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廣

岡崎税務署幹部職員定期人事異動

生誕地：岡崎市　1972.7.1 生まれ
趣味：ジャズ音楽鑑賞、現代美術鑑賞

オカザえもん

前 任 地
出 身 地
趣 　 味
座右の銘
一寸一言

名古屋中税務署
三重県度会郡
マラソン･自転車
日々是好日
日頃の税務行政へのご協力に感
謝いたします。今後も、よろし
くお願いいたします。

法人課税第一部門　統括国税調査官

林　　文典
前 任 地
出 身 地
趣 　 味
座右の銘
一寸一言

名古屋国税局
愛知県春日井市
お笑い鑑賞、買い物
特にありません
何事にも全力投球で対応します
ので、今後とも、税務行政にご
協力をお願いいたします。

特別国税調査官

市原　鍊雄
前 任 地
出 身 地
趣 　 味
座右の銘
一寸一言

名古屋中税務署
岐阜県美濃市
渓流釣り
誠実
岡崎署の勤務は初めてです。　
一年間よろしくお願いします。

法人課税第二部門　統括国税調査官

堀口　廣司（25年2月赴任）
前 任 地
出 身 地
趣 　 味
座右の銘
一寸一言

千種税務署
岐阜県高山市
読書
有言実行
一年間よろしくお願いします。

前 任 地
出 身 地
趣 　 味
座右の銘
一寸一言

名古屋国税局
静岡県伊豆の国市
釣り
特にありません
一年間よろしくお願いします。

副署長

佐波　秀真

法人課税第四部門　統括国税調査官

岩崎　充弘

市税の電子申告・申請・届出は地
方税ポータルシステム (eLTAX)。
国税の電子申告・電子納税等
はｅ－Tax を利用するでござる。



　去る8月3日土曜日に、北部支部本年度メイン事業を法人会公

益事業の一環として、4回目の「あきんどフェアー」開催をしました。

　今年は、出展企業 28 社、来場世帯数約 400 世帯強、来場者数

1,200人強、子供工作教室「ゴムワングランプリ」に50組の参加、

出展企業 PR、高所作業車空中遊覧、金魚すくい、よさこい踊り、

Kids ダンス、野菜果物直売、先着 400 名に菓子パン進呈、協賛

企業の来場粗品、そして「オカザえもん」による岡崎市 PR と、盛

り沢山のイベントを実施し、来場された皆様方にたいへん喜んで頂

きました。これも北部支部役員の皆さんの企画、広報、会場設営、

イベント担当とそれぞれの実行委員会が事前打合せ、準備、当日

の手伝い等ボランティア活動で支えていただいたことが、地域と

の企業交流ができ、社会貢献ができたと思います。ほんとうにあ

りがとうございました。只々感謝の一言です。今後も法人会活動

を通じ地域の皆様に貢献できるように頑張りたいと思います。

北部支部長　大河原信夫

　８月 27 日、岡崎法人会女性部会創立２０周年記念式典が挙行できましたことは

大きな喜びであり、ひとえに皆様の熱いご支援の賜物と深く感謝申し上げます。創

立 20 周年を迎えるに当たり、実行委員会を立ち上げ１年前より準備をして参りま

した。10 周年記念事業でご縁をいただいた岡崎ジュニアシンフォニックオーケス

トラ様に「しめ太鼓」を寄贈し、継続事業としてその音楽活動を支援させていただ

くことになりましてから

は、会員全員で協力し合い、

コンサートホールコロネッ

トを満席にして、チャリ

ティコンサートを開催する

ことができました。未来あ

る子供たちに支援できる喜びを胸に岡崎法人会女性部会が今

後ますます発展しますよう切に願っております。

２０周年記念事業委員長

鬼武　孝江

25.06.26 税務研修会

25.06.27 決算期別研修会

25.07.03 城北支部教育講演会

25.0703 竜海・南部・福岡支部防犯研修会

25.07.12 岩津・葵・矢作支部健康研修会

25.07.17 美川支部教育講演会

25.08.24 甲山支部映画鑑賞会

25.08.25 東部・美川支部映画鑑賞会
25.09.04 竜海支部健康研修会
25.09.05 理事会
25.09.17 福岡・美川・竜海・六ツ美支部
 　　　　　　会員親睦ボウリング大会
25.09.18 決算期別研修会
25.09.20 矢作支部心肺蘇生法研修会
25.09.24 会報発行

☆法人税実務研修会   
（第一回）   
１０月２１日（月）　岡崎商工会議所　中ホール   
（第二回）   
１１月２０日（水）　岡崎商工会議所　中ホール   
☆調査部所管法人研修会   
１１月　６日（水）   
☆ｅ－Ｔａｘ実技研修会   
１１月実施予定   
会場　岡崎情報開発センター   
☆決算期別研修会   
１２月中旬予定　 岡崎商工会議所   
　　   

☆秋の講演会 
　　国際・国内情勢を読み解く！～日本はどう立ち向かうのか～
　　１０月１７日（木）　岡崎商工会議所　大ホール 
　　講師：森本　敏　氏　　 
　　　　　　（柘植大学教授・前防衛大臣） 
☆会員親睦ボウリング大会 
　　１１月１５日（金）　サンボウル 

☆第３０回全国大会青森 
　　１０月　３日（木） 
☆支部役員全体会議 
　　１０月２４日（木）　岡崎ニューグランドホテル 
☆全国青年の集い（広島大会） 
　　１１月７～８日 

事業活動報告

研修会のご案内 講演会等 

会議予定

岡崎法人会南部支部恒例の「南の風オン・ステージ」
回を重ねて11回目の今年の出演は、光ヶ丘女子校合唱部だ。
シビックセンターのコロネットに約200名が集まった。

プログラム構成は、一部がコンクール曲。
二部がポップス、手作りのカラフルな衣装で踊り歌う。
女子校なので皆さん女子、華やかだ。

そして、三部ではメンバーが客席に降りて来て、会場と一体
となって合唱をした。
曲は、被災地の復興を願って作られた「花は咲く」を始め、
「翼をください」、「ふるさと」。

「花は咲く」は聴衆も振りを覚えて踊り？歌う。
「ふるさと」では、メンバーが入場者の手を握って心が通う。

心が触れ合う素晴らしいコンサートだった。
これぞ、ライブの醍醐味だ。

南部支部　岡田吉生

岡崎ジュニアシンフォニックオーケストラ
岡崎ジュニアコーラス「ジョリフィーユ」

あいさつされる竹内文代部会長
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お客様から愛され、
　　　　信頼される金融機関をめざします

※以下の税制改正対応商品はぜひ当金庫へ対応商品はぜひ当金庫

～教育資金一括贈与専用口座～

NISA（日本版 ISA）NISA（日本版 ISA）NISA（日本版 ISA）
～少額投資非課税制度～

　投資信託へのご投資には、所定の購入時手数料及び運用管理費用（信託報酬）等の諸経費をご負担いた
だく場合があります。また、投資信託は、価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に
手数料等及びリスクは異なりますので、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）及び目論見書
補完書面等をよくお読みください。
＜商号等＞岡崎信用金庫　登録金融機関　東海財務局長（登金）第 30 号＜加入協会＞日本証券業協会　

詳しくは当金庫の窓口にてお尋ねください

http://www.okashin.co.jp/
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