
税務セミナー
◆平成 30 年 6 月 19 日（火）　多治見市産業文化センター 3F 中会議室

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髙本統括官より
ご挨拶を頂き、「平成 30 年度税制改
正の解説」を、上席国税調査官審理担
当の渡辺茎都由氏から改正のポイント
を項目別に説明し、後半では自主点検
チェックシートの説明もしていただき
ました。

24 名の参加がありました。

異業種交流会及びオリエンテーション
◆平成 30 年 5 月 23 日（水）　富きち

岐阜大会に向けて昨年から部
会員の拡大に力を入れた結果、
部会員が倍以上になり新しく入
られた方々と顔を合わせ、交流
が出来きる場を設けたいと今回
この新事業を計画、総勢 43 名
が参加しそのうちの半分以上が
新入部会員でした。

部会長から簡単に法人会についての説明をしていただき、その後、各支部長より青年部会の活動を実際に
あったエピソードを交え楽しく説明していただきました。新入部会員さんは緊張気味でしたが、そのうちあ
ちこちで名刺交換が始まり、会場はとても良い雰囲気で盛り上がりました。

青年部会
定時総会
◆平成 30 年 4 月 12 日（木）　多治見市産業文化センター 大会議室
　参加者 42 名
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平成 30 年度 新春セミナー

平成 30 年度定時総会

教育委員会訪問

◆平成30年 1月 23日（火）　鬼岩温泉　了山
多治見税務署長鈴木公達氏による講演『税務署よもやま話』の後、劇団松丸家　松丸家小弁太座長による

演芸ショー「歌謡ショーと女形になるまで」を楽しみました。通常みることのない女形になるまでの着替え
の様子や、座長の軽快な話術に笑いの絶えない時間をすごすことができ、大衆演劇の雰囲気を感じられました。

◆平成30年 4月 16日（月）　バロー文化ホール　参加者50名

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

小西部会長

総会風景

多治見市 土岐市 可児市 御嵩町

署長講演 松丸家小弁太座長 女形完成！

講師　水野さと美 氏鈴木署長小西澄子 部会長

「The 朝活」に参加
◆平成 30 年 6 月 19 日～ 22 日（火～金）　県立土岐商業高等学校

土岐商業の 3 年生就職希望者
の生徒約 100 名と 6 月 19 日（火）
から 4 日間の日程で「The 朝活」
を行いました。異世代との交流
により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、今年で 6 年目。生
徒達からのお礼の手紙には、会話の中で印象に残った話や、自分の弱点克服の参考になったなど、貴重な経
験が出来たことがつづられ、今後も続けて行きたい事業のひとつです。
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第 56 回 移動研修会
◆平成30年 6月 21日（木）　瑞浪市総合文化センター

渡辺上席国税調査官による税務セミナーのあと、瑞浪市在住の女優　加藤純子氏による公開講演会を行い
ました。今日から役に立つ！話し方講座「人前で話すときのコツ」と題し、実際に隣の人と自己紹介しなが
ら話し方のコツを教えていただきました。

司会　加藤副部会長 税務セミナー会場 受講の様子講師　加藤純子 氏

多治見支部
青年部会　一泊視察研修
◆平成 30 年 2 月 16 日（金）～ 17 日（土）

総勢 10 名で、そなエリア東京　防災体験学習施設を視察しました。
そこは、東京臨海広域防災公園内にあり、東京臨海広域防災公園は、

首都圏で大規模な地震災害等が発生したとき、避難場所ではなく国
や地方公共団体等の緊急災害現地対策本部が設置され、公園全体が
広域的な指令機能を受け持つ場所となっています。急に地震が起こっ
た時、救援支援が整うまでの目安である 3 日間（72 時間）を、自力
でどう生き抜くかを体験できる施設でした。

施設内は、専用のタブレットでクイズを解いたり展示物の解説を
映像で見ることができました。被災地再現ゾーンでは、被災した実
物大の街が再現され、いかに危険な状態かを体験することができま
した。大規模災害の発生時にニュースで映る数十台のモニターの前
で総理大臣が指令を出しているオペレーションルームも見学することができました。

私たちの地域でもいつ発生するかわからない大規模災害で街がパニック状態になると思います。この研修
を活かし多くの方々にこの経験を伝え、大規模災害が発生しても冷静に行動し自力で生き抜いていく街にし
ていこうと思いました。 ㈲大脇サービス　大脇恵一

多治見陶器まつり
◆平成 30 年 4 月 7 日（土）～ 8 日（日）
　井ざわ駐車場

花火大会実行委員会と協力して
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。スタンプラリーのスタンプを
押しに来た子ども達をさそって税金
クイズに挑戦してもらい、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。

2 日間とも季節外れの寒さとなり、冷たい風とにわか雨に悩まされましたが、人出は平年並みで多くの人
で賑わい 7 日、8 日と各 300 個ずつ用意したうちわとポケットティッシュは午後 2 時頃にはなくなりました。
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滝呂さくらまつり
◆平成 30 年 4 月 14 日（土）
　滝呂区民会館前

滝呂地区会長が中心とな
り、地区会の役員と一緒に滝
呂区民会館の駐車場にテント
2 張を設営して税金クイズを
行いました。参加者には、花
が欲しい人には花を、また、
出た目の数でタワシスポン
ジ・タオル・メモ帳などが当
たるサイコロゲームを楽しん
でもらいました。一番目立つ場所だったため、人が途切れることもなく 320 名が訪れ、活気のある「滝呂ま
つり」となりました。

笠原川クリーンキャンペーン
◆平成 30 年 4 月 30 日（月）
　笠原川

柴田地区会長の挨拶の後、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、
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捕まえ方を指
導、小さい子ども達は親御さんの監視
のもと、川に入って必死でたもを使っ
て捕っている様子が見受けられました。

150 名の一般参加者には、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・会員大会開催
◆平成 30 年 6 月 13 日（水）
　TREE by NAKED tajimi「キメラ」

今年度の会員大会は初の試みで「キメラ」にて開催しました。はじめに多治見税務署の上席国税調査官の
渡辺茎都由様から「平成 30 年度の税制改正・軽減税率」について解説を頂き、その後、会員大会が 68 名の
参加で行われました。会員大会後は、佐藤　梓さんによる公開コンサート「ふしぎな森の音楽会」を開催、
一般の方を含め 105 名が参加しました。プロジェクションマッピングが映し出された会場内は、まるで森の
中にいるようで小さなお子さんも歌に合わせて踊ったり、会場はとても盛り上がりました。
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女性部会　視察研修旅行（伊豆下田法人会との交流会）
◆平成 30 年 7 月 9 日（月）～ 10 日（火）　15 名参加
（一社）伊豆下田法人会女性部会さんとの交流会を兼ねて、視

察研修旅行に行きました。前日までの梅雨が吹き飛んだような晴
天のなか、15 時下田に到着。土屋女性部会長はじめ 6 名のお出
迎えを受け、開国博物館等を見学しました。18 時からの交流会
には総勢 30 名が揃い、2 年前から続く親交を深めました。翌日
の宝福寺では幕末の歴史に触れることができ、交流会ともども楽
しい視察研修旅行となりました。

土岐支部
会員大会開催
◆平成 30 年 6 月 14 日（木）　土岐商工会議所 5F 大ホール

平成 30 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 

審理担当 渡辺茎都由氏、統括国税調査官 髙本俊哉氏を来賓に迎
え、40 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 30 年度税制改正と軽減税率の解説を聴講、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、高山城高山宿史跡保存会の後藤清
氏に「人口減少時代における地域の活性化」と題してご講演頂きました。予想される大幅な人口減少を食い
止めるために、地域の個人、団体、企業、行政が協働して「若者が魅力を感じる地域づくり」を実践するこ
とが大事と解説されました。

会員大会開催
◆平成 30 年 6 月 13 日（水）　瑞浪商工会議所　2F 大ホール

平成 30 年度会員大会を 47 名の参加で開催しました。
当日は多治見税務署 法人課

税第一部門 統括上席国税調査
官 山田慎哉氏より「平成 30
年度税制改正の解説及び軽減
税率の説明」がありました。

その後、会場を鈴屋に移し
懇親会を行い会員同士の親睦
を深めることが出来ました。

瑞浪支部

河口瑞浪支部長 山田統括上席国税調査官

下田開国博物館 宝福寺にて交流会の様子
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税務セミナー・会員大会開催
◆平成 30 年 6 月 12 日（火）　可児市総合会館分室

平成 30 年度の会員大会を、可児市総合会館分室 2 階大会議室で開
催しました。当日は、多治見税務署より法人課税第一部門の髙本俊哉
統括国税調査官、渡辺茎都由上席国税調査官を来賓に迎え、30 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調査官より「平成 30 年度税
制改正の解説及び軽減税率の説明」を講義いただきました。続いて会
員大会は、事務局より平成 29 年度事業活動と決算を報告、平成 30 年
度事業計画と予算を説明して終了しました。

その後、会場を康生に移して懇親会を行い、懇談しながら会員同士
の親睦を深めることができました。

可児支部

e-Taxを利用して所得税及び復興特別所得税
の申告をするとこんなメリットが！

「e-Tax」なら
国税に関する申告や
納税、申請・届出などの
手続がインターネット
で行えます。

電子申告で効率
UP!

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

納税にはダイレクト納付が便利です！

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 
※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

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。

ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。 イータックス 検索法人会

添付書類の
提出省略

還付が
スピーディー

電子申告で効率
UP!

第 37 回 クリーンキャンペーン
◆平成 30 年 5 月 27 日（日）

今回は、木曽川左岸遊歩道から堤防道路に至り、土田渡り地
区を歩く沿線を清掃する約 2.5 キロのコース。ゴミを探しながら
ウォーキングに親しむいい機会。今回も 171 名のボランティア意
識の高い方々に参加いただきました。橋本支部長の挨拶に続き、
大脇副支部長の「ネイチャーフレンドシップ宣言」で雰囲気も盛
り上がり、午前 9 時半清掃開始。1 時間くらいと言ったものの、
前日下見の際はゴミはほとんど散見されず、これでは張り合いが
ないかなと余計な心配も。日陰は爽やかな風ですが日向は 28 度の
陽気。小さなお子さん連れのお母さん達も何人かみえました。川の中に入ってまでの清掃はご遠慮下さいと

の注意。長靴でやる気満々の方もみえました。幸い川の中にも岸
辺にもゴミらしいゴミは見当たらず、拍子抜けだったかもしれま
せん。と言っても 1 時間後、やはり 171 名の目で探すと、燃える
ゴミやら金物やら陶器やらガラスなど、5 袋も集積場所に集まっ
たのには役員一同いささかビックリでした。皆さん額に汗して意
気揚々と帰って来られました。お疲れ様でした。昨年から年 1 回
となったクリーンキャンペーン、来年以降もよろしくお願いしま
す。あらためてありがとうございました。

 ㈲イワタ　岩田正幸
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