

などの中止や延期など大きな制約がかかっての活動となっ
会長

ております。
愛知県内では現在感染拡大が収まりつつありますが、自
分たちで出来る拡大防止策として３つの「密」
（①換気の悪
い閉鎖空間②多人数が集まる密集場所③人との密接）を避
けることが第二波、第三波の拡大を防ぐ上でも大切ですの
で、引き続き皆様の取り組みをお願いします。
今後の法人会の活動の先行きは、感染の終息次第という
ところでありますが、名古屋中税務署の皆様のご協力を得
ながら、公益法人としての使命を達成する為、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、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。
結びになりましたが、この新型コロナウイルス感染拡大
の一日も早い終息と、会員各社のますますのご繁栄を祈念
いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。
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筆頭副会長

筆頭副会長

荒川

丹羽

眞太郎 氏

幸彦 氏

昭和ビル９F

非接触式赤外線体温計

会議室

総会委任状

感謝状・記念品

正副会長会
令和２年３月26日㈭

14：30〜16：00

昭和ビル９F

会場／昭和ビル９F

会議室

会議室
NAKA 令和２年夏号
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社長の
“やる気”
サポート
納税意識高揚事業

令和元年度「確定申告」啓発ポスター 市営地下鉄改札口掲示

地下鉄伏見駅

地下鉄東別院駅

オンデマンド新入社員企業内研修

第37回大規模法人経営者
国税局長講演会・懇談会

地域企業発展事業
日時／令和2年4月3日㈮
会場／大須支部 法人会役員会社 ㈱ワキタ商会

我が国の財政と税務行政の展望
日時／令和２年２月19日㈬ 15：30〜18：30
会場／ホテルナゴヤキャッスル２F 青雲の間
講師／名古屋国税局局長 小原 昇 氏
主催／愛知県法人会連合会

ホテルナゴヤキャッスル２F

名古屋国税局局長

小原

昇氏

青雲の間

県連副会長

岡谷

篤一 氏

女性部会 正副部会長会
撮影

法人会常任理事

大須支部長

堀江

陽平 氏

日時／令和２年５月14日㈭ 14：00〜
会場／昭和ビル３F 法人会事務局会議室

新型コロナウイルス感染防止のため、毎年講義形式で
開催していた「新入社員研修会」を本年はオンデマン
ド（ネット配信）研修として実施。各会員企業におい
て企業研修として活用された。

昭和ビル３F
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法人会事務局会議室

社長の
“やる気”
サポート
第８回名古屋法人会青年部会 合同事業拡大推進教養講座

スマホで「上手な付き合い方」を学ぶ

日時／令和２年２月21日㈮ 19：00〜21：30 会場／名古屋栄東急 REI ホテル メイプルルーム
第一部／ホンマでっか ！？ マーケティングの専門家 木原誠太郎に聞くここだけの話！ ㈱ディグラム・ラボ
第二部／懇親会 参加／159名（未加入会員28名）

半径５メートルの人を幸せに！
第一部は心理学×統計学で人の本音を分析し、カウンセリ
ングするプログラム「ディグラム」を研究する企業マーケテ
ィグコンサルタントの木原誠太郎氏による講演です。
連日クルーズ船ダイアモンドプリンセス号の報道が流れる中、
出入り口の消毒液と全員マスク着用での開催となりました。
ディグラム・ラボが開発したディグラム診断は、心理学と
統計学を元にした20問の質問による性格診断ツールです。
「寿司ネタの大トロとサーモンはどちらが好き？」
「そばとうどんではどちらが好き？」
マスク姿の青年部会の参加者は、スクリーンに映し出され

木原

誠太郎 氏

る質問にスマホを片手に診断して盛り上がっていました。
先の見えない新型コロナウイルス禍、ビジネスの在り方や
生活スタイルが大きく変化して揺れ動いています。
また、これまで以上に人とのコミュニケーションのとりか
たも問われています。
自分の性格や思考を理解し、会社の社員や家族に診断して
もらえれば上手な接し方が見えてくるものです。
第二部の懇親会では、
「半径５メートルの人を幸せに！」を
合言葉に、次年度主管の熱田法人会青年部会の皆さんが、各
部会の垣根を取り払い、“all NAGOYA” で部会員の紹介活動
を行うことを申し合わせていたこともあり、未加入会員のゲ
スト28名を交えて活発な交流ができました。

主催者あいさつ
昭和法人会 部会長

米本

講師

卓弘 氏

㈱ディグラム・ラボ

木原

誠太郎 氏

名古屋栄東急 REI ホテル

メイプルルーム
NAKA 令和２年夏号
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
錦三丁目支部事業

宇宙の神秘と科学の楽しさを！
テーマ／オーロラの科学

名古屋中税務署と錦三丁目支部の皆様

名古屋市科学館

開かれた宇宙旅行への扉
養護施設の児童・生徒のプラネタリウム招待は、子どもたちが
宇宙の神秘と科学の楽しさを学ぶ地域社会貢献事業です。
内径35m の世界一のドームは、限りなく本物に近い星空が再
現されています。
この日は、学芸員の生解説でオリオン座の姿を歩いて観たり、
カナダのイエローナイフの空を再現したオーロラを体験しました。
日頃、科学が苦手な子どもも、低温、空気、電気、化学反応な
どの実験ショーを楽しんだり、身近なものを使った楽しい生命科
学の実験や生物の顕微鏡観察などの科学の魅力に目を輝かせてい
ました。
５月31日に国際宇宙ステーション（ISS）にドッキング成功し
たクルードラゴンは、電気自動車ステラ CEO のイーロン・マス
ク氏が起業した民間会社のスペース X 社が開発した宇宙船です。
そして、８月30日には宇宙飛行士野口聡一氏が運用第一号機に
乗る予定です。
子どもたちは未来の主役です。果てしない宇宙に人類の希望を
胸に飛び立ってくれるでしょう。

次々と子どもたちがやってきました。
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養護施設の児童・生徒をプラネタリウムに招待
日時／令和２年２月１日㈯

11：00〜12：00

会場／名古屋市科学館

参加／児童・生徒

82名

子どもたちからの礼状

錦三丁目支部 石原 寿生 氏（左）、
法人会事務局 専務理事 鶴岡 一美 氏（右）

名古屋市感謝状（令和２年２月７日

名古屋市役所）

NAKA 令和２年夏号
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