
多治見支部

女性部会　ジョイフル多治見　慰問交流会
◆平成29年3月14日（火）
特別養護老人ホームジョイフル多治見において慰問交流会を行いました。平成 15 年から毎年行っている事
業で、今年で 13 回目になります。当日は役員と研修委員合わせて 15 名が、フラダンスや童謡・歌謡曲など
を披露し、約 60 名の入所者の方とともに楽しいひと時をすごしました。

青年部会（本会と共催）経営講演会

青年部会　一泊視察研修

◆平成29年2月14日（火）
多治見市産業文化センター中会議室
において、レクサス星が丘店　副ゼネ
ラルマネージャーの松原千恵子氏を招
き「マニュアルを超えた接客の極意」
と題して講演して頂きました。
ブティック和光で 30 年間勤めあげ
た実績・経験を買われレクサスで店
頭に立ちながら若いスタッフに指導。実際にあった出来事を例にあげながら、お客様への心のこもった対応
や、感謝の気持ちを伝えることの大切さ等を話され、参加した 48 名の中でも接客に携わる方などは熱心にメ
モとっていました。
最後の質疑応答でも積極的に答えて下さり、大変好評の講演会となりました。

◆平成29年3月3日（金）～4日（土）
3 月 3日～ 4日、総勢 7名で北九州
市方面へ一泊視察研修に行きました。
最初は今年で 100 周年を迎える
TOTO ミュージアムを訪れました。
1917年創立以来、国民の健康で文化的
な生活の実現の為、水洗便器をはじめ
とする衛生陶品の製造に着手、その後
近代化とともに、水回りの技術や製品は目覚ましく進歩し、常に人間の暮らしを豊かにしようと考えた先人の
発想力に感銘しました。
次に八幡製鉄所を訪れました。製造過程で出た資源を生かして環境にやさしいリサイクルエネルギーを製造し
て、無駄なく事業を展開している姿は現代社会において必要不可欠と考えさせられ、どちらの企業も我々の生活
に必要だからこそ、時代のニーズにあった事業展開が長く続く経営に結びつく事を確信した視察研修でした。

㈲亀田塗装　亀田　大介

本年度、多治見支部の「視察研修旅行」は実施致しませんので宜しくお願い致します。お 知 ら せ
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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

◆平成29年6月14日（水）　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、74 名の参加で行いました。神谷新支部長の挨拶の後、中島統括官が挨
拶をされ、税務セミナー「平成 29 年度税制改正について」を審理担当の渡辺茎都由氏が説明されました。そ
の後、会員大会に入り支部活動報告を行い、記念講演では、講師の真田幸光氏から、「混沌の世界情勢と企業
経営の基本」と題し、とてもパワフルな講演をしていただきました。

◆平成29年4月8日（土）　滝呂区民会館前
滝呂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。
クイズの参加者はサイコロゲームにチャレ
ンジし、花又はタワシスポンジ・アニマルタ
オル・メモ・アヒルブラシなどが当たり、よ
ろこんでもらえました。天候があまり良くなく、今年の法人会のブースは一番端の目立たないところでもあり、
客足は鈍りましたが、410 名の参加がありました。

◆平成28年4月8日（土）、9日（日）
　そば処井ざわ駐車場
昨年同様、花火大会実行委員会の隣に
ブースを構え、税金パネルと絵はがきコ
ンクール受賞作品を展示して、子ども
を対象に税金クイズを行いました。参加
者にはうながっぱのうちわとポケット
ティッシュを渡しました。
1日目はあいにくの雨、急遽大きめのテントを調達し記入台もすっぽり覆いました。2日目は午後からは晴
れ間も見え客脚が伸びましたが、去年よりも少なく 645 名の参加者でした。

笠原川クリーンキャンペーン
◆平成29年4月30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に入り清掃を行いま
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。土
岐川観察館の安藤館長、ボランティアの
職員が子どもに魚の獲り方を指導しまし
た。親も子も必死にたもを使い取っていました。
一般参加者が 230 名あり、ポケットティッシュ及びうちわを配布しました。

税務セミナー風景 顧問　三宅年行氏 支部長　神谷尚樹氏 講演会講師　真田幸光氏
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瑞浪支部

◆平成29年6月13日（火）　土岐商工会議所 5F 大ホール
平成 29 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 統括国税調査官 
中島清人氏、上席国税調査官 審理担当 渡辺茎都由氏を来賓に迎
え、34 名の方が参加しました。
滞りなく議事報告がされた後、渡辺氏より税務セミナーが開か
れ、平成 29 年度税制改正の解説を聴講しました。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、㈱インサイドアウト代表 水野輝彦氏が「ドリームマッ
プで組織を活性化」と題して講演。自己分析→夢（目標）の設定
→具体的な行動への落とし込み、という 3ステップ「夢をかなえ
るワン・ツー・スリーの法則」に基づきながら、「夢の 4つの視点」
を使ってオンリーワンの夢を描く未来を起点とした意思決定ツー
ルを紹介。お互いの夢や想いを理解し合うことで協調性も生まれ、
会社組織の活性化にも効果があることを実例を交えながら紹介さ
れました。

会員大会開催
土岐支部

講演会開催　健康セミナー
◆平成29年2月15日（水）
　瑞浪市総合文化センター 3F講堂
整体師　楽しんご氏を招き「み
んなの疲れを癒しんご」と題した
健康セミナーを開催。受講者 121
人と多くの方が参加し、肩こり、
腰痛等に効くツボなどを施術を交
えわかりやすく教わりました。合
間にお笑いなどを交えながら最後
の美声に酔いしれた時間を過ごし
ました。

経済セミナー
◆平成29年5月9日（火）　13：30～
　『産業用太陽光発電オーナー向け解説セミナー』
　株式会社エネジービジョンO&M事業部
増田龍史氏を招いて改正 FIT 法についての説明を受
けました。
業種が一部の方に絞られたため参加者は少なかった
ですが、4月からの改正により提出書類が必要になった
ため熱心に聞いていました。参加者は 6名でした。

税務セミナー　多治見税務署 渡辺氏

記念講演　㈱インサイドアウト代表 水野輝彦氏
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可児支部

◆平成29年5月28日（日）
毎年、春・秋に行われている社会貢献活動のクリーンキャンペーンは、本年Dブロックが担当し、5月 28
日（日）に帷子公民館を起点として、名鉄西可児前までの往復およそ 3km間の清掃活動を行いました。
今回は天気にもめぐまれて、お子様の参加も含め 169 名の参加者があり、大脇副支部長の挨拶から始まって、
梅田副支部長の「ネイチャーフレンド宣言 !」読み上げ、参加者全員の
唱和に続いて約 1時間清掃活動を行いました。道中は地元の方の清掃
活動が日頃からおこなわれているようで、ゴミは少なかったです（ゴ
ミの量は 9袋）。クリーンキャンペーンは、法人会の活動をご理解頂く
機会で、参加者にとって大変有意義な活動であると思います。
最後になりましたが、参加者及び各団体の皆さまのご協力で無事に
終了できました。心より感謝申し上げるとともに今後も引き続き活動
に取り組んで行きたいと思います。
 D ブロック長　㈲佐藤新聞舗　佐藤孝雄

第36回　西可児駅前クリーンキャンペーン

公開税務セミナー・会員大会
◆平成29年6月16日（金）　可児市総合会館
平成 29 年度の会員大会を 6月 16 日、可児市総合会館 5階大ホールで開催しました。当日は、多治見税務
署より筒井真澄署長、法人課税第 1部門の中島清人統括国税調査官、渡辺茎都由上席国税調査官を迎え、34
名の会員が参加しました。
はじめに税務セミナーとして渡辺上席国税調査官より「平成 29 年度税制改正のあらまし」を説明いただい
たのち、筒井真澄署長の講話を拝聴しました。
続いて行われた会員大会は、事務局より平成 28 年度事業活動と決算を報告、平成 29 年度事業計画と予算
を説明して終了しました。
その後、会場を鮓幸に移して懇親会を行い会員同士の親睦を深めることができました。

会員大会、税務・経営セミナー開催
◆平成29年6月8日（木）　瑞浪商工会議所
支部会員大会を 38 名の参加で開催しました。
当日は多治見税務署より法人課税第一部門 統括国税調査官 中島清人氏から現在の税務環境の説明があり
ました。税務研修会では上席国税調査官 審理担当 渡邉茎都由氏より「平成 29 年度税制改正について」説明
がなされました。参加者は 41 名でした。
その後「よそ者・若者がまちを変える　下呂物語」と題し、大星（上海）有限公司代表取締役 大西政介氏
より、まちおこし成功の秘訣の講演がありました。参加者 83 名と大盛況でした。

クリーンキャンペーン

多治見税務署長 支部長挨拶 統括官あいさつ 税務セミナー
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青年部会

税務セミナー

「The朝活」に参加

◆平成29年6月12日（月）
　瑞浪商工会議所2F　大会議室
瑞浪商工会議所2F　大会議室にて29名の参加
で行われました。加藤部会長の挨拶の後、多治見
税務署法人課税第一部門の中島統括官より挨拶を
頂き、「平成29年度税制改正の解説」を、上席国
税調査官 審理担当の渡辺茎都由氏が詳しく説明
され、後半では自主点検チェックシートについて
も細かく説明していただきました。

◆平成29年6月20日（火）～23日（金）
　岐阜県立土岐商業高校
土岐商業高校の就職希望の生徒約80名
と6月 20日（火）から4日間の日程で「The
朝活」（とっきーバージョン）が行われま
した。生徒お手製の名刺で名刺交換をした
後、グループに分かれ一緒に朝食をとり
会話を楽しみました。異年齢との交流でコ
ミュニケーション能力や見識・価値観など
社会性を育てる目的で始まり今年で5年目
になります。

定時総会
◆平成29年4月13日（木）　多治見市産業文化センター　大会議室　参加者32名

記念講演　大川副署長松本部会長 加藤新部会長

平成30年 全国青年の集い「岐阜大会」を一緒に盛り上げ成功させよう!

現在 120 名の部会員が所属しており、社会貢献活動、研修会、親睦交
流を通じて次世代を担う経営者としての資質向上を目的としています。

入会資格　多治見法人会の会員であること・50歳以下であること
年　会　費　2,000 円

平成30年 全国青年の集い「岐阜大会」を一緒に盛り上げ成功させよう!平成30年 全国青年の集い「岐阜大会」を一緒に盛り上げ成功させよう!

青年部会 部会員大募集‼
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平成29年度　新春セミナー

第55回移動研修会

教育委員会訪問

◆平成29年1月19日（木）
　ミュージアム中仙道
多治見税務署長 筒井真澄氏による講演『徴収
の仕事の話』の後、手品師 龍之介氏によるマジッ
クショーを楽しみました。

◆平成29年6月22日（木）　セラトピア土岐
渡辺上席国税調査官による税務セミナーの後、テノール歌手の江端智哉氏とピアニスタの市原実小代氏による
公開演奏会を行いました。一般の方も20名程来場されました。担当である土岐支部役員のリクエスト曲を歌って
くださったり、童謡の隠された意味をはなされて涙ぐむ場面もあり、心に残る演奏会となりました。

各支部の役員が、「夏休み親子税金教室と映画会」のチラシを教育委員会に持参し、管内の全小学校に配布を依
頼しました。

女性部会

小西澄子 新部会長

講演会　大川邦夫副署長

総会風景

三宅会長・筒井署長

2年間お疲れ様でした！

定時総会
◆平成29年4月14日（金）
　バロー文化ホール2F　大会議室　参加者55名

龍之介氏と馬場部会長筒井署長

全員で合唱♪♪江端・市原　両氏渡辺上席国税調査官司会　酒井支部長

多治見市 土岐市 瑞浪市 可児市 御嵩町
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※注　会員数：個人会員 13 会員含む ※注　会員数：個人会員 14 会員含む

※注　個人会員を除く 平成 29年 6月末現在

岐阜県下７法人会加入状況

 9,462  4,629  4,730  △ 101 48.9

 8,863  3,522  3,580  △ 58 39.7
 6,488  2,798  2,842  △ 44 43.1
 5,063  2,491  2,541  △ 50 49.2
 6,006  2,944  3,011  △ 67 49.0
 2,375  1,215  1,239  △ 24 51.2
 3,755  1,672  1,719  △ 47 44.5
 42,012  19,271  19,662  △ 391 45.9

法　人　会　名 所管法人数
（社）

加　入　率
（％） 29/6 末（社） 28/12 末（社） 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28年 12月 10日現在加入状況

 法人数 会員数 未加入法人数 加入率（％）

平成29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（％）

法　人　名 業　　　種所　在　地 入会月

新入会員の紹介
平成28年12月11日～平成29年7月31日

多治見支部
㈱ T　Chic 多治見市笠原町 4114-13 床タイル製造、販売 H28年 12月
㈱スワンクラフト 多治見市笠原町 1647-552 タイル生地成形、加工 H28年 12月
リバーアースエンジ㈱ 多治見市富士見町 2-36-1 鉄工業 H28 年 12月
㈱三光金属商会 多治見市三笠町 3-48 収集運搬処理業 H28年 12月
税理士法人　青葉会 多治見市三笠町 4-41-2 税理士業 H28年 12月
㈱ V　Flower 多治見市大針町 661-1 花の卸売及び小売 H29年 1月
㈱B　ビューティー 多治見市金岡町 2-85-3 まつ毛パーマ、サロン経営 H29年 1月
㈱Hands　クリエイト 多治見市上野町 4-4 イトウビル 2F-D 学習塾 H29 年 5月
ZILARD 多治見市田代町 3-21 自動車販売 H29年 6月
土岐支部
㈱ミニッツ 土岐市泉町大富清水 571-10 卸売業 H28 年 12月
㈱隆成 土岐市駄知町 2454-7 製陶業、飲食器 H28年 12月
㈱インテルメッツォ 土岐市下石陶史台 3-76 インターネット音楽配信 H29年 3月
瑞浪支部
㈲古田建設 瑞浪市陶町猿爪 285-3 一搬土木業 H28年 12月
㈲HY 瑞浪市穂並 3-39　ユープラザ 1F 美容 H29 年 4月
(同)メック 瑞浪市土岐町 2014-17 事務代行 H29年 4月
(同)プロトビ 瑞浪市土岐町 986-95 製造業 H29 年 6月
可児支部
㈱可茂道路 可児市川合 199-4 土木工事、舗装工事、水道施設 H28年 12月
㈲丸正電設 可児市室原 820-5 電気工事業 H28年 12月
㈱柏屋 可児市坂戸 50-6 衣料品、学生服、作業服販売、プリント事業 H28 年 12月
㈲日本花キ流通 可児市柿田細池 837 花小売、通販 H28年 12月
㈲昭光建設 可児郡御嵩町御嵩 1822-582 土木一式 H28年 12月
農事組合法人　森本ファーム 可児市二野 2484-1 米・もち米の生産、販売 H28年 12月
㈲宏栄電工 可児市下恵土 246-11 電気工事業 H28年 12月
㈱黒龍 可児市今渡 1595-3 飲食業 H28 年 12月
㈱新興設備 可児市広見 1936 水道工事 H29年 1月
㈱秀美 可児市清水ケ丘 4-114 内装工事 H29年 1月
ネクスト・イノベーション㈱ 可児市広見 2419-2 建設業 H29 年 2月
㈲ Kawakami Guitars 可児市中恵土 1811 ギターの製造 H29年 6月

（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

多治見支部
土 岐 支 部
瑞 浪 支 部
可 児 支 部
合　　計

 2,538  1,190  1,348  46.9
 1,470  802  668  54.6
 734  456  278  62.1
 1,745  560  1,185  32.1
 6,487 3,008  3,479  46.4

 2,546  1,174  1,372  46.1
 1,460  790  670  54.1
 728  443  285  60.9
 1,740  551 1,189  31.7
 6,474  2,958  3,516  45.7
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