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  1959           1995   　
東金法人会の生い立ちと
社団化20周年までのながれ

　昭和24年、それまでの賦課課税制度から申告納税制度へと税制上画期的な改正が行われ

ました。自主申告という税意識の定着には、いまだ戦後の混乱期にあった我が国において国

民の生活は窮迫し、企業経営も混迷の状態にあり、様々な困難が伴いました。

　このような情勢の推移を憂慮し、税務協力の必要を痛感し改善を意図した民間有識者に

よって全国各地に法人会が設立され、当会もそのような趣旨のもと昭和25年2月会員250

社で山武法人会として発足しました。

昭和25年（1950）	 山武法人会として発足
昭和43年（1968）	 規約全文改正	8支部設立
昭和44年（1969）	 行政区域変更により土気町が千葉市に編入
昭和49年（1974）	 蓮沼支部を設立	会員670社	加入率50％突破
昭和50年（1975）	 社団法人	東金法人会	設立
	 源泉部会設立	4専門部会を設置（総務・財務・広報・指導）
昭和51年（1976）	 会報の発行開始
昭和53年（1978）	 建設部会設立
昭和54年（1979）	 地域別座談会（現税務座談会）開催	大網白里支部～青年部会設立
昭和55年（1980）	 婦人部会設立
昭和57年（1982）	 東金支部が細分化4支部となる。
昭和59年（1984）	 横芝支部が細分化3支部となる。
昭和60年（1985）	 社団化10周年
平成元年（1989）	 東金第1支部が細分化、東金全5支部となる。
平成２年（1990）	 大網白里5支部	成東2支部	に細分化。
　　　　　　	 社団化15周年	記念誌として「会員名簿」「郷土史跡めぐり」を発行
平成７年（1995）	 社団化20周年	記念誌として「20年の歩み」を発行
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社団化40周年を迎えて

　公益社団法人東金法人会が社団化40周年を迎える年となり万感の思いです。
　これもひとえに会員の皆様ならびに歴代の税務署長はじめ税務ご当局、関係官庁の皆様
のご指導・ご鞭撻の賜物であります。
　また、友誼団体の皆様のご協力、初代会長の大矢喜一様はじめ7代に亘る会長様方の多
大なるご尽力ならびにご精励の賜物で今がある訳でございます。
　改めてこの場をお借りして深く感謝申し上げる次第でございます。
　さて、ここで少し当会の生い立ちについてふれてみようと思います。
　昭和24年我が国は税制面で大きな改正がありました。従来の賦課課税制度から申告納
税制度が取り入れられ自主申告の定着には、いろいろ困難が伴い当時の生活は困窮し、企
業経営もままならない状況から民間有識者等によって、全国各地に法人会が組織され当
会は昭和25年2月10日に山武法人会（任意団体）として誕生し、この時の会員数は250社で
スタート、社団化となった昭和50年10月は815社、ピーク時は平成11年で2,308社、現在では、
2,000社弱で推移しております。会員の増減は経済状況等の変化に伴い近年では減少傾向
にあります。
　このような中で社団化40周年を一つの転換期と捉え、公益社団法人として組織の充実を
図り更なる会員増強に向け役員一同は勿論のこと、会員の皆様ならびに関係皆様にも引き
続きご協力の程よろしくお願い致します。
　我々中小企業を取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いておりますが、法人会では、
企業経営に役立つ研修会、税制改正要望、会員向け福利厚生事業等、税を通して地域社
会に貢献する団体として、法人会の新たな理念である「法人会は税のオピニオンリーダーと
して企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し円滑に国と社会の繁栄に貢献する経営者
の団体である」ことを念頭に次の50周年に向け活動して参ります。
　結びにあたり、税務ご当局の皆様のご健勝と、会員企業の益々のご発展と会員皆様のご
活躍、ご健勝をご祈念申し上げご挨拶と致します。

公益社団法人	東金法人会

会 長　中 嶋　敏 夫
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四十周年に寄せて

公益社団法人	東金法人会

顧 問　小川　幸三郎

　社団化四十周年、誠におめでとうございます。十年一昔と申しますが、その四倍の月日・
日 を々護持育成に努められた役員さんを始め、多くの会員の方々に心から感謝を申し上げ
たいと存じます。
　四十年と申せば八十歳を過ぎた私にとりましては、人生楽しみ事に満ちた頃の年代、その
年代を法人会組織の中で過ごした事となり、思い出も多く、特に会員増強に、又、広報活動に
と、人と人との交流、地域郷土とのふれ合いも多く、豊かな人生の一遍となりました事に、深く
感謝申し上げます。
　さて、先日所用で小見川に参りました。その時、全く偶然にもかつて親しくしていた佐原法
人会の会長さんにパッタリお会いし、考えてみますと五～六年ぶりの再会でしたが、久しぶり
の再会に会話もはずみ、涼しくなったらゴルフ・お酒・旅行等再会を約して別れました。
　帰宅して夜分、銚子法人会の同期の会長さん宛に電話を致しますと既に佐原法人会の
旧会長さんより電話が届いており、話も早く相身互いに衆議一決楽しい約束が出来ました。
これも法人会のお陰です。
　さて、東金法人会の最大の特徴の一つに素晴らしい会員増強運動があります。
　しかし組織が拡大されますと一つの心配事が生じてきます。それは、会員数が増えると共
に情報が伝わりにくくなり組織が固定化され結果は、組織の動脈硬化です。幸いにも東金法
人会に於きましては、初代会長さんに大網白里町（現大網白里市）の大矢喜一さんを迎え、
そして二代目会長さんには幼い頃よりお祭りやら地域の催し事で大変お世話になった内山
善治郎さん。次が横芝の椎名弥一郎さん、私が法人会役員としてチョクチョク役員会等に出
席させて頂いたのは此の頃で、圧倒的に横芝の方々の団結力・ご活躍が素晴らしく目に映り
ました。
　続いて四代目会長さんに土屋康郷さん、そして蓮沼の川嶋久夫さん、東金勢小川・西川さ
んとなり、現在は大網白里市の中嶋会長さんに引き継がれ、組織としては固定化されず市町
を中心に持ち回りでスムーズに運営されていると思っています。
　時折、開催される他の会の会合でも法人会で顔馴染みの間柄ですと、やあ！やあ！と楽しく
親しく挨拶を交わす姿を拝見するに、意思の疎通がより一層図られ、それぞれの会の進展に
も大変寄与しているのではないかと思っています。
　人生に定年なし、そしてそれぞれボケと体の不自由さを感じたら引退
　老兵は死なず　只　消えゆくのみ
　四十年間ご活躍下さいました先輩各位
　特に、各委員長さん委員の皆様方に深甚なる感謝と敬意を表し閉じさせて頂きます。
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四十周年を迎えて

　公益社団法人東金法人会が本年度、社団化四十周年を迎えられた事に心よりお祝い申
し上げます。
　歴代会長、役員、会員の皆様と税務機関のご指導と法人会を応援して頂いている諸機関、
団体の皆様に心より感謝申し上げます。
　吾が法人会の歩みの中で特に感じることは、会員増強活動を通しての会員意識の高揚と
税務行政への関わりの重要性、更に各種交流事業を通しての会員間の情報交換そして、自
企業の存続、発展につなげて行く活動、応用力ではないでしょうか。
　思い起こせば私が組織委員長を勤めさせて頂いた時の会長は、（故）土屋元会長でした。
土屋さんは、県の組織委員長を拝命しておりました。当時、県の目標を150％超えて金賞受賞
の常連法人会は、銚子、柏、館山、茂原、船橋、そして東金でした。最近の十年間を見ると銚
子、茂原、柏、東金が圧倒的です。
　毎年エンドレスで続くであろう会員増強活動金賞受賞の常連法人会は、それぞれのやり
方で活動しております。吾が東金法人会の金賞受賞の方程式は、会員増強推進会議を何
度も開き、汗を流して会員一人一人の意識の高さによる物と思っております。
　東金法人会の誇れるこの伝統をこれからも会員の皆様のお力で、是非とも永遠に続きま
すように祈念すると共に公益社団法人東金法人会の益々のご繁栄を念じ、雑文ですが思い
を込めたご挨拶文と致します。

公益社団法人	東金法人会

顧 問　西川　泰雄
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社団化40周年記念を祝して

一般社団法人千葉県法人会連合会

会 長　大 岩　哲 夫 

　公益社団法人東金法人会におかれましては、社団化40周年を迎えられましたことは誠にお
めでたく、先ずは衷心よりお祝い申し上げます。
　この度の社団化40周年記念誌の発刊は、前回社団化20周年時に記念誌を発刊して以来
20年振りの企画であり、これまでの“歴史”を振り返って見るには大変意義深いことであり、改め
てこの記念事業に携わる関係各位には深く敬意を表する次第でございます。
　さて、貴法人会は、昭和25年2月に山武法人会として発足され、昭和50年10月には社団化を
組織し、今般の公益法人制度改革に伴い、平成25年4月より公益社団法人として新たなスター
トを切ったところですが、社団化後40年の永きにわたり、現中嶋会長を始めとする役職員はも
ちろんのこと、社団化後の初代大矢会長から歴代の役職員の皆様方が一丸となって、税務知
識の普及や活発な社会貢献活動、あるいは組織の拡大等にご尽力され、東金地域を地盤と
する大法人会にまで育て上げられました。これまで組織を築き上げられた諸先輩方の活動は、
他の法人会にも大きな影響を与えたところです。
　法人会は、創設以来、税に軸足を置いた団体として、申告納税制度の確立に寄与する「健
全な納税者の団体」として、税務当局との連携を図りながら税知識の普及や納税意識の高揚
に資する活動などを広く展開してまいりました。
　今、我が国は、強い日本経済の再生を目指す経済政策が一定の効果を上げ、景気回復基
調にあるものの、地域経済と雇用の担い手である中小企業までには、その効果が十分浸透し
ているものとは実感に乏しく、引続き厳しい経済環境が続いているのが実情です。
　法人会としましては、こうした厳しい経済環境に対処しながら、新公益法人制度の趣旨を踏
まえ、運営面ではより高次なガバナンスの確保を図っていくとともに、事業面では、「租税教育活
動」や「税の絵はがきコンクール」の開催による啓発活動、また、国税当局のe-Taxや県当局が
推進しているeLTAXの普及促進等を通じ、“税”を中心とした公益性の高い事業活動を推進
すること、更には、来年度から実施となるマイナンバー制度の周知活動といったことにも注力し、
これまで以上に社会に貢献していく必要があるものと考えております。
　貴法人会におかれましても、引続き、法人会活動の更なる充実を図り、会員相互のコミュニ
ケーションの拡大や広く社会に貢献する団体として一層ご活躍されることを期待しております。
　終わりに当たり、公益社団法人東金法人会の益々のご発展と会員の皆様方のご隆盛を心
から祈念いたしまして社団化40周年のお祝いの言葉といたします。
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社団化40周年を祝して

　公益社団法人東金法人会の会員の皆様、「社団化40周年」誠におめでとうございます。税
務行政に携わるものとしまして、誠に感銘深いものがあり、心からお喜び申し上げます。
　皆様方には、常日頃から税務行政の円滑な運営につきまして、深いご理解と多大なご協力
を賜っておりますことを、この誌面をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上げます。
　顧みますと、貴会は、民主的な税務行政制度を旨とするシャウプ勧告が行われた昭和25年
2月に山武法人会として会員250社で発足し、以来、納税道義の高揚と税知識の普及を目的と
する団体として活動されまして、昭和50年10月に社団法人東金法人会として社団化を達成さ
れ、平成25年4月には、公益社団化されました。
　今年度、社団化40周年という記念すべき年を迎えられましたが、一口に40年と申しましても、
高度成長期が終焉した昭和50年代以降、時代が大きく変化する中で、会員の皆様のご労苦
がどれほど大変なものであったか、想像に難くありません。
　貴会の活動内容を振り返ってみますと、税を通じた社会貢献、地域社会に密着した活発な
各種事業を展開されてこられました。特に、各種研修会の開催、女性部会主催の「税に関する
絵はがきコンクール」の開催、青年部会主催の小学生を対象とした「租税教室」の開催、税を
考える週間での街頭広報活動など、様 な々素晴らしい活動を継続されておられます。
　これも、ひとえに中嶋会長をはじめ歴代の会長、役員、会員の皆様並びに事務局の方々の
永年にわたるご労苦の賜物であり、ここに深く敬意を表する次第でございます。
　最近の税務行政を取巻く環境は、国際化・高度情報化などの経済・社会構造の複雑化や多
様化に加え、制度面でも、国税通則法や消費税法の改正や近く導入が予定されております社
会保障・税番号制度いわゆるマイナンバー制度など、大きく変化を見せております。
　このような状況の中で、私どもの使命であります「適正・公平な課税の実現と信頼される税
務行政の推進」に向けて、納税者の方々の理解と信頼を得ていくためには、私どもの力だけで
は、到底なし得るものではなく、貴会のお力添えが、一層、不可欠でございます。今後とも、更な
るご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、公益社団法人東金法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びにご
事業のご繁栄を祈念いたしまして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。

東金税務署

署 長　加 藤　正 人
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社団化40周年をお祝いして

　公益社団法人東金法人会が社団化40周年を迎えるに当たり、一言お祝いを申し上げます。
　貴会におかれましては、長年、納税協力団体として県の税務行政に対し格別のご理解とご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　貴会は、第一次石油危機直後の経済的混乱のさ中社団法人に移行し、これまで数々の経
済の浮沈に遭遇しながらも、地域振興の旗手として歴代の会長様をはじめ役員の皆様のご努
力により、地域の発展を支えるとともに会員の増強を図り、現在、会員数はおよそ2,000社の組
織へと発展を遂げられました。
　ここに40周年を迎えられましたことは誠に喜ばしく、心からお祝いを申し上げます。
　山武地域は、圏央道木更津・東金間の開通により首都圏各地への交通アクセスが格段に
向上し、東金有料道路や早期開通が望まれる圏央道横芝・大栄間を合わせた交通ネットワー
クの拡大により、人と物の流れの活発化とともに地域経済はさらなる発展が期待され、この牽
引役である貴会の活動はますます重要となってまいります。
　今後とも、地域社会を支え親しまれる心強い団体として、企業の発展と地域振興に貢献され
ますことをご期待申し上げます。
　さて、本格的な人口減少社会を迎え、特に社会経済の基盤となる生産人口の減少は様 な々
分野に影響を与え、労働力不足による経済力や国際競争力、さらに生活水準の低下などが指
摘されているところであります。
　千葉県では、急激な人口減少の歯止めと地域経済の活性化を図るため、地方創生「総合
戦略」のもと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機とした『世界中から人々がやってく
るCHIBA』づくりと、「地方創生の実現に向けた千葉作り」の２つの戦略を着実に推進し、新し
い人の流れによる地域経済の活性化と、安全で安心して暮らせる環境を実現させ、次世代に
誇れる魅力あふれる千葉を「オール千葉」の体制で作り上げていくこととしております。
　これら未来への投資財源は、県財政の根幹をなす県税収入が担うところであり、その確保
が極めて重要となってまいります。
　税務に携わる者といたしましては、最大限の税収確保が図れるよう、県民の皆様の期待と
信頼にこたえられる適正かつ公正な税務行政を推進し、その使命を果たす所存でありますの
で、貴会におかれましても、より一層のご協力をお願い申し上げます。
　結びにあたり、公益社団法人東金法人会が社団化40周年を機に、ますます発展されますと
ともに、会員の皆様のご健勝と事業のご繁栄を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせ
ていただきます。

千葉県東金県税事務所

所 長　小 谷　益 己
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東金法人会	20年間の歩み1995 −2014    

社団化40周年を祝して

　このたび公益社団法人東金法人会が社団化40周年を迎えられましたことを心からお祝い
申し上げます。また、日頃より貴法人会の皆様方には、税務行政はもとより、市行政の各般にわ
たり、ご支援ご協力を賜っておりますことに深く感謝を申し上げます。
　貴法人会におかれましては、昭和50年10月に社団法人として設立以来、良き経営者を目指
す者の団体として、会員の皆様の積極的な自己啓発と納税意識の高揚により、企業経営及び
社会の健全な発展に寄与され、地域の振興と美しい社会づくりに多大な御貢献をいただいて
おりますことに対し深く敬意と感謝の意を表します。
　さて、我が国の経済情勢は、「アベノミクス」の経済政策によって、景気に明るさが見え始め、
株価上昇や過度な円高の是正等、好転の動きも出てきています。しかしながら、デフレから本
格的に脱却し、日本経済が成長軌道に乗れるか否かについては、引き続き注視が必要であり、
全国津々浦々にまで景気回復を実感できるには、まだ時間がかかるものと思われます。
　本市としては、人口減少・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、この地域が
持つさまざまなポテンシャルを生かし、自立したまちづくりを継続するとともに、魅力と活力ある積
極的なまちづくりに取り組んでまいります。
　とりわけ、地域から大きな期待と関心が寄せられている「地域医療の充実」「子どもたちの
安全安心」「地域産業の振興」「地域公共交通の充実」「協働のまちづくりの推進」を重点施
策として、次世代の若者が住みたくなるまちづくりを進めてまいります。
　また、「地域産業の振興」については、産業交流拠点施設「みのりの郷　東金」を核として、
地域を支えてくださる多くの皆さんと共に、農商工及び観光の強力な連携により、地域経済の
再生と将来の飛躍に向けて、より積極的な産業行政を推進してまいりたいと考えておりますの
で、貴法人会におかれましても、本地域の振興につきまして、更なるご支援ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　結びに、公益社団法人東金法人会の益々のご発展と、皆様方のご健勝とご活躍を心から
祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。

東金市役所

市 長　志 賀　直 温
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　　　東金法人会	20年間の歩み1995 −2014    

社団化40周年をお祝いして

　公益社団法人東金法人会が、社団化40周年を迎えられましたことに、心から
お祝い申し上げます。
　東金法人会は、昭和25年に山武法人会として始まったとお聞きしました。戦後
の動乱期を知らない者にとって、法人会発足に関わった方々のご苦労は計り知れ
ないものであったと思います。そして激動の時代を乗り越え、社団化40周年を向
かえられますことは、歴代の役員並びに会員の皆様の情熱と行動力の賜物であ
ると深く敬意を表する次第であります。
　貴法人会におかれましては、地域社会貢献活動や正しい税知識の普及を図
るため、各種研修会や講演会を開催されているほか、租税教育にも積極的に取
り組まれ、各委員会・部会が活発に事業活動を展開されております。特に会員増
強につきましては、常に高い目標を掲げ、高い実績を上げられていることは、他の
法人会のみならず、各団体の模範となるべきものと思っております。
　さて、我々税理士は税務の専門家として法令に基づく的確なアドバイスや適正
な税務申告業務を行うことはもちろんですが、企業の存続と発展を願い、企業に
求められる知識や情報を提供していくことも役割の一つと考えます。中小企業を
取り巻く経営環境は時々刻 と々変化しており極めて厳しい状況にあります。今後も、
企業の期待に応えられるよう自己研鑽に励み努力してまいります。
　税理士会東金支部は「税務協力団体との信頼関係を深める」を基本方針の
一つに掲げております。今後とも良好な関係を保ち、互いに協力し地域社会の発
展の為に貢献していきたいと思っております。
　会員の皆様には、記念すべき社団化40周年を契機とされ、更なるご活躍をご
期待申し上げます。
　終わりにあたり、公益社団法人東金法人会のますますのご発展、会員の皆様
方のご健勝並びに事業のご繁栄を祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせて
いただきます。

千葉県税理士会

東金支部長　曲 山  　博
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　昭和50年の社団化から平成6年の20周年までは、
東金法人会にとって組織成長の時代であったと思わ
れます。
　専門委員会が設置され、青年部会と女性部会が誕
生し、活動範囲に広がりが出てきました。また、会員の
意識向上とともに会員増強運動も好成績を果たし、支
部の細分化を呼ぶまでになりました。
　その後の20年は成熟の時代と言っていいでしょう。
中小企業にとって楽ではありませんでしたが、様々な
面で変化の激しい時代でもありました。
　携帯電話の普及から、通話機器の域を超えたインフ
ラになった時代を背景に、社団法人から公益社団法人
へと変貌を遂げ、より高い意識を求められて活動の場
を広げる組織となりました。この激動の20年をふりか
えりましょう。

平成7年（1995）～平成26年（2014）

20年間のあゆみ
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平成7年（1995）の主な出来事

《社会の出来事》
■阪神・淡路大震災
■地下鉄サリン事件（13人が死

亡、5,510人が重軽傷）
■野茂が米大リーグで活躍 
　新人王も獲得
■PHSサービス開始
■九州自動車道が全線開通し、青

森 - 鹿児島・宮崎間が高速道
路によって結ばれる

■Windows 95発売
■ゆりかもめ開業
■イチローの活躍でオリックスが

リーグ優勝
■高速増殖原型炉「もんじゅ」事

故発生

《社会の出来事》
■アトランタ・オリンピック開催
　（金3、銀6、銅5）
■病原性大腸菌「O-157」による

食中毒が全国各地で発生
■羽生善治が史上初、将棋のタイ

トル七冠独占を達成
■東京ビッグサイト（東京国際展示

場）が開場
■「Yahoo! JAPAN」がサービスを

開始
■海の日施行
■東京臨海高速鉄道りんかい線

新木場駅～東京テレポート駅開
業

■複合商業施設キャナルシティ博
多オープン

■芸術家の岡本太郎が死去
■藤子・F・不二雄が死去
■東京オペラシティが完成
■ロフト設立

　8年前の「千葉県東方沖地震」を大きく超える被害に、会員皆が心を痛めました。
　この大惨事に不幸にも犠牲となられた方々に衷心よりご冥福をお祈り申し上げ、1日も早
い復興を応援しました。

　4代会長土屋康郷氏が東京国税局長感謝状を授与されました。
　また、以下7名の方々が東金税務署長感謝状を授与されました。
　　青木　　誠氏　大木　勇氏　川島　　　氏　椎名鐐一郎氏　
　　真行寺佐一氏　野島貞夫氏　渡辺ミチ子氏

　平成9年春に開業満100年を迎える成東駅にちなみ、総武本線敷設の礎を築いた成東の
安井理民氏の業績を紹介。

 
 

　最低資本金制度の導入に伴い、法人会の会費も改定。その中で、同一代表者による複数
入会の会員を最大資本金会員1社以外を、「特別会員」として会費負担を軽減する制度で
す。

　組織委員長　西川泰雄氏のもと全支部の意識が高まりました。実績115社、県法連のノル
マ38社の純増目標でしたので、３０３％の達成率となりました。

　　　東金法人会	20年間の歩み1995 −2014    

平成8年（1996）の主な出来事

土屋康郷氏

100年前の総武鉄道の機関車（成東町）  会報96号より

阪神大震災に日赤千葉県支部を通じて義援金を拠出

青色申告制度 施行45周年記念事業に際して

郷土史跡名所めぐり「成東駅開設100周年」を迎えるにあたり

宀君

特別会員制度を新設

平成8年度会員増強活動　目標達成率303％
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平成9年（1997）の主な出来事

平成10年（1998）の主な出来事

　「地域社会貢献運動」の一環として「しあわせパスポート事業」を推進。2200社余りの会
員の代表者を紹介者として婚活をプロデュースしました。

 
　手作り(編み物)の慰問品「幸せのベル」を500個、全会員の協力により作成。クリスマス
前に配布することができました。（千葉日報11/25に掲載されました。）

　社団法人東金法人会会長 土屋康郷氏 国税庁長官表彰を受彰

　平成9年度に実施した地域社会貢献活動事業により表彰されました。

　4/24の理事会にて細分化が決定。5/18の支部総会において3分割し、東金第3支部、
第6支部、第7支部が誕生しました。

《社会の出来事》
■消費税率を５％に引き上げ
■フジテレビが東京都港区台場の

新社屋から本放送開始
■大阪ドーム完成
■ナゴヤドーム完成
■山一證券破綻
■東京湾アクアライン開通
■岡山自動車道が全線開通
■磐越自動車道が全線開通
■臓器移植法施行

《社会の出来事》
■冬季長野オリンピック開催
■第16回サッカーＷ杯仏大会に

日本が初出場
■横浜ベイスターズが38年ぶりに

日本一
■映画「タイタニック」ブーム
■和歌山毒物カレー事件発生
■Windows 98発売
■明石海峡大橋が開通（全長

3911mで世界最長のつり橋）
■横浜高校の松坂大輔投手が、

高校野球の決勝戦でノーヒット
ノーランを達成

■横浜ベイスターズが38年ぶりの
セ・リーグ優勝

■郵便番号7桁化
■アントニオ猪木がドン・フライと引

退試合
■X-JAPANのギタリストhideが永

眠
■映画監督の黒澤明が死去

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東金法人会	20年間の歩み1995 −2014  

土屋夫妻

「しあわせパスポート推進委員会」の発足

女性部会の社会貢献活動　幸せのベルで老人ホーム慰問

土屋康郷氏表彰

社会貢献活動で表彰

東金第 3 支部が細分化　東金第 1 ～第 7 支部となる

○ふる里史跡めぐりハイキング
　東金地区第1、第2、第3支部合同
○植樹と講演会
　大網白里地区5支部合同
○“しあわせのベル”（老人ホーム慰問）
　女性部会
○若人に出合いの場を提供する運動
　“しあわせパスポート”（全域継続中）
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平成11年（1999）の主な出来事

《社会の出来事》
■地域振興券（2万円の商品券）

を政府が子供老人に支給
■石原慎太郎が東京都知事に
■ダイエーが26年ぶりパ・リーグ優

勝
■上信越自動車道が全線開通
■ミレニアムのカウントダウンが世

界各地で催される
■GLAYのライブで幕張メッセに

20万人を動員
■携帯電話・PHSの電話番号11

桁化
■ジャイアント馬場死去

《社会の出来事》
■シドニーオリンピック開催
　（金5　銀8　銅5）
■ハッピーマンデー制度が初めて

成人の日に適用される
■白川英樹名誉教授がノーベル

化学賞を受賞
■iモードブーム（出会い・着メロ・待

ち受け等）
■イチローが野手として日本人初

の大リーガーとなる
■三宅島噴火で全島民避難
■サザンオールスターズの「TSUNAMI」

がCDシングル歴代売り上げ1位に
■新紙幣2000円札発行
■新五百円硬貨発行
■四国4県を結ぶエックスハイウェ

イが完成
■日本初の「ディズニーアンバサ

ダーホテル」がオープン
■みずほフィナンシャルグループ発

足（日本初の銀行持株会社）
■BSデジタル放送開始

　2/1　大網、東金、成東、横芝の各駅で「東京駅広域還付申告センター」のPRのため街頭
広報活動を行いました。

　東金女子高等学校のパソコンルー
ムにて、30名を超える参加者をもって
行われました。中級コースでは会計処
理と名簿管理の実習をマイクロソフト
のエクセル97を使って表計算やグラフ
の作成を学びながら行いました。

　1部の税務署の統括官による「領収書」についてのセミナーに続いて2部では九十九里浜
での地曳網を体験しました。

　昭和55年、㈳東金法人会横芝支部婦人部として誕生以来名称を重ね、積極的に活動を続
けてめでたく20年を迎え、5/17サンライズ九十九里にて式典を挙行しました。

　平成12年度の納税表彰式が11/29東京赤坂
プリンスホテルにて挙行され、土屋会長が長い
間の税務行政への貢献が認められ、大蔵大臣
表彰の栄に輝きました。
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平成12年（2000）の主な出来事

青年部会が街頭広報活動

パソコン講座

青年部会アウトドアセミナー

女性部会創立20周年記念式典

4代会長土屋康郷氏　大臣表彰




