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『役員さんの所得税確定申告実務研修会』

　日時　平成27年１月21日㈬　午後２時

　会場　岡崎商工会議所　中ホール（２階）

　
『決算期別研修会』

　日時　平成27年　３月中旬

　会場　岡崎商工会議所

研修会のご案内

『正副支部長会議』
　日時　平成27年２月10日㈫　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル
　
『理　事　会』
　日時　平成27年３月９日㈪　予定
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『正副会長・常任理事会』
　日時　平成27年４月16日㈭　予定 
　会場　岡崎商工会議所特別会議室 
　
『理　事　会』
　日時　平成27年４月24日㈮　予定 
　会場　岡崎商工会議所　大ホール 
　
『女性部会通常総会』 
　日時　平成27年５月13日㈬
　会場　岡崎ニューグランドホテル 
　
『青年部会通常総会』 
　日時　平成27年５月18日㈪
　会場　岡崎ニューグランドホテル 
　
『通　常　総　会』 
　日時　平成27年５月21日㈭
　会場　岡崎商工会議所　大ホール

新春のごあいさつ（法人会会長）

年頭のごあいさつ（国税局課税第二部長）

新年のごあいさつ（岡崎税務署長）

受賞・税に関する提言

支部役員全体会議・秋の講演会・全国大会

合同税務研修会・e-Tax実技講習会

第18回会員新睦ボウリング大会
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『小学生の作文表彰』 

   日時　平成27年２月22日㈰

　会場　岡崎商工会議所　大ホール 　

講演会等
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新 春 の ご あ い さ つ

一般社団法人　岡崎法人会　　会　長　　大　林　市　郎

　新しい年を迎えるにあたり、謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。

旧年中は、会員の皆さまをはじめ関係各位におかれましては、岡崎法人会に対して格別のご支援、ご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　当会が昭和25年12月に発足以来60年を超える歴史を積み重ねる中で、活発な事業活動を展開でき

ますのも、役員の方々はもとより、会員の皆さまの当会に対するご理解と真摯な取組みのおかげであ

り、ここにあらためて感謝申し上げます。

　さて、わが国経済は内閣府が発表している景気動向指数を見ると、26年３月まではきれいな右肩上

がりとなっていましたが、消費増税の影響で３月をピークに落ち続け経済成長率の下方修正を余儀な

くされました。景気対策として日銀による10月の追加金融緩和に加えて、ＧＰＩＦの国内株式保有比

率の大幅な引き上げや消費税引き上げの凍結が行われました。そうした経済環境の若干の減速感が見

受けられる中で、円安が急激に進みました。輸出環境の好転は明るい兆しでありますが、同時に輸入

物価の上昇、エネルギーコストの高騰に見舞われております。さらに、少子高齢化社会の進展やそれ

に伴う人口減少といった国内需要の減少や労働力不足が懸念されるなか、中小企業は依然として厳し

い経営環境に置かれています。当地域におきましては、自動車産業に代表される厚い産業集積を背景

に、他地域と比較すると恵まれた環境にあり、第二東名の県内全線開通や中央リニア新幹線の着工な

ど、長期的に地域経済の成長に繋がるような明るい話題も出てきております。

　当会の活動につきましては、今年度も本会・青年部会・女性部会・各支部の皆様には、引き続きｅ-

Ｔａｘの普及・定着に積極的な取り組みと、社会貢献活動を重視した事業を実施していただいてお

り、順調に推移しております。

　なかでも青年部会・女性部会が中心となり、岡崎市内および幸田町内の全小学校６年生を対象にし

た「租税教室」の開催と、「税に関する作文」の募集及び優秀作品の表彰を毎年行っております。毎

年多くの応募があり、25年度では3,928作品にものぼり、毎回優秀作品が多く作文選考には大変ご苦

労されていると聞いております。平成26年度は、12校23クラスに講師派遣を予定しておられ、皆さ

まのご活躍を心から感謝申し上げます。

　当会は一昨年４月１日に一般社団法人に移行しました。しかし、全国の単位会の約９割が公益社団

法人へ移行しておりますことから、当会も今後公益社団法人の認定取得を目指して、事業活動の見直

しなど、諸課題の解決に取り組んでまいりたいと存じます。

　最後になりましたが、税務ご当局をはじめ関係各位の変わらぬご指導、ご支援をお願い申し上げま

すとともに、会員の皆さまのますますのご繁栄とご健勝を心からご祈念申しあげ、年頭のごあいさつ

といたします。
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年 頭 の ご あ い さ つ

名古屋国税局　課税第二部長　　栗　原　克　文

　平成27年の年頭に当たり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　一般社団法人岡崎法人会会員の皆様には、日頃から税務行政につきまして格別の御理解と御協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、輸出が堅調に推移していることや設備投資の増加
から、景気は回復基調が続いております。
　また、経済以外の面に目を向けますと、青色ＬＥＤの発明に関わった３人の方々に対してノーベル
物理学賞が授与されましたが、そのうちの２人は管内にゆかりのある方々であり、まさに当地域の底
力を垣間見た大変喜ばしいニュースでした。
　このような中で迎える新しい年が、会員企業の皆様にとって希望の多い充実した年となりますこと
を祈念いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会
の発展に一層の貢献をされますことを御期待申し上げます。
　ところで、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものとして導入される社会保障・税番号制
度について、本年10月から個人番号及び法人番号が通知され、平成28年１月から順次、国税分野で個
人番号及び法人番号の利用が開始されることとされております。
　国税当局といたしましては、平成28年１月の個人番号及び法人番号の利用開始に向けて、関係民間
団体及び本人確認事務を実施することとなる法定調書提出義務者の関係業界団体に対して、早期に社
会保障・税番号制度の概要及び国税分野における番号利用について周知を国税庁ホームページなどで
行っているところです。
　誠実な納税者の団体である法人会の皆様におかれましても、社会保障・税番号制度について御理解
いただき、税務行政のよき理解者として引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済のグローバル化、ＩＣＴ化、事務効率化の要請など
により大きく変化しております。
　これらの変化に対して、国税当局といたしましては、調査必要度の高い分野に事務量を重点的に投
下するほか、実地調査以外の書面照会や説明会なども組み合わせた多様な手法により、納税者の皆様
が自発的に納税義務を履行していただけるよう税務コンプライアンスの向上に取り組んでいるところ
であります。
　法人会におかれましても、各企業の内部統制面や会計経理面の質的向上に向けた自主的な取組を促
すことを目的として、「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を作成し、これを
会員企業のみならず一般企業にも配布する取組を実施しておられます。
　この取組は、納税者全体の税務コンプライアンスの維持・向上に資するものであり、当局としまし
ても後押ししていくこととしておりますので、積極的な取組をよろしくお願いいたします。
　また、e‐Taxにつきましては、納税者の皆様の申告・納税の利便性の向上に寄与するとともに、税務
行政の効率化にも繋がることから、国税当局おいては、昨年９月18日に決定されたオンライン手続の
利用向上に向けた「財務省改善取組計画」に基づき、e‐Taxの一層の普及及び定着に向けて取組を実施
しているところです。
　貴法人会におかれましては、かねてからe‐Taxの普及・定着に多大な御尽力をいただいており厚く御
礼を申し上げますとともに、引き続き、御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
　最後になりますが、一般社団法人岡崎法人会の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業の
ますますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭のごあいさつとさせていただきます。
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新 年 の ご あ い さ つ

岡崎税務署長　　鈴　木　篤　男

　平成27年の新春を迎え、一般社団法人岡崎法人会の会員の皆様に謹んで新年のごあいさつを申し上
げます。
　会員の皆様には、日ごろから税務行政に対しまして、深い御理解と格別の御協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
　さて、昨年は世相を反映する漢字が「税」でありました。
　このことは、昨年４月からの消費税率の８％へ引上げ、今年から始まる相続税の基礎控除等の変更
など、税に関する話題が非常に多くニュースとなったこともあり、まさに税金に対して、国民の関心
が非常に高まった年でありました。
　このような中で迎える本年は、郷土の誇りであります、徳川家康公四百年祭の年でもあり、各種の
記念行事が予定されております。
　貴法人会におかれましても、この節目の年にあたり、今の日本の繁栄の基礎を築きました家康公の
生誕地の法人会として、魅力ある会活動を展開されるとともに、会員企業の発展や地域の活性化に一
層の貢献をされますことを御期待申し上げます。
　昨年の貴法人会の活動を振り返ってみますと、税知識の普及を目的とした研修会をはじめ、様々な
事業を積極的に開催され、熱心に活動される皆様の姿を身近で拝見し、大変頼もしく感じております。
　なかでも、租税教育活動は青年部会及び女性部会を中心に、岡崎税務署管内の小学校へ講師を派遣
していただくとともに、税に関する作文を依頼していただいております。
　将来を担う児童に対する正しい税知識の普及は、少子高齢化が急激に進んでいる我が国経済にとっ
ても重要なことであり、積極的な租税教育への取組は年々充実し着実に成果を上げられており敬意を
表する次第であります。
　また、「税務コンプライアンスの向上への取組」については、公益財団法人全国法人会総連合が作
成した「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を使用し、事業委員会メンバー自
身の企業にて点検を実施し、現在、支部役員の皆様が説明を行っていると伺っております。
　税務署においても、適正申告につながるこの取組を後押ししており、「自主点検チェックシート」
を活用することによって、内部統制及び経理能力の水準を向上させ、企業の成長を促すことから、是
非御活用いただくようお願い申し上げます。
　さらに、e‐Tax（国税電子申告・納税システム）の利用促進につきましては、早い時期からその趣
旨を御理解いただき、「e‐Tax推進委員会」を中心に、その達成目標を定め、「電子申告実技講習
会」を開催されるなど様々なアイデアで積極的に取り組んでいただき、着実に成果を上げられており
ます。
　これもひとえに役員を始め会員の皆様の御尽力の賜物であり、心から敬意と感謝の意を表するとと
もに、今後とも、更なる利用拡大に向けて一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、平成27年が一般社団法人岡崎法人会の飛躍の年となりますこととともに、会
員の皆様の御健勝と事業の御繁栄を祈念いたしまして、年頭のあいさつとさせていただきます。
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受 　 　 賞

岡崎税務署長表彰受彰者
氏　　　名 住　　　所 所　属　団　体
加藤　静代
鍋田　洋司
丹羽美穂子
古澤　武雄
牧　　　久

岡崎納税貯蓄組合連合会
岡崎税務署管内青色申告会
一般社団法人岡崎法人会
一般社団法人岡崎法人会
一般社団法人岡崎法人会

額田郡幸田町
岡崎市松本町
岡崎市竜美東
豊川市篠束町
岡崎市戸崎町

（敬称略、五十音順）

岡崎税務署管内税務協議会会長表彰受彰者
氏　　　名 住　　　所 所　属　団　体
浅岡　林平
岩瀬　宏隆
畔柳　　廣
小林　和夫
山本　義則
渡邉　　勇

一般社団法人岡崎法人会
岡崎納税貯蓄組合連合会
一般社団法人岡崎法人会
一般社団法人岡崎法人会
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秋の叙勲　旭日双光章
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（敬称略、五十音順）

秋の褒章　黄綬褒章
氏　　　名
大林　市郎 岡崎信用金庫

法　　人　　名

法　　人　　名

名古屋国税局長表彰受彰者
氏　　　名 住　　　所 所　属　団　体
大林　市郎 一般社団法人岡崎法人会岡崎市上地



税に関する提言
　法人会は「税に関する提言」を国会議員や地方自治体等に行っており、岡崎法人会においては本
年も内田岡崎市長、大須賀幸田町長、岡崎商工会議所、岡崎市六ツ美・岡崎市ぬかた・幸田町の各
商工会にお届けしました。
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秋の講演会
　去る10月１日（水）秋の講演会が岡崎商工会議所大ホー
ルにて開催されました。
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『いま起こっていること、これから起こること　～政治・経
済の裏を読む～　』と題しての講演に会員及び一般参加者あ
わせて160名を超える皆さんが聞き入りました。

第31回法人会全国大会（栃木大会）
　平成26年10月16日東海道新幹線、東北新幹線と乗り継
ぎ栃木県宇都宮市の会場に向かった。
　会場は全国から約2,000人の参加があり、かなり混雑し
ていた。
　第１部は講師に杉尾秀哉氏を招き「日本の行方　～政治
と経済の現状分析と展望」と題し記念講演会。第２部式典
では「税制改正提言」の報告、青年部会による「租税教育
活動」の報告後、「大会宣言」を全員で確認し閉会した。

支部役員全体会議開催支部役員全体会議開催
　去る10月20日（月）岡崎ニューグランドホテルにおいて、岡崎税務署鈴木署長、佐波筆頭副署
長、大澤法人課税第一部門統括官はじめ、大同生命保険・ＡＩＵ損害保険の幹部の皆様をご来賓にお
迎えして開催されました。
　大林会長のあいさつに続いて、鈴木署長よりごあいさつを頂戴しました。その後大林会長が議長と
なり議題に入りました。志賀組織委員長より「会員増強について」説明があり、続いて各支部役員代
表から「支部活動報告及び今後の活動計画について」発表がありました。
　事務局からは新法人移行後の対応として、公益社団法人への移行認定について今後の課題と行程案
について説明をしました。続いて丹羽事業委員長より「税務コンプライアンスの向上」について、各

支部においてチェックシートの活用と勉
強会等の実施の依頼などの説明がありま
した。
　支部役員会議終了後、講師に鈴木岡崎
税務署長をお迎えし、「税務調査から見
た、国際課税と企業の責任」と題してご
講話をいただきました。
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調査部所管法人合同税務研修会
　11月12日岡崎ニューグランドホテルにて、岡崎・
豊田両法人会合同の調査部所管法人税務研修会が開
催された。はじめに名古屋国税局調査部長の谷口勝
司氏から「税制改正と税務行政」と題して講演があ
り、引き続き税務研修会では、調査部調査審理課長
の伊藤和彦氏から「法人税・消費税申告のチェック
ポイント」、また、名古屋税関業務部原産地調査官
の高見公太郎氏からは「経済連携協定の利用支援セ
ミナー　～日本の経済連携協定（ＥＰＡ）の概要
～」について、詳細資料により解説いただいた。

ｅ－Ｔａｘ実技講習会
　毎年開催しておりますｅ－Ｔａｘ実技講習会を12
月５日岡崎情報開発センターにて、東海税理士会岡
崎支部の税理士５名の方にご協力いただき開催いた
しました。
　10社の会員様にご参加いただき、当日３社の方に
新規登録していただけました。

事 業 活 動 報 告
９月25日

10月22日

11月19日

11月26日

12月1日

12月16日

県連・組織・厚生委員会合同会議

第１回法人税実務研修会

第２回法人税実務研修会

女連協情報交換会

県連・運営研究会

決算期別研修会
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第18回　会員親睦ボウリング大会第18回　会員親睦ボウリング大会第18回　会員親睦ボウリング大会
　11月14日（金）午後６時30分からサンボウルにおいて、30チーム120名の皆さんで、会員親睦
ボウリング大会が開催されました。

始球式 団体戦 優　勝　有限会社ライト・サポート

（敬称略）

山本厚生副委員長
岩瀬厚生副委員長による始球式

３　位　幸南化工有限会社

優　勝　松尾　夕起子（岡崎合繊㈱）
２　位　稲葉　みち子（㈱ライト･エステイト）
３　位　佐久間　悦子（㈱三河屋）

２　位　株式会社三河屋

優　勝　松元　　武（㈲ライト･サポート）
２　位　上野　幹生（㈲テシマ酒店）
３　位　富永　健裕（㈱三河屋）

団体戦 団体戦

個人戦
男　子

個人戦
女　子
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◎　社会保障・税番号制度の導入について
　　社会保障・税番号制度の導入により、平成27年10月以降、個人番号及

　び法人番号の通知が開始され、平成28年から順次、税務署へ提出いただ

　く申告書・法定調書等にも番号の記載が必要となります。

　具体的には、

　　① 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書から、

　　② 法人税については、平成28年１月１日以降に開始する事業年度に係 

　　　 る申告書から、

　　③ 消費税については、平成28年１月１日以降に開始する課税期間に係

　　　 る申告書から、

　　④ 相続税については、平成28年１月１日以降の相続又は遺贈に係る申

　　　 告書から、

　　⑤ 酒税・間接税については、平成28年１月分の申告書から、

　　⑥ 法定調書については、平成28年１月以降の金銭等の支払等に係るも

　　　 のから、

　　⑦ 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから、

　個人番号・法人番号を記載していただくこととなっています。

　社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ

（www.nta.go.jp）内の「社会保障・税番号制度について」をご覧ください。

　なお、「社会保障・税番号制度について」のページは、国税庁ホーム

ページのトップページの右下にある「社会保障・税番号制度」の入口から

簡単にアクセスすることができます。

国税庁からのお知らせ
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一般社団法人 岡崎法人会
1 e-Tax なら源泉所得税の納付が簡単！
計算書の通り入力するだけ IC カードリーダライタ

電子証明書

所得税徴収高計算書

or
ダイレクト納付

（自動引き落とし）

ネットバンク
（振込み） 必要ありません

葵商事　松平社長幸田産業　大久保社長

必要ありません

松平社長！
e-Tax での源泉所得税の納付は
いかがでしたか？

ICカードリーダライタや
電子証明書は要らなかったし、
入力もラクチンだったので
10分で終わっちゃいました。

3 法人の各種情報を入力する手間が省けます

葵商事　松平社長幸田産業　大久保社長

e-Tax 初期登録時に、法人の情報を
入力しているので、入力する項目も
少なくて便利なんですよ。

それは助かります。
何度も同じ内容を入力するのは
面倒ですからね。

2 e-Tax なら法定調書が作成できます
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票と特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

葵商事　松平社長幸田産業　大久保社長

それでは、次は
法定調書合計書表を
作成してみましょう。

毎年、一月末までに
税務署に提出している
書類ですよね。

法
定
調
書｛

（岡崎市○○町○-○-○）

（葵商事株式会社　　　）

（松平○○　　　　　　）

住所又は
所在地

支払者の情報は
最初から表示されていますので
確認するだけでＯＫです。

住所又は
所在地

住所又は
所在地

提
出
者
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一般社団法人 岡崎法人会

法人会

4 法定調書を作成すると、合計表は自動で作成！

葵商事　松平社長幸田産業　大久保社長

さらにすごいところは、
合計表を自動で
作ってくれるんです。

あれは、数字を間違えそうで
毎回、気を遣ってましたよ。

5 入力したデータは来年も利用可能！

昨年度の　　　　　　　　　　を呼び出す

　　　　　　　　　を押し、今年度分の名前で保存する

あとは、そのデータの中で昨年度と違う箇所（数字など）を修正すればＯＫ

所得税の確定申告期間は e-Tax が 24 時間利用　 できるので、
国税庁 HP「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成すれば、
時間を選ばず自宅で手続が行えます。

葵商事　松平社長幸田産業　大久保社長

来年度からは、
今回入力したデータも利用できる
ので益々楽になりますよ。

手順も簡単そうでいいですね～。
早速、今年度から始めてみます。

合計表の各項目は、法定調書作成時に入力した内容が反映されていますので、
間違いが無いか確認するだけでＯＫです。

送信完了データ

別名で保存

1

2

3

区分 人員 左のうち、
源泉徴収税額のない者

給、給与、
賞与等の総額

人 人 円 円

支払金額 源泉徴収税額

50 10 1,234,567 34,567

法人会は会社経営の効率化のために
e-Tax の普及を支援しています。

さらに詳しくはＷＥＢへ
イータックス 検索

※

※メンテナンス時間を除きます。

法定申告期限から５年間、税務署からの
提出又は提示を求められることがあります。

e-Tax を利用して
所得税の申告をすると
こんなメリットが！

添付書類の提出省略 還付がスピーディ
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竜海
「口臭予防は歯周病予防」講師　歯学博士　和田　昭　氏

健康研修会
9月25日

　岡崎歯科医師会会長の和田歯科医院院長をお招きし、約
90名の（会員･一般）参加により研修会を開催致しました。
　加齢と共に体臭や口臭が強くなっていくことは自然の摂
理です。日本人は体臭は強くないが、口臭が強い民族で
す。しかし、口臭は息のケアに無頓着、若しくは無知であ
ることが原因です。口臭の原因の９割は口の中にありま
す。そして、その大部分はきちんとしたケアでなくすこと
ができます。それには歯周病管理が不可欠であります。
　今や万病のもととも言われる歯周病を管理することは全
身の健康に大きく寄与します。そして無臭の息を手に入れる第一歩であることをお聞きしました。今
回は唾液の持つ素晴らしいパワーを活用した口臭予防・歯周病予防も紹介して頂きました。
　今から紹介することを実践して頂くと、口臭予防になります。

①食事後口の中に食べカスを残さない　②水を飲み、舌を動かし唾液をなじませる　③歯磨きは食事
の10分後～30分以内に行う（食後すぐには行わない）④食後にガムを噛むのは有効　⑤歯ブラシだけ
ではなく、歯間ブラシや糸ようじを活用　⑥舌は磨かない

　このことで口臭を気にせず一歩踏み込んだ人間関係構築をはかりましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竜海支部支部長　小林　和夫

城北･甲山
「身体の経営状態を良好にする方法」
健康研修会

10月30日

　今回はボストンスポーツ接骨院の西村武蔵院長に講師を
お願いしました。冒頭、身体の原理原則の講話があり、身
体機能チェックの後、身体を実際に動かしました。先生は
「身体を作る薬はありません。身体を機械に例えると、脳
神経はコンピュータ、骨格は支柱、筋肉はモーター、感覚
器はセンサーです。身体の凄いのは全て自分で作ることが
できることです。道具もいりません。普段の生活で出来ま
す。今の住宅は身体を動かさなくても生活出来ますがこれ
からは、意識して身体作りプログラムを作成して実践しま
しょう。この運動に関するプログラムは２週間以上放置すると作動しなくなります。筋肉は３～６カ
月、骨は２年半位で入れ替わります。ここに大きなチャンスがあります。一生正しい動きを繰り返し
行なう事が身体を大切にすることになります。」90分があっと言う間に過ぎた有意義な研修会でし
た。有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城北支部支部長　吉川　正敏

講師　ボストンスポーツ接骨院院長
　　　西村　武蔵　氏

支部活動報告支部活動報告支部活動報告
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竜海
「口臭予防は歯周病予防」講師　歯学博士　和田　昭　氏

健康研修会
9月25日

　岡崎歯科医師会会長の和田歯科医院院長をお招きし、約
90名の（会員･一般）参加により研修会を開催致しました。
　加齢と共に体臭や口臭が強くなっていくことは自然の摂
理です。日本人は体臭は強くないが、口臭が強い民族で
す。しかし、口臭は息のケアに無頓着、若しくは無知であ
ることが原因です。口臭の原因の９割は口の中にありま
す。そして、その大部分はきちんとしたケアでなくすこと
ができます。それには歯周病管理が不可欠であります。
　今や万病のもととも言われる歯周病を管理することは全
身の健康に大きく寄与します。そして無臭の息を手に入れる第一歩であることをお聞きしました。今
回は唾液の持つ素晴らしいパワーを活用した口臭予防・歯周病予防も紹介して頂きました。
　今から紹介することを実践して頂くと、口臭予防になります。

①食事後口の中に食べカスを残さない　②水を飲み、舌を動かし唾液をなじませる　③歯磨きは食事
の10分後～30分以内に行う（食後すぐには行わない）④食後にガムを噛むのは有効　⑤歯ブラシだけ
ではなく、歯間ブラシや糸ようじを活用　⑥舌は磨かない

　このことで口臭を気にせず一歩踏み込んだ人間関係構築をはかりましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竜海支部支部長　小林　和夫

城北･甲山
「身体の経営状態を良好にする方法」
健康研修会

10月30日

　今回はボストンスポーツ接骨院の西村武蔵院長に講師を
お願いしました。冒頭、身体の原理原則の講話があり、身
体機能チェックの後、身体を実際に動かしました。先生は
「身体を作る薬はありません。身体を機械に例えると、脳
神経はコンピュータ、骨格は支柱、筋肉はモーター、感覚
器はセンサーです。身体の凄いのは全て自分で作ることが
できることです。道具もいりません。普段の生活で出来ま
す。今の住宅は身体を動かさなくても生活出来ますがこれ
からは、意識して身体作りプログラムを作成して実践しま
しょう。この運動に関するプログラムは２週間以上放置すると作動しなくなります。筋肉は３～６カ
月、骨は２年半位で入れ替わります。ここに大きなチャンスがあります。一生正しい動きを繰り返し
行なう事が身体を大切にすることになります。」90分があっと言う間に過ぎた有意義な研修会でし
た。有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城北支部支部長　吉川　正敏

講師　ボストンスポーツ接骨院院長
　　　西村　武蔵　氏

支部活動報告支部活動報告支部活動報告
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城北･甲山
「身近な犯罪から身を守る」講師　岡崎警察署警視　中川　裕文　氏

防犯研修会
10月6日

　岡崎署管内では、９月末時点で県下ワースト３位、2631
件（昨年対比-135件）と多数の犯罪が起きています。
　支部会員をはじめとして地域住民の皆さまに数多くご参
加をしていただき、防犯研修会を開催いたしました。講師
には日頃、犯罪撲滅のために第一線でご活躍しておられる
愛知県岡崎警察署生活安全課長　中川裕文警視をお迎えし、
地域における犯罪の実態や防犯対策を警察活動でのエピ
ソードやスライド写真をもちい講演をしていただきまし
た。近年増加傾向にある窃盗犯（自動車部品窃盗や車上ね
らい）や、減少してはいるものの依然として犯罪件数の多い住宅侵入盗などは、外国人の犯行増加に
伴い犯行手口も凶悪・巧妙化しており、実際の生々しい犯行現場写真を併せて見せていただくことで
被害の大きさを改めて感じることができました。また、振り込め詐欺も岡崎署管内では減少傾向にあ
るものの、今年に入って18件、被害総額にして約１億円もの犯罪が発生しています。犯罪被害に遭わ
ないためにも、まず関心を持ち、犯行手口を知ることが防犯の第一歩ということで、自主防犯意識の
重要性と、日常生活における留意点などをご教示していただきました。私自身この研修会を通じてあ
らためて、「防犯の知識」と「自分の安全な生活は自分で守る」という心構えを持つことの重要性を
痛感いたしました。また、犯罪を呼び込まない環境を作ることも大切であり、家族の絆はもちろんの
こと、企業や地域ぐるみでの取り組み（防犯カメラの設置など）が不可欠であると考えさせられまし
た。参加された皆さまにも、犯罪抑止のための警察活動への理解や防犯意識が高まる有意義な研修会
であったのではないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城北支部副支部長　岡田　庄璽

支部活動報告支部活動報告支部活動報告

福岡･美川･東部
「がんの予防と早期発見」講師　愛知病院院長　齋藤　博　氏

健康研修会
10月15日

　健康について、今私たちはとても過敏になっておりま
す。特に「がん」については、色々なところからのバラバ
ラな知識はもっていても、これだという納得のいく事がな
く不安の中にいました。特に今回の講演で私たちの求めて
いる一番に聞きたいこと、気になること等を的確な講演で
わかりやすく話していただき、満足していただけたと思い
ます。これからの健康維持の為のとても参考になりまし
た。まずはどんな「がん」に対しても予防・特に早期発見
が大切であることがよくわかりました。はて？と思ったら
すぐ検査に行く行動が必要ですね。　　　　　　　　　　　　　　　　福岡支部支部長　太田　直樹
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矢作
矢作地区の現状と今後の展望
市政報告会

10月29日

　恒例の「矢作地区市議会議員との懇談会」を開催しまし
た。これは、会員企業が、矢作地区の市議会議員や地元総
代の皆様と意見交換を行うことで、地域の問題点や課題を
共有し、地域の活性化につなげる、大変有意義な事業で
す。今回も会員・地元総代が40名程度集まり、４名の市議
会議員から、防犯カメラの設置、今後の道路開発、商店街
や消防水利の状況について説明を受けた後、活発な質疑応
答や意見交換を行いました。納税者である会員企業が税金
の使途を実感し、思いを伝える場ともなっており、法人会
としても重要な意味のある事業となっております。　　　　　　　　矢作支部副支部長　同前　仁史

支部活動報告支部活動報告支部活動報告
岩津･葵･矢作

「揺れる問題」講師　中部スターツ(株)執行役員　村上　寛紀　氏　・　遠藤　慎二　氏

税務研修会
10月17日

　相続を争続にしない税問題と地震からどう守るかの２点
についての研修会を平成26年10月17日『なごみん』で参
加者60名で開催しました。
　前回までの税理士による研修会とはおもむきを変えて２
点にパートを分けての開催となりました。最初に「身近に
ある相続を争続としない」と題して民間企業の中部スター
ツ㈱の村上寛紀様から相続の問題について伺いました。相
続は将来必ずくることであり時間をかけて家族で話し合い
をしておくこと、それぞれの想いを明確化すること、それ
を具体的な形にするかを、具体例や数字をあげて説明を受けました。又、平成27年1月からの改正に
ついては、改正点の説明と同時に対象者が２倍に増加し企業における事業承継の問題についての具体
事例をあげてどう企業を守っていくかの興味ある説明があり、参加者も話に引き込まれました。新し
い考え方としての財産等の信託については、今後争続としないためには新しい課題で個々に取り組む
必要性を感じました。２つ目の地震問題は、今後予想される東海、東南海地震についてどう身を守る
かについて同じく中部スターツ㈱の遠藤慎二様から説明を受けました。始めに過去に発生した大きな
地震について被害とダメージについて説明から地震リスクの評価と補修費等の問題点に、及びいかに
事前にリスクを少なくするかで建物の免震化についての説明がありました。ビルのみならず一般住宅
においても免震化することにより大きな効果が得られることを具体的な事例を交えた説明には参加者
皆さん興味を引かれました。
　最後に屋外で起震車による地震の体験と免震の体験をして理解を深めました。参加者皆さんからは
両方のお話は今までに無い新しい発見が出来て大変良かったとの評価を得ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩津支部支部長　中根　義一
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矢作
矢作地区の現状と今後の展望
市政報告会

10月29日

　恒例の「矢作地区市議会議員との懇談会」を開催しまし
た。これは、会員企業が、矢作地区の市議会議員や地元総
代の皆様と意見交換を行うことで、地域の問題点や課題を
共有し、地域の活性化につなげる、大変有意義な事業で
す。今回も会員・地元総代が40名程度集まり、４名の市議
会議員から、防犯カメラの設置、今後の道路開発、商店街
や消防水利の状況について説明を受けた後、活発な質疑応
答や意見交換を行いました。納税者である会員企業が税金
の使途を実感し、思いを伝える場ともなっており、法人会
としても重要な意味のある事業となっております。　　　　　　　　矢作支部副支部長　同前　仁史

支部活動報告支部活動報告支部活動報告
岩津･葵･矢作

「揺れる問題」講師　中部スターツ(株)執行役員　村上　寛紀　氏　・　遠藤　慎二　氏

税務研修会
10月17日

　相続を争続にしない税問題と地震からどう守るかの２点
についての研修会を平成26年10月17日『なごみん』で参
加者60名で開催しました。
　前回までの税理士による研修会とはおもむきを変えて２
点にパートを分けての開催となりました。最初に「身近に
ある相続を争続としない」と題して民間企業の中部スター
ツ㈱の村上寛紀様から相続の問題について伺いました。相
続は将来必ずくることであり時間をかけて家族で話し合い
をしておくこと、それぞれの想いを明確化すること、それ
を具体的な形にするかを、具体例や数字をあげて説明を受けました。又、平成27年1月からの改正に
ついては、改正点の説明と同時に対象者が２倍に増加し企業における事業承継の問題についての具体
事例をあげてどう企業を守っていくかの興味ある説明があり、参加者も話に引き込まれました。新し
い考え方としての財産等の信託については、今後争続としないためには新しい課題で個々に取り組む
必要性を感じました。２つ目の地震問題は、今後予想される東海、東南海地震についてどう身を守る
かについて同じく中部スターツ㈱の遠藤慎二様から説明を受けました。始めに過去に発生した大きな
地震について被害とダメージについて説明から地震リスクの評価と補修費等の問題点に、及びいかに
事前にリスクを少なくするかで建物の免震化についての説明がありました。ビルのみならず一般住宅
においても免震化することにより大きな効果が得られることを具体的な事例を交えた説明には参加者
皆さん興味を引かれました。
　最後に屋外で起震車による地震の体験と免震の体験をして理解を深めました。参加者皆さんからは
両方のお話は今までに無い新しい発見が出来て大変良かったとの評価を得ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩津支部支部長　中根　義一
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支部活動報告支部活動報告支部活動報告
美川･東部 防災研修会 　AED・消火実習
11月11日

　白濱建設株式会社様の会議室と駐車場をお借りし、講師
に岡崎消防署ＯＢの薮田氏をお招きして講話とＡＥＤ・消
火器の実習をしました。
　講話は「家庭での電気火災について」です。24時間電気
なしでは暮らせないが、使用して当たり前でその安全性に
ついてはあまりにも無関心であったことに今更ながら痛感
です。
　日頃からコンセントに埃がたまっているか否かを確認し
ていただろうか？長年差し込んだままのコンセントに埃が
溜まり発火して火災の原因になることを例に挙げた講師の話に参加者は、今我が家のコンセントは大
丈夫だろうかと不安を隠し切れず、顔が引き締まっていきました。
　またＡＥＤの扱い方や消火器の扱い、花火の季節は過ぎてはいる中、花火の取扱い方でも着衣に火
がついた場合はとても危険なものであることを再認識をしました。
　参加者はもっとお話を聴きたいよ～の声です。　　　　　　　　　美川支部支部長　太田　貴代子

「いざというとき焦らないために」講師　岡崎市消防本部職員

税務研修会
11月20日

　六ツ美市民センターに岡崎信用金庫の木村さんを講師に
お迎えしてセミナーを開催いたしました。個人ではなかな
か相談できない「相続」について木村さんから懇切丁寧に
レクチャーをいただきました。講義を受けていた皆様も初
めて聞くことが多く、それは真剣に聞き入っているご様子
でした。
　「相続はおきてから考えること」から「相続は準備してお
くもの」への発想の転換が必要なのですね。後でああすれ
ばよかった、こうすればよかったと一人で悔やむよりは専
門家に相談することが必要ですし、そういった意味で大変有意義なセミナーだったように思いまし
た。
　これからも参加者の皆様に喜んでいただける企画を実践していけたらと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六ツ美支部支部長　小泉　素子

「知っておきたい“相続対策”と“もめない遺言”」
六ツ美 講師　岡崎信用金庫

　　　木村　武　氏
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額田･幸田
10月28日

美川 教育講演会　講師　分子科学研究所名誉教授　木村克美　氏

11月5日 「夢プロジェクトⅡ～化学～”液体窒素 －200℃の世界”」

岩津･福岡
11月28日

葵 視察研修会
11月6日 ヤンマーミュージアム

東部･美川
11月19日

視察研修会
トヨタ産業技術記念館/リニア･鉄道館

視察研修会
東海道広重美術館

合同役員研修会
事業所見学㈱鈴木工業

支部活動報告支部活動報告支部活動報告

葵･城北 市政及び県政報告会
10月23日 地元県議を招き市政及び県政研修会

額田 ぬかたふるさとまつり協賛
11月9日

　雨の降る足元の悪いなか開催されたものの、3,500人を超
える参加者があり、小学生を対象に税について楽しく学べ
るマンガ本「クイズだゼイ！」を配布した。
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葵･城北 市政及び県政報告会
10月23日 地元県議を招き市政及び県政研修会

額田 ぬかたふるさとまつり協賛
11月9日
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える参加者があり、小学生を対象に税について楽しく学べ
るマンガ本「クイズだゼイ！」を配布した。
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青年部会コーナー

青年部会新会員の紹介（敬称略）

法人会全国青年の集い『秋田大会』法人会全国青年の集い『秋田大会』

平成26年６月初旬～１２月初旬

会員名
　稲吉　稔彦
法人名
　株式会社岡崎衛生社
所在地
　岡崎市蓬莱町１－１６

会員名
　野田　陽太郎
法人名
　栄屋乳業株式会社
所在地
　岡崎市東牧内町甲田45

会員名
　水鳥　隆章
法人名
　有限会社水鳥商会
所在地
　岡崎市錦町３－12

会員名
　植松　一浩
法人名
　戸崎アパルトサービス有限会社
所在地
　岡崎市戸崎元町９－５

会員名
　長坂　広之
法人名
　株式会社昭和ハウジング
所在地
　岡崎市岡町東野々宮33－８

会員名
　蜂須賀　大
法人名
　ハチスカ株式会社
所在地
　岡崎市葵町９－６

　11月20日～21日、全国青年の集いが秋田県で開催され、岡崎からは
青年部会長以下７名で参加してまいりました。
　秋田と言えば『秋田美人』大会のスローガンは『秋田ビジョン』と言
う事で印象に残り、役員の方は良く考えたものだと思いました。会議で
は、e-Tax及び租税教室推進に対して、かなりの力の入れようでした。
　航空機の都合も有り仙台空港から名古屋へ帰る事になっていたので、
秋田岩手宮城と東北をレンタカーで約500キロの道程を走り、秋田では
田沢湖、岩手では中尊寺、陸前高田の奇跡の一本松、宮城では気仙沼と東日本大震災の爪あとを見学
し、限られた時間でしたが東北に伺う機会もあまり無いので、精力的に走り回りました。
　最後に事業に対してご協力ご尽力頂いた事に深く感謝を申し上げます。　交流委員長 　高沢　秀明

青年部会税務研修会
　10月２日岡崎税務署大澤統括官を講師にお迎えし「豆知識：税理士
法」と題して税務研修会が開催されました。
　税の専門家としての税理士との関わり方など関心の高い話題にみなさ
ん興味深く聞き入っていました。その後の懇談会には佐波副署長にもご
参加いただき、大いに盛り上がりました。

　10月22日「小学生の租税教室」の講師養成研修が講師に豊橋税務署森税務広報広聴官を招聘して
開催されました。青年部会・女性部会員の皆さんが参加され、本年度講師デビューしていただける方
が５名できました。ありがとうございました。

租税教室講師養成研修

　12月２日鈴木岡崎税務署長様、大澤統括官様にご出席いただき、署
長講話会を開催いたしました。「税務調査から見た、脱税現場と企業の
役割」と題し、鈴木署長様から現場の臨場感あふれる事例などを織り交
ぜながらお話しいただき、部会員みな有意義かつ楽しい講話会となりま
した。

税務署長講話会



 11月１日～２日「税を考える週間」行事として、岡崎税務署
管内税務連絡協議会主催の「税金クイズ・ウオークラリー」に
女性部会の役員４名が参加した。当日は足元の悪い中大勢の方
にご参加いただき、参加賞に加えクイズで満点の方には優秀賞
を、今一歩の人には間違い項目を説明するなど大変盛り上がり
ました。

　去る９月26日、岡崎商工会議所を８時10分に中津川法人会女性部会と
の情報交換会に出発いたしました。当日はお天気も良く２時間余りで中
津川到着、大勢の中津川法人会の方々に、お出迎えいただき、会場は
「銀の森」の会議室で、お互いの事業報告など和やかで有意義な発表が
出来たと思います。そして、中津川名物栗きんとんと美味しいお茶をい
ただきながら茶話会に移りそれぞれのテーブルで四方山話に花が咲き楽

しい時を過ごす事が出来ました。中津川の皆様とは昼食が御一緒出来ませ
んでしたが、私共は「銀の森」の中の「五節会」と言う日本料理の食事処
で食事をいたしました。参加者の中に今日誕生日という方が見えたので
ハッピーバースデーを歌い、乾杯、美味しい食事に舌鼓を打ち「銀の森」
を散策し最高の秋日和に恵まれて景色も良く楽しい情報交換会でした。中
津川法人会の皆様有難うございました。　総務副委員長　竹内　佐知子

 晩秋の11月25日、岡崎税務署長鈴木篤男氏を講師に迎え「そ
うだったのか！税金と申告」と題して税法について、申告義務
についてわかりやすく、時に笑いを交えながらお話頂きまし
た。「にわとり10羽までは趣味、10羽以上は事業、柿の木３
本以上は事業」と申告義務が発生する境のお話はとても印象深
かったです。
　意見交換会後は二胡の演奏を聴きながらの懇親会。心の奥底
に響く二胡の音色に参加者一同、日頃の業務の疲れを癒したひ
とときでした。美味しい食事を頂きながら和やかに税務署の方
とお話しできるのは法人会の一番のメリットではないかと思います。
　会終了後、税務署の方、会員の皆様が笑顔で「いい会でしたね」とお帰り頂いた瞬間、委員長とし
て無事行事を終えた喜びと安堵感でホッと胸を撫で下ろしました。　　　事業委員長　山本　惠一子
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女性部会コーナー

情報交換会情報交換会

ウォークラリーウォークラリー

意見交換会意見交換会

「中津川法人会をおたずねして」

「税を考える週間」

「税務署幹部との意見交換会を終えて」



 11月１日～２日「税を考える週間」行事として、岡崎税務署
管内税務連絡協議会主催の「税金クイズ・ウオークラリー」に
女性部会の役員４名が参加した。当日は足元の悪い中大勢の方
にご参加いただき、参加賞に加えクイズで満点の方には優秀賞
を、今一歩の人には間違い項目を説明するなど大変盛り上がり
ました。

　去る９月26日、岡崎商工会議所を８時10分に中津川法人会女性部会と
の情報交換会に出発いたしました。当日はお天気も良く２時間余りで中
津川到着、大勢の中津川法人会の方々に、お出迎えいただき、会場は
「銀の森」の会議室で、お互いの事業報告など和やかで有意義な発表が
出来たと思います。そして、中津川名物栗きんとんと美味しいお茶をい
ただきながら茶話会に移りそれぞれのテーブルで四方山話に花が咲き楽

しい時を過ごす事が出来ました。中津川の皆様とは昼食が御一緒出来ませ
んでしたが、私共は「銀の森」の中の「五節会」と言う日本料理の食事処
で食事をいたしました。参加者の中に今日誕生日という方が見えたので
ハッピーバースデーを歌い、乾杯、美味しい食事に舌鼓を打ち「銀の森」
を散策し最高の秋日和に恵まれて景色も良く楽しい情報交換会でした。中
津川法人会の皆様有難うございました。　総務副委員長　竹内　佐知子

 晩秋の11月25日、岡崎税務署長鈴木篤男氏を講師に迎え「そ
うだったのか！税金と申告」と題して税法について、申告義務
についてわかりやすく、時に笑いを交えながらお話頂きまし
た。「にわとり10羽までは趣味、10羽以上は事業、柿の木３
本以上は事業」と申告義務が発生する境のお話はとても印象深
かったです。
　意見交換会後は二胡の演奏を聴きながらの懇親会。心の奥底
に響く二胡の音色に参加者一同、日頃の業務の疲れを癒したひ
とときでした。美味しい食事を頂きながら和やかに税務署の方
とお話しできるのは法人会の一番のメリットではないかと思います。
　会終了後、税務署の方、会員の皆様が笑顔で「いい会でしたね」とお帰り頂いた瞬間、委員長とし
て無事行事を終えた喜びと安堵感でホッと胸を撫で下ろしました。　　　事業委員長　山本　惠一子
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支部名 法　　人　　名 代表者名 営業内容所　　在　　地
甲山
甲山
甲山
甲山
甲山
甲山
甲山
城北
城北
城北
葵
美川
美川
美川
美川
美川
美川
美川
福岡
福岡
福岡
福岡
竜海
竜海
竜海
南部
南部
南部
南部
南部
南部
南部
矢作
矢作
矢作
矢作
矢作
矢作
岩津
岩津
北部
北部
北部
北部
北部
北部
北部
北部
東部
東部
東部
六ツ美
六ツ美

齋藤　　登
内藤　潮洲
大野　俊介
山田　清隆
山本　朋丞
大嶋　義之
廣瀬　唯信
加藤　雄一
平田たま江
永井　孝一
岩月　鋹廣
小林　　宏
杉浦　康一
髙橋　　淳
内田　　昇
中村　隆行
髙井　好己
小林　貞昭
奥田　洋子
長島　　潤
吉井　靖之
横山　純也
寺田　秀弥
金井　邦剛
伊藤　嘉男
柴田　尚子
河野　禎雄
近藤　和幸
小田　一之
神谷　一男
植松　一浩
山田　耕爾
中井　敏光
西村　和政
岡　　敬二
福嶋　憲人
廣見　志郎
栗山　茂克
小嶋　敏彦
前田　尚人
小島　利一
岩附　幸夫
古田島　仁
樽井比呂志
村松　　修
杉浦　咲江
森下　尚浩
木下　博昭
鈴木　国治
遠山　賢次
板垣　義実
本多　靖司
米谷三千文

株式会社ベスト不動産鑑定センター
宗教法人円頓寺
株式会社オーノ
株式会社ヤマセイ
株式会社ホックス
医療法人あおぞら在宅クリニック
宗教法人春谷寺
有限会社川上工業
合同会社ひらた
有限会社丸萬ハウス
光和株式会社
株式会社ハイアシスト
株式会社ＣＯＭＴＩＥＸ
株式会社アスリート
フジ繊維有限会社
ニュー岡崎有限会社
有限会社髙井技鈑
株式会社アバンティ
有限会社オクタ
司法書士法人ながしま事務所
吉浜工機株式会社
ｓａｒｉａｗｏｒｋｓ株式会社
株式会社ベルジェール
株式会社企業処理サービス
株式会社三愛ダンボール
医療法人清雅会
岡崎ゴム糸工業株式会社
株式会社ユウ
有限会社オーディーエー
岡大エキスプレス有限会社
戸崎アパルトサービス有限会社
クリアテック株式会社
株式会社エヌテック
株式会社スターブルシステム
株式会社ビージョイント
アジア電設株式会社
株式会社エムエムシー保険サービス
株式会社栗山設備
株式会社スマイルテイスト
株式会社シンクリッチ
合同会社ＣＳ・ＫＯＪＩＭＡ
有限会社岩附組
有限会社マルイチ冷機
株式会社エクアプラン岡崎
ムラマツオート有限会社
有限会社杉兼
株式会社Ｍ2プランニング
株式会社ケーウォーター
有限会社鈴木電機
旭サッシ工業株式会社
スリーボンドワークス株式会社
株式会社本多不動産
ミヒロ工業株式会社

不動産鑑定業
宗教法人
ＯＡ機器販売・外国人技能実習生支援
とび・土木工事
建築設備設計
訪問診療
宗教法人
溶接工事業
不動産賃貸
不動産賃貸
不動産貸付
自動制御装置の設計・製作・販売
電気通信工事
不動産売買
繊維業・不動産賃貸
不動産賃貸
製造業
不動産管理
喫茶店
司法書士業
機械製造業
飲食店
ＷＥＢサイト制作・ＷＥＢマーケティング
産業廃棄物処理業
ダンボールケース製造販売
歯科医院
ゴム糸製造
放課後等デイサービス
建築構造設計
一般貨物自動車運送
アパート管理
産業用潤滑油メンテナンス
製造業
機械設計
人材派遣業
電気設備業
保険代理業
配管工事業
飲食店
外溝工事の設計施工
自動車販売・エステ
建設業
空調設備
エクステリア販売
自動車販売・車検・修理
不動産仲介・管理業
化粧品販売等
製造業（電池パック等）
機械制御装置製作
建具工事業
化学製品の製造・加工
不動産業
金型設計・製造（プラスチック）

岡崎市伝馬通5-68山崎工業ビル２階
岡崎市久右ｴ門町1-16
岡崎市稲熊町7-23
岡崎市稲熊町猫沢17-1
岡崎市稲熊町8-190-1
岡崎市小呂町1-5
岡崎市梅園町2-1-4
岡崎市日名西町6-19
岡崎市八帖北町38-19
岡崎市康生通東2-53
岡崎市井田町3-91
岡崎市美合町五反田7-1日研オフィスビル204
岡崎市大平町八ツ橋26-1
岡崎市大平町天神前1
岡崎市美合町五本松1
岡崎市美合町五反田40-1
岡崎市洞町本郷7-1
岡崎市大平町天神前74-18
岡崎市上地2-28-32
岡崎市上地町宮脇14-1
岡崎市上地1-41-3
岡崎市緑丘2-14-7
岡崎市竜美西1-12-19
岡崎市真宮町3-12
岡崎市南明大寺４－７東海商事㈱内
岡崎市羽根西2-6-7
岡崎市柱町東荒子128-1
岡崎市庄司田1-8-27
岡崎市柱町3-10-4
岡崎市羽根西新町2-19
岡崎市戸崎元町9-5
岡崎市柱曙町3--7-19
岡崎市北野町西山畔37-1
岡崎市大和町沓市場160
岡崎市大和町宮地21-1
岡崎市渡町大榎135
岡崎市橋目町中新切１
岡崎市渡町薬師畔7-1
岡崎市東蔵前1-6-2
岡崎市細川町上大針55-179
岡崎市大樹寺2-16-9
岡崎市井ノ口町楼14
岡崎市大門3-9-9
岡崎市大樹寺3-12-8
岡崎市大樹寺2-2-13
岡崎市上里3-10-4
岡崎市大門2-7-15
岡崎市上里2-10-22
岡崎市藤川町一里山北81
岡崎市上衣文町一の木3
岡崎市上衣文町戸石1-15
岡崎市宮地町郷東1-1
岡崎市下青野町祐知69-1

新会員の紹介 平成26年６月初旬～１２月初旬

（順不動・敬称略）
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（順不動・敬称略）

支部名 法　　人　　名 代表者名 営業内容所　　在　　地
六ツ美
六ツ美
六ツ美
六ツ美
六ツ美
六ツ美
六ツ美
幸田
幸田
幸田
幸田

髙木　京子
髙尾　豊朋
市川万記子
市川　和子
谷村　尚則
上口　聖立
成瀬ミユキ
松本　文久
木村　哲也
吉田　良介
鈴木　孝平

岡島商会株式会社
株式会社愛豊石材
株式会社ダンススペース
有限会社トチックス
株式会社谷村商会
有限会社TOPSTAND
株式会社ピュア・ハート
金星工業株式会社
天陽工業株式会社
有限会社シュロス
株式会社ＳＵＺＵＫＩ　ＨＥＡＬＴＨ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ

建築資材の販売
墓石建立
バレエスタジオ
不動産業
小売業
製造業
障がい者就労支援
自動車部品製造業
製造業
労働者派遣業
接骨院

岡崎市中島町小園33-1
岡崎市中島町カラムシ1-1ネオシティ岡崎南311
岡崎市上和田町北屋敷35
岡崎市中島町上町32-2
岡崎市赤渋町道本58
岡崎市上三ツ木町清口6-1
岡崎市牧御堂町油田29-1
額田郡幸田町久保田字釜谷8
額田郡幸田町深溝字里前1-1
額田郡幸田町横落字長根143-5
額田郡幸田町菱池字縄手下54-1



『役員さんの所得税確定申告実務研修会』

　日時　平成27年１月21日㈬　午後２時

　会場　岡崎商工会議所　中ホール（２階）

　
『決算期別研修会』

　日時　平成27年　３月中旬

　会場　岡崎商工会議所

研修会のご案内

『正副支部長会議』
　日時　平成27年２月10日㈫　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル
　
『理　事　会』
　日時　平成27年３月９日㈪　予定
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『正副会長・常任理事会』
　日時　平成27年４月16日㈭　予定 
　会場　岡崎商工会議所特別会議室 
　
『理　事　会』
　日時　平成27年４月24日㈮　予定 
　会場　岡崎商工会議所　大ホール 
　
『女性部会通常総会』 
　日時　平成27年５月13日㈬
　会場　岡崎ニューグランドホテル 
　
『青年部会通常総会』 
　日時　平成27年５月18日㈪
　会場　岡崎ニューグランドホテル 
　
『通　常　総　会』 
　日時　平成27年５月21日㈭
　会場　岡崎商工会議所　大ホール

新春のごあいさつ（法人会会長）

年頭のごあいさつ（国税局課税第二部長）

新年のごあいさつ（岡崎税務署長）

受賞・税に関する提言

支部役員全体会議・秋の講演会・全国大会

合同税務研修会・e-Tax実技講習会

第18回会員新睦ボウリング大会

………………１

……２

……………３

………………………………４

……５

……………６

………………７

…………………８～ 11

…12～ 13

………14～ 15

…………………16～ 20

………………………………21

………………………………22

…………………………23～ 24

税務署コーナー

岡崎警察署からのお知らせ

ｅ－Ｔａｘのお知らせ

支部コーナー

青年部会

女性部会

新会員

会議予定

ー　目　　　次　ー

『小学生の作文表彰』 

   日時　平成27年２月22日㈰

　会場　岡崎商工会議所　大ホール 　

講演会等
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