
多治見支部
税務セミナー・会員大会開催

滝呂さくらまつり

多治見陶器まつり

笠原川クリーンキャンペーン

◆平成28年6月14日（火）　産業文化センター3F大会議室
多治見税務署の中島統括官を迎え、66 名の参加で行いました。三宅支部長・中島統括官の挨拶に続き、税

務セミナーが開かれ「平成 28 年度税制改正について」土屋審理担当が解説されました。その後、支部活動
報告を行い、記念講演では、講師に軍記伸一氏を招き、「NEXCO 中日本における新事業の取り組み」と題し
て、講演をして頂きました。後半には、日本トイレ協会の理事でもあることから、高速道路のトイレについて、
昔の暗いイメージを覆し、最新の美しいトイレへと変貌した興味深い話をされ、とても好評でした。

◆平成28年4月9日（土）　滝呂区民会館前
田口地区会長が中心となり、滝呂区民会館の

駐車場にテント 2 張を設営、パネル展示や税金
クイズを行いました。クイズの参加者には花又
はスポンジかウェットティッシュのどちらかを
選んでもらい配布しました。天気に恵まれ沢山
の参加者があり、用意した粗品 500 個は昼には
なくなりました。

◆平成28年4月9日（土）、10日（日）
　そば処井ざわ駐車場

青年部会のメンバーが花火大会実行委員会の
隣にブースを構え、パネルを展示して「子ども
税金クイズ」を行いました。クイズの参加者に
は、うながっぱのうちわとポケットティッシュ
を配布しました。うながっぱのうちわは人気で、
当日は暑かったこともあり喜ばれました。800
個を 2 日間で配布、両日とも予定時間より早く
終了となり大盛況でした。

◆平成28年5月1日（日）　笠原川
笠原川清掃ボランティアのメンバーと法人会役員

が笠原川の清掃を行いました。その後、500 匹のあ
まごを放流し、柴田地区会長の合図で一斉に川に入
り「あまごのつかみ取り」が始まりました。親も子
供も必死にたもを手に追いかける様子が見受けられ
ました。晴天にも恵まれ、一般参加者が 188 名あり、
ポケットティッシュ及びうちわを配布しました。
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青年部会（本会と共催）経営講演会
◆平成28年2月10日（水）

田島宏美税理士事務所の田島宏美先生を講師に迎
え、「相続税改正について」と題し講演会を開催し
ました。相続税法が数十年ぶりの大改正ということ
で、その概要と効果的な相続対策についてわかりや
すく解説をして頂きました。相続は会社の経営者に
とって一番の関心事であり、参加者 26 名のうち数
名から挙手にて質問がよせられていました。

女性部会　浩養園　慰問交流会
◆平成28年3月3日（木）　特別養護老人ホーム　浩養園

特別養護老人ホーム　浩養園において、13 回目となる慰問交流会を行いました。会場となるホールは横に
長く、いつもと違うフォーメーションを考え練習をしました。当日、実際に並んでみると予想以上に入所者
との距離が近くて一体感があり、琴演奏、フラダンス、民謡・歌謡曲など一緒に楽しめる交流会となりました。

青年部会　一泊視察研修
◆平成28年3月18日（金）～19日（土）

毎年開催されております青年部会多治見支部の1泊視察研修に、3月18日から19日迄、
国内有数の飲料ブランドとして、また新卒者就職希望ランキングの上位に常にその名を
見るサントリー HD ㈱の「山崎蒸溜所」に総勢 11 名で視察して参りました。昨年話題
となりました NHK 連続テレビ小説「マッサン」に登場しましたニッカウヰスキー創業
者竹鶴政孝氏が初代所長を務め、日本初のウイスキーを製造したことでも知られ、その
後の食文化の発展に大きく貢献してきた場所でもあります。

研修では、当時の困難な状況の中、海外の醸造技術を積極的に取り入れ、手探り状態
で販売に至った経緯、そのチャレンジ精神について多くを知り、感銘を受けました。そ
して今日まで質の向上を繰り返した結果、2012 年には山崎蒸溜所が誇るシングルモルト
ウイスキーは世界最優秀賞を受賞することになりました。こうした現状に甘んじること
なく、常に斬新で革新に満ち溢れた社風に、会員一同も改めて社業への思いを新たに致しました。そして夜には京都
市内において会員相互の親睦を図り、経済の展望と情報交換を通じ、益々の社業の発展や地域の活性化への思いを新
たに致しました。 ㈲タイケイ　鈴木周作
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◆平成28年6月20日（月）
平成 28 年度会員大会を開催しました。
当日は、多治見税務署より法人課税第一部門上席国税調査官	土屋尚

也氏、統括国税調査官　中島清人氏を来賓に迎え、44 名の方が参加しま
した。

滞りなく議事報告がされた後、土屋氏により税務セミナーが開かれ、
平成 28 年度税制改正の解説を聴講、注意すべきポイントを短時間の中

でわかりやすく説明していただ
きました。

つづいての記念講演会では、土岐市出身のミュージックオフィス
ノブチ代表	佐々木	伸枝氏が「学生起業した女性経営者　想いはきっ
と実現する」と題して講演。大手百貨店の CM 音楽作成秘話や仕事
をする上での心得など自身の経験から得た教訓を紹介されていまし
た。また佐々木氏がマネジメントを手がけた音楽グループが演奏を
披露。会場は木管楽器の音色に包まれ、大盛況のうちに会は終了し
ました。

◆平成28年7月1日（金）
カフェダイニング	コボコモードにて女性部懇親会を兼ねたセミ

ナーを開催しました。ライフオーガナイザー	須藤真一郎氏を講師
にお招きして、「職場・家庭に活かせる	脳タイプ別収納術」と題し

た講演をして頂きました。
利き脳チェックテストを行
い、タイプ別の片付けのク
セや対策を分かりやすく丁
寧に説明してくださいまし
た。

和やかな雰囲気の中、会は無事終了しました。

会員大会開催

女性部会セミナー開催

土岐支部

税務セミナー　多治見税務署 土屋氏

セミナー冒頭にて国分支部長の挨拶

ライフオーガナイザー 須藤氏によるセミナー

記念講演 ミュージックオフィスノブチ代表 佐々木氏
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◆平成28年1月19日（火）
株式会社船井総合研究所　中田亮

氏と岐阜電設㈱　石岡義人氏を招き、
「中小企業向け　電気料金の下げ方徹
底解説セミナー」と題し、電気代が
下がる取り組むべき対策とその事例
を詳しく解説。参加企業から個別で
詳しく聞きたいとの声が多数ありま
した。参加者 15 名。

経済セミナー開催

講演会開催

女性部会　相続税対策セミナー

会員大会開催

◆平成28年2月15日（月）
　瑞浪商工会議所　2F大ホール
「人生、花を咲かせる生き方」と題し、浄

土宗尼僧　良正庵庵主　小林良正氏を招いて
講習会を実施いたしました。

いつも忘れてはならないこと、より若々
しく、生きる心構えをユーモアたっぷりに
説明を受け、笑いの絶えない講習会となり
ました。参加者からもシワが増えたと好評でした。

◆平成28年5月18日（水）
　瑞浪商工会議所

多治見税務署より法人課税第一部門統括
国税調査官　中島清人氏、資産課税部門　上
席国税調査官　加藤順子氏を講師に招き、「相
続税・贈与税のしくみ」について講義を受
けました。

受講者 16 名が熱心に聞き入り、質問も個
別に多くあり、有意義な時間になりました。

◆平成28年6月15日（水）　瑞浪商工会議所
支部会員大会を 39 名の参加で瑞浪商工会議所にて開催いたしました。事業報告・収支決算報告、事業計画・

予算書の説明の後、税務署より法人課税第一部門統括国税調査官　中島清人氏から現在の税務環境の説明をさ
れ、税務研修会では上席国税調査官　土屋審理担当から「28 年度税制改正について」説明がなされました。

瑞浪支部
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青年部会
「The 朝活」に参加
◆平成28年6月21日（火）～24日（金）　岐阜県立土岐商業高等学校

土岐商業高等学校の実践的教育ということでThe朝活が4日間行われ、各支部の部会員が4名ずつ参加しました。
生徒達と朝食を食べながら会話をすることで、生徒の「自分磨き」の時間と位置付け、異年齢との交流によりコミュ
ニケーション能力や、価値観を
高める目的で実施され今年で4
年目になりますが、生徒達にと
ては、コミュニケーションの大
切さや、社会人への第一歩とし
て勉強させて頂く事が出来たと、
感謝の言葉を頂きました。

◆平成28年5月22日（日）
8 時 45 分から 1 時間ほど、蘭丸ふる里の森一体でクリーンキャンペーンを実施しま

した。参加者は兼山小学校前に集合し、開会式の後、二手に別れてゴミ回収をしました。
対象範囲は可児市や地域の人々により大切に管理されており、ゴミなどないと思われ
ましたが、ゴミ袋にして 5 袋ほどのゴミが回収されました。

今回は市内 36 の企業・団体から 212 名の参加者をいただき、クリーンキャンペーン
は毎年盛大になってきていますが、参加者の自動車が 140 台余りとなり、今後の実施
には駐車場の確保が重要な課題として残されたクリーンキャンペーンでした。

	 兼山ブロック長　美濃東久㈱　安藤成治

◆平成28年6月17日（金）　御嵩花トピアゴルフ場　参加者35名
　「平成 28 年度税制改正の解説」をテーマに多治見税務署担当係官による税務セミナーを開催しました。会
員大会では①平成27年度事業・決算報告　②平成28年度事業計画と予算について発表。その後懇親会に移り、
会員の交流を深めることができました。

第 34 回兼山古城山クリーンキャンペーン（兼山地区）

会員大会

可児支部

黙とう 支部長挨拶 統括官あいさつ 税務セミナー
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税務セミナー
◆平成28年6月10日（金）
　多治見市産業文化センター　3F小会議室　1

税務署の中島統括官の挨拶の後、「平成28年度税
制改正の解説」を土屋審理担当より、詳しく説明し
て頂きました。23名の参加がありました。

平成 28 年新春セミナー

第 54 回移動研修会

（一社）伊豆下田法人会と交流会開催

教育委員会訪問

平成28年1月22日（金）　竜庵
新春講演：「人生いろいろ」　多治見税務署長　祐宗克幸氏
公開演奏会：日本ハーモニカ芸術協会　加藤精吾氏・山田かをる氏

まさに芸術的なお二人の演奏と加藤先生の楽しいお話に引き込まれま
した。62名の参加がありました。

平成28年6月22日（水）　とうしん学びの丘エール
「平成28年度税制改正の解説」
多治見税務署　法人課税第一部門　上席国税調査官　土屋尚也氏
お試し太極拳講座
日本健康太極拳協会　今枝節子氏他 6 名

太極拳の歴史・呼吸法を学び、先生方の演舞を見学した後、
猫が歩くように動く（⁉）ことを意識して、手取り足取り指導していただきました。

平成28年6月6日（月）・7日（火）　山神温泉 湯乃元館他
多治見税務署長様のご縁がきっかけとなり、伊豆下田法人会女性部会様と交流会を行い、お互いの活動報告等

を発表しました。伊豆下田法人会の歴代部会長様（33年間で2名！）をはじめ皆様が、パワフルかつフレンドリー
な方ばかりで、初めてとは思えないほど打ち解けた交流会となりました。

夏休み親子税金教室と映画会のチラシを各市町の教育委員会を通して学校に配布依頼しました。

女性部会

7 日　虎渓山永保寺にて
伊豆下田法人会
土屋部会長

多治見市 土岐市 瑞浪市 可児市 御嵩町
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岐阜県下７法人会加入状況

※注　個人会員を除く

平成 28 年 6 月末現在

（一社）岐阜北法人会

（公社）岐阜南法人会

（一社）大 垣 法 人 会

（一社）中 濃 法 人 会

（一社）多治見法人会

（一社）中津川法人会

（公社）飛 騨 法 人 会

県連合計

 9,453  4,756  4,843  △ 87 50.3

 8,254  3,605  3,672  △ 67 43.7

 6,449  2,870  2,924  △ 54 44.5

 5,015  2,539  2,610  △ 71 50.6

 6,012  2,935  2,993  △ 58 48.8

 2,378  1,256  1,276  △ 20 52.8

 3,763  1,745  1,757  △ 12 46.4

 41,324  19,706  20,075  △ 369 47.7

法　人　会　名 所管法人数
（社）

加　入　率
（％） 28/6 末（社） 27/12 末（社 4） 増減数（社）

会　　　員　　　数

（一社）多治見法人会会員加入状況

支部名
区　分

年月日 平成27年 12月 28日現在加入状況

 法人数 会員数 未加入法人数 加入率（％）

多 治 見 支 部

土 岐 支 部

瑞 浪 支 部

可 児 支 部

合　　計

 2,489  1,189  1,300  47.8

 1,461  809  652  55.4

 723  444  279  61.4

 1,719  560  1,159  32.6

 6,392  3,002  3,390  47.0
※注　会員数：個人会員 9会員含む

平成28年 6月 30日現在加入状況

 法人数 会員数 未加入法人数 加入率（％）

 2,538  1,169  1,369  46.1

 1,469  785  684  53.4

 735  443  292  60.3

 1,748  548  1,200  31.4

 6,490  2,945  3,545  45.4
※注　会員数：個人会員 10 会員含む

法　人　名 業　　　種所　在　地 入会月

新入会員の紹介
平成27年12月16日～平成28年7月30日

多治見支部
㈱ HKG 多治見市滝呂町 13-59-1 鋳型製造、各種業務のアウトソーシング受託 H27 年 12 月
タカノ㈲ 多治見市小名田町西ケ洞 1-103 とび土木工事業 H27 年 12 月
㈱アイ・アース 多治見市旭ケ丘 10-6-48 卸売業 H27 年 12 月
(同) アールケイ・プラニング 多治見市東山 2-8-9 製造業 H28 年 2 月
小名田木節㈱ 多治見市小名田町 1-79 不動産賃貸業 H28 年 5 月
㈲さくら工業 多治見市大薮町 1015 金属加工業 H28 年 5 月
㈲丸竜自動車 多治見市笠原町 1247-8 自動車販売業 H28 年 6 月
㈱サクラテック 多治見市小泉町 7-138-1 建設業 H28 年 6 月

土岐支部
㈲共和運輸 土岐市妻木町 530-4 運送業 H28 年 7 月

瑞浪支部
㈲中山総合保険事務所 瑞浪市明世町山野内 305-1 生損保代理店 H27 年 12 月
㈱勝股運送 瑞浪市稲津町萩原 1476-1-1 運送業 H27 年 12 月
㈱ JUHO 瑞浪市寺河戸町 1184-3 教育資材リース、生保代理業 H28 年 1 月
㈱雅 瑞浪市穂並 1-58 宅地建物取引業 H28 年 2 月
㈱萬咲久 瑞浪市宮前町 1-64 建設業 H28 年 4 月
㈱ミヤケ写真館 瑞浪市寺河戸町 1137-11 写真集の企画、編集、撮影 H28 年 4 月
㈲シミズ陶業 瑞浪市西小田町 1-75 陶磁器加工、販売 H28 年 4 月
㈱岐洗 瑞浪市和合町 1-20 クリーニング業 H28 年 5 月
㈱インサイドアウト 瑞浪市松ケ瀬町 2-28-8 経営コンサルティング H28 年 5 月
愛知石材㈱ 瑞浪市土岐町 7192-6 石工品業 H28 年 5 月
㈲イトウ総合事務所 瑞浪市稲津町小里 1231-1 経営コンサルタント H28 年 7 月
㈱ニシオテック 瑞浪市陶町猿爪 365-1 金属の溶解、鋳造に関する周辺製品の製造販売 H28 年 7 月
㈱ ATP 瑞浪市土岐町 8058-5 機械部品販売 H28 年 7 月

可児支部
㈱ベゴニーオプティーク 可児市中恵土 2285-1 眼鏡販売業 H28 年 1 月
㈱ OYP 可児市下恵土 2969-3 トレーニングジム、鍼灸・接骨院 H28 年 6 月
㈲山口土木 可児郡御嵩町大久後 7760 建設業 H28 年 6 月
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