
多治見支部
女性部会　視察研修会　大垣市内観光と長良川鵜飼見物

陶の里フェステイバル　㏌　市之倉に参画

◆平成29年９月 14日（木）　20名
大垣にある「奥の細道むすびの地記念館」と

枡工房ますやを見学しました。意外にも大垣は
枡生産の全国シェア 80％とのこと。間伐材や
家具の端材を使っているためエコな商品として
も注目されています。

1300 年以上の歴史をもつ長良川鵜飼はさな
がら夏の古典絵巻です。当日はお天気にも恵ま
れ、鵜飼船上でいただいた重詰料理は大変おい
しく、さらに 6 艘そろっての特別鵜飼も見学で
き、楽しい視察研修となりました。

◆平成29年 10月７日（土）・８日（日）
昨年と同じ場所（駐車場の一番奥）にブース

を設置。
前日に雨が降っていたので心配していました

が開始時間には雨が上がりスタートすることが
出来ました。

市之倉公民館の職員を中心に来場者を呼び込
み、税金クイズを行いました。参加者にはシク
ラメンの花又はサイコロゲームをして出た目の
数でアニマルタオルやゴールドバーメモ帳等景
品を渡しました。２日間で 800 名の参加があり
ました。

女性部会　デイサービス遊楽苑市之倉　慰問交流会
◆平成29年 12月 12日（火）

デイサービス遊楽苑市之倉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 14 回目になります。当日は役員と研修委員合わせて 11 名が、フラダンスや民謡・歌謡曲
などを披露し、税金クイズやインタビューを織り交ぜて楽しいひと時をすごしました。
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女性部会　社会貢献活動　～曽木公園ライトアップ会場を清掃～

視察研修会

◆平成29年 11月 13日（月）　曽木公園
女性部会の酒井道子支部長ほか 6 名は社会貢献事業として、曽木

公園ライトアップ（11/10 ～ 11/19）会場の清掃活動を実施しました。
当日はライトアップ実行委員会から作業内容の説明を受けて活動

を開始、公園内にある池に浮かんだ落ち葉拾い作業を行いました。
毎回参加されているメンバーは池の落ち葉をすくい上げる作業にも
手慣れていて、清掃後の水面は紅葉したモミジが綺麗に映しだされ、
来場者の方々に喜んでいただけたようです。水面に映る美しく幻想的な『逆さ紅葉』はとても綺麗で
した。終了後には水野健一ライトアップ実行委員長をはじめ、多くの方々からお礼の言葉もいただき
秋の日の貢献活動は紅葉を愛でながら無事終了しました。

◆平成29年 12月６日（水）　ランチバイキングと劇団四季の観劇
多治見法人会土岐支部では、12 月６日（水）に視察研修会を実施、

49 名が参加しました。
名古屋の新名所、ささしまライブ地区にあるストリングスホテル

名古屋のランチバイキングを堪能してきました。オフィス、放送局、
大学、行政など多種多様な主体が連携し、国際歓迎・交流の拠点を
めざす、ささしまライブ地区は話題のグローバルゲートもあるとても活気ある地区でした。昔の笹島
地区を知る参加者は大きく変わった街並みに東海地区の活気を肌で感じたようでした。一流ホテルの
ランチを味わった後には、徒歩ですぐ近くにある劇団四季の劇場へ移動。参加者のお目当ては、ディ
ズニーの新次元ミュージカル「リトルマーメイド」です。この劇はディズニーが 1989 年に製作した
劇場版長編アニメーションを舞台化した大人気のミュージカル。観劇後の参加者の皆さんからは「と
ても感動した」「また観劇に来たい」との感想をいただき、大いに喜んでいただけたようでした。

当日は天候にも恵まれ、開発が進む名古屋駅周辺の見学、さらにはミュージカル観劇で心が豊かに
なり参加者同士の親睦も深められた視察会となりました。

土岐支部

矢野きよ実　講演会「あなたに逢えてよかった」
◆平成29年９月 15日（金）　瑞浪市総合文化センター　文化ホール
パーソナリティー・書家　矢野きよ実　氏　「あなたに逢えてよかった」

被災地支援（無敵プロジェクト）
被災地の報道が少なくなった今
も被災地の子どもたちの「心」
を多くの人に伝えたい

当日 390 名を超える聴講者があり、参加者の方々には被災
地の子どもたちの姿に涙する方も見え、大変好評な講演会で
した。時間も延長となり、終了後多くの方が矢野氏を取り囲
んで歓談されていました。とっても有意義な時間でした。

瑞浪支部
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視察研修旅行
◆平成29年 11月７日（火）

今年度支部研修旅行を 33 名で実施しました。
バスの中で松井事業委員長のクイズで盛り上がり昼

食会場へ。
そこで浜松のうなぎに舌鼓。その後大河ドラマ井伊

直虎ドラマ館へ。
思いの外スケールは小さめでしたが、登場人物・歴

史紹介がなされていました。
つづいてうなぎパイファクトリーでうなぎパイの工

場視察。
またクイズ上位者３名に VIP うなぎパイが渡されました。
その後弁天島の夕焼け絶好スポットに足を運びましたが、あいにく雲にじゃまされ見えませんでし

た。夕食では浜松餃子を堪能し、帰路につきました。参加の皆さんは満足されたようでした。

瑞浪支部

講演会『ココロ文字講座』～心の言葉を筆文字に～　開催
◆平成29年11月 21日（火）

机を４人の島に分け実践的な講座となりました。
文字を字として捉えず絵として捉えていてユニークで自

由な発想が表現できてい
ました。

参加者からは「定期的
に続けて欲しい」「とて
も楽しい時間を過ごせま
した」と皆さん笑顔でした。

参加者 19 名の有意義な講座でした。

女性部会視察研修旅行
◆平成29年 10月 4日（水）

さわやかな秋晴れの空の下、16 名で視察研修旅行に
行ってきました。ガン封じで名高い「無量寺」にて、12
年に一度御開帳の秘仏を参拝し、住職の法話を聞いた後、
地中海レストラン「CASA」にて昼食を食べラグーナテ
ンボスへ。お買い物を楽しみ、フラワーラグーンを見学
し、歌劇団を鑑賞して帰路につきました。

秘仏の参拝で心落ち着け、綺麗なお花に心癒され、歌
劇団の歌や踊りに心が湧き立ち、そしてバス内での尽き
ぬおしゃべりに心がリフレッシュできた親睦旅行でした。

 株式会社加藤鉄工所　加藤幸枝
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可児支部
春里苑で清掃ボランティア
◆平成29年 10月５日（木）

今回で３回目となる春里苑清掃ボランティア
に、10 名が参加しました。

駐車場入口、庭、玄関周りの落ち葉清掃を行い、
1 時間で 10 袋程集めました。

また、女性部会員から集めたタオルを、春里苑
長に進呈しました。

平成29年度 合同表彰式（受彰された方々の紹介）
（敬称略・五十音順）

平成 29年度　多治見税務署長表彰

土岐市立泉西小学校

租税教育推進校等多治見税務署長感謝状

多治見税務署長表彰
氏　名 団体における役職

浅井　　剛 多治見青色申告会連合会 理 事

奥村　峰隆 多治見小売酒販組合 理 事 長

柴田　錦見 東濃西部納税貯蓄組合連合会 副 会 長

中島　功雄 （一社）多治見法人会 理 事

多治見税務推進協議会長表彰
氏　名 団体における役職

大澤由美子 多治見小売酒販組合 副 理 事 長

酒井　道子 （一社）多治見法人会 女 性 部 会
副 部 会 長

澤井　　誠 （一社）多治見法人会 専 務 理 事

鈴木　　陽 多治見青色申告会連合会 事 務 局 長

仙石　清文 多治見青色申告会連合会 理 事

谷口　玲子 東濃西部納税貯蓄組合連合会 常 任 理 事

原　　啓人 多治見青色申告会連合会 理 事

春里苑にタオル進呈

女性部会奉仕活動
◆平成29年 12月６日（水）
陶町の岐阜県立サニーヒルズみず
なみで清掃活動を実施いたしました。
とても寒い中、参加者 15名により窓
拭きと庭の落ち葉清掃を行い、利用
者や施設の方々に感謝の意をいただ
きました。

瑞浪支部
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青年部会
県立土岐商業高等学校　模擬面接

第40回岐阜県下法人会青年部会連絡協議会

◆平成29年９月５日（火）～８日（金）
９月５日～８日の４日間、土岐商業高等学校で模擬面接指導を

しました。
各支部ごとに６名の部会員達が、１人で４名の生徒をうけもち、

本番さながらに１対１で面接をおこない、最後に生徒ひとりひと
りに、時には厳しく、また温かい言葉でアドバイスをします。

面接を通じて気づかされることも多く自己啓発の場にもなり、
青年部会が積極的に取り組んでいる事業の一つです。

◆平成29年 10月 13日（金）　主管：飛騨法人会
メインテーマ：『税金の使途（社会保障制度）と租税教室』
　　テーマ①：将来世代のために、青年部会としてどのようなことができるのか
　　テーマ②：租税教室における税金の使途の取り上げ方について
　　テーマ③：社会保障制度において、何をどのように負担すべきか

第31回全国青年の集い高知大会と尾道法人会青年部会との交流会
◆平成29年 11月９日（木）・10日（金）
大会スローガン：未来へ継ぐ　絆「志国　高知」
記念講演：「走ることで伝える大切な事～夢・出会い・絆～」
講　　師：間　寛平さん
第31回全国青年の集い高知大会に参加して

去る 11 月９日～ 10 日に開催されました全国青年の集いに多治
見法人会青年部会、松本直前部会長、加藤部会長ら 36 名で参加
してまいりました。式典の前には、全国各地より選抜された局連の代表による租税教育活動プレゼン
テーションが行われました。各地の素晴らしい取り組みを聞き、今後の活動の参考となりました。

また式典では、次年度開催地である岐阜県連への大会旗伝達が行われ、壇上で加藤誠会長が大会旗
を受け取りました。その後、次回開催岐阜大会のＰＲの場では、加藤大会長が岐阜県下７単位会の各
委員、武将隊、濃姫とともにステージ上で、その下でのぼりや横断幕を持った我々部会員たちが大会

長を盛り立て、皆が一丸となって大会を成功させようと、
決意も新たにできた式典でした。

また、恒例となりました尾道法人会との交流会も行わ
れ、互いに抱える課題について意見交換の場となり親睦
を深め、来年の岐阜大会への協力をお願いしました。
 ㈱栄ステンレス　渡辺裕丈
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女性部会
第36回　岐阜県下法人会女性部会連絡協議会参加
◆平成29年 10月 18日（水）　ホテルグランヴェール岐山

岐阜北法人会の主管で開催され、当会からは 12 名が参加しま
した。今年のテーマ「租税教育活動～税に関する絵はがきコンクー
ル～」について独自に工夫していることや今後の取り組みについ
てグループごとに協議しました。

講演会開催
◆平成29年 11月 30日（木）　「働き方改革と日本経済の行方」
講師：前田マネジメント代表　前田　紳詞氏

可児市総合会館　３Ｆ第１会議室で行われ、33 名の参加があり
ました。

企業、商工会議所、医療機関などで研修・セミナー講師として、
またファイナンシャルプランナーとして銀行、保険会社から委託
され研修講師など年間講演回数 150 回以上とご活躍で、経営者の
方にはとても感心の高い内容であり、皆さん真剣に聞いていまし
た。

（一社）伊賀法人会女性部会との交流会実施
◆平成29年 11月 8日（水）　オーベルジュ・ドゥ・リリアーヌ

平成 29 年 3 月の東海法連大会での活動発表がご縁で伊賀法人
会さんからお声掛けいただき、伊賀会 22 名、当会 21 名の合計
43 名で交流会を実施しました。活動報告では、忍者の扮装をして
オリジナル紙芝居を使った租税教室の一端を紹介していただきま
したが、楽しみながら活動されている様子が伝わり、大変参考となりました。

昼食懇談会では、自己紹介を交えながら和気あいあいと懇談することができ、貴重な交流の場とな
りました。

視察研修会
◆平成29年 11月 17日（金）　TASAKI　1day ショッピングバスツアー
　　　　　　　　　　～日本料理 松楓閣、徳川美術館・徳川園～

ジュエリーメーカー TASAKI　企画による 1day ショッピングバ
スツアーを利用して、視察研修にでかけました。

名古屋栄の TASAKI ショップで目の保養と知識を学び、お買い
ものを楽しんだ後、覚王山にある松楓閣でミニ懐石をいただきま
した。築 70 年の数寄屋造りのお屋敷とすばらしい庭園の眺めを
堪能しました。

徳川美術館では企画展が開催されており、旧蔵品が集められた
名品展と、特別公開の国宝源氏物語絵巻が展示されており、皆さん熱心に見入っていました。

もみじがライトアップされた徳川園を散策し、帰路につきました。

No.85 19

部会だより


	14　法人会だよりNo.85
	15　法人会だよりNo.85
	16　法人会だよりNo.85
	17　法人会だよりNo.85
	18　法人会だよりNo.85
	19　法人会だよりNo.85

