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平成13年（2001）の主な出来事

平成14年（2002）の主な出来事

　研修関係部門と福利厚生関係部門を一括して担当していたそれぞれの事業活動の内容
充実を図るべく、「研修委員会」と「厚生委員会」に分割し、別々の委員会として事業活動し
ていくこととなりました。

　平成１3年度の会員増強運動で全支部が挙って好成績で入賞を果たした九十九里ブロッ
クに対し、5代川嶋会長より創立以来初の「特別賞」が授与されました。

《社会の出来事》
■東京ディズニーシーグランド開

園
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパ

ン開園
■小泉内閣発足
■日本の皇室にて愛子内親王誕

生
■国内で初の狂牛病発症
■家電リサイクル法施行
■ＪＲ東日本の新タイプ定期券
　｢Ｓｕｉｃａ｣登場
■湘南新宿ライン運転開始
■アメリカ同時多発テロ事件
■埼玉スタジアム完成
■札幌ドーム完成
■ウィキペディアが発足

《社会の出来事》
■ソルトレイクシティオリンピックが

開幕
■2002 FIFAワールドカップ開幕
■住民基本台帳ネットワーク稼働
■多摩川にアゴヒゲアザラシのタ

マちゃん出現
■UFJ銀行誕生
■小柴昌俊がノーベル物理学賞

受賞
■田中耕一がノーベル化学賞受

賞
■名古屋市に大型複合施設オア

シス21がオープン
■全国初の歩きタバコ禁止条例
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土屋康郷氏

九十九里ブロックが会員増強運動で「特別賞」を受賞

女性部会 柳家金三師匠の講演に感動（6/8 県法連合同講演会）

土屋康郷顧問勲五等を叙勲

事業委員会を分割
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平成15年（2003）の主な出来事

《社会の出来事》
■宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」

が第75回アカデミー賞長編アニ
メ映画賞を受賞

■郵政事業庁が日本郵政公社に
■オレオレ詐欺が横行
■六本木ヒルズがグランドオープン
■小惑星探査機「はやぶさ」打ち上げ
■地上デジタルテレビ放送が東京、

大阪、名古屋で開始
■朝青龍が第68代横綱に昇進
■さいたま市が政令指定都市に移行
■鳥インフルエンザ感染発生

《社会の出来事》
■新潟県中越地震（死者68名）
■アテネ五輪で日本選手大活躍、メ

ダル最多の37個
■日本で新紙幣発行（1万円札が

福澤諭吉、5千円札が樋口一葉、
千円札が野口英世）

■九州新幹線新八代駅～鹿児島
中央駅間が開業

■性同一性障害特例法が施行
■消費税の内税（総額）表示の義

務化
■市町村合併により7府県で11市

が誕生
■シアトル・マリナーズのイチローが

シーズン最多安打記録を84年ぶ
りに更新

《社会の出来事》
■日本プロ野球セ・パ交流戦が開幕
■愛知県で「愛・地球博」が開幕
■JR福知山線脱線事故
■宇宙飛行士野口聡一がスペース

シャトル「ディスカバリー」で宇宙
へ

■エクスプレス線（東京・秋葉原駅
～茨城・つくば駅間）が開通

■ディープインパクトが三冠制覇を
達成

■日本の人口が1899年の統計開
始以来初の自然減

　「税についての作文」で、山武南中の
大嶋 克明さんが東金税務署長賞・全国
納税貯蓄組合連合会優秀賞を受賞

　千葉県法人会連合会と傘下14法人会が協調し、新潟県法人会を通じ、義援金をお送りい
たしました。
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平成16年（2004）の主な出来事

平成17年（2005）の主な出来事

「僕達の日常生活を
　　　　　　支える税」
山武町立 山武南中学校
大嶋克明さん

　スポーツプラザにて（財）修養団 伊勢道
場 道場長 中山靖雄氏を講師にお招きし、

「ひろやかな心」をテーマに講演していた
だきました。大変好評でした。　

　南房総方面 平成16年度の青年部会千葉県部会長は、
当会の森川 忠氏でした。

女性部会
県法連女性連協視察研修参加

青年部会
「第２回 千葉県サミット」に参加

九十九里ブロック会員増強運動で
「特別賞」を連続受賞

蓮沼支部 商工会と共催で講演会

「新潟中越地震」被災者に義援金を送る

「税についての作文」で受賞
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平成18年（2006）の主な出来事

平成19年（2007）の主な出来事

　平成18年1月25日　東金文化会館に於いて、社団化30周年記念式典が行われました。

　青年部会・社会貢献推進委員会
による「九十九里浜全域清掃大作
戦」に参加

《社会の出来事》
■携帯電話の番号ポータビリティ

制度開始
■トリノ冬季オリンピック開幕
■第1回ワールド・ベースボール・ク

ラシック（WBC）が開幕
■2006 FIFAワールドカップ開催
■各地で大雪による被害
■神戸空港が開港
■表参道ヒルズがオープン
■日本の65歳以上の人口率が世

界最高、15歳以下の人口率が
世界最低に

■亀田興毅が10代でWBA世界
王者に

■ライブドアの堀江貴文社長が証
券取引法違反容疑で逮捕

《社会の出来事》
　■第1回東京マラソン開催
■ＮＴＴドコモがパケット定額制サー

ビスを開始
■東京ミッドタウンが開業
■赤ちゃんポストの設置を認可
■43年ぶりとなる全国学力調査

実施
■新潟県中越沖地震が発生
■Googleが携帯電話専用検索エ

ンジン提供開始
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「広い視野で向き合う」
山武市立松尾中学校
杉田知弥さん

　東金法人会員が割引協賛店を利用する
時、会員証を提示すると、様々な特典が受
けられます。現在も行われている制度で
す。

 togane-h@amber.plala.or.jpを開設。

　「税についての作文」で、松尾中の杉田 
知弥さんが東京国税局長賞を受賞

e-Tax（国税電子申告・納税システム）スタート
「e-Tax研修会」開講

（医）静和会 浅井病院 人間ドッグ
補助制度の新設（年間100名まで）

メールアドレス開設

「税についての作文」で受賞 会員割引制度がスタート

「九十九里浜全域　清掃大作戦」に参加

社団化30周年記念式典・記念誌発行
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平成20年（2008）の主な出来事

《社会の出来事》
■北京オリンピック開幕
　（金9、銀6、銅10）
■タクシーの全面禁煙化が始まる
■東京地下鉄副都心線 池袋駅 - 

渋谷駅開業
■小林誠・益川敏英・南部陽一郎

の３名がノーベル物理学賞受賞
■阪急西宮ガーデンズが開業
■岐阜県に、国内最大級となるダム
（徳山ダム）が完成

■複合施設赤坂サカスがグランド
オープン。

《社会の出来事》
■鹿児島市の桜島が爆発的噴火
■MAZDA Zoom-Zoom スタジア

ム広島完成
■第1回目の大型連休（ゴールデ

ンウィーク）
■国際宇宙ステーションで日本が

担当する実験棟「きぼう」が24
年かけて完成

■裁判員制度による初の裁判が
始まる

　「税についての作文」で、芝山中の
宇井 春菜さんが全国納税貯蓄組合連合会
会長賞を受賞

URL http://www.togane-hojinkai.or.jp
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平成21年（2009）の主な出来事

「税について」
芝山町立芝山中学校3年 
宇井春菜さん

「未来への希望」
東金市東金中学校3年 
積田朋美さん

　「税についての作文」で、東金中の積田 
朋美さんが東金法人会会長賞を受賞　　

「税についての作文」で受賞

ホームページ開設

当会顧問 小川 幸三郎氏　国税庁長官表彰を受賞

会員増強運動 県法連目標５年連続200％達成

ゲゲゲの鬼太郎「税ってなんだ？」
のマンガ本 ５千部配布

民生委員を通じて独居老人に
「連絡メモ」を寄贈

「防犯フラットホイッスル」を管内
小学校低学年に、約６千個を贈呈

「税についての作文」で受賞
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平成22年（2010）の主な出来事

《社会の出来事》
■バンクーバー五輪開催
　（銀3、銅2）
■サッカーワールドカップ南アフリ

カ大会で日本大健闘のベスト
16

■日本年金機構が発足
■芥川龍之介賞には磯崎憲一

郎、直木三十五賞に北村薫が
選ばれた

■小惑星探査機「はやぶさ」が地
球に帰還

■新国際線ターミナルが供用開
始、羽田空港国際線ターミナル
駅が開業

■高速道路一部無料化始まる
■各地で猛暑、熱中症患者相次ぐ
■東北新幹線　八戸・新青森間

開通

《社会の出来事》
■マグニチュード9.0の東日本大震

災発生　死者・行方不明者数
は2万人以上

■児童養護施設に匿名で寄付を
行う「タイガーマスク運動」が全
国に広がる

■任天堂初の3D携帯ゲーム機
「ニンテンドー3DS」発売

■ジャスコとサティが、一部店舗を
除き、イオンの名称に統一される

■東北新幹線で新幹線E5系電
車がデビュー　最速列車「はや
ぶさ」運行開始

■上野動物園の2頭のジャイアン
トパンダ、「リーリー」と「シンシ
ン」の公開を開始

■小笠原諸島がユネスコ世界自
然遺産に登録

■2011 FIFA女子ワールドカップ
ドイツ大会で、サッカー日本女子
代表が初優勝

■地上デジタル放送に完全移行
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平成23年（2011）の主な出来事

「税金について考えたこと」
横芝光町立横芝中学校1年
小林由花さん

女性部会
今井 正江部会長

青年部会
守屋 雅博部会長

中嶋夫妻

　「税についての作文」で、横芝中の小林 
由花さんが東金税務署長賞・全国法人会連
合会長賞を受賞

　以降、毎年各市町に寄贈しています。

チャリティーボウリング大会・ゴルフ大会
　の募金で、東金市に「AED」を寄贈

当会女性部会創立30周年
記念式典 開催

東金第１支部により、八鶴湖畔に
桜の植樹が行われた

青年部会
さんむ5,000本植樹祭へ参加

八鶴湖畔木道の補修工事を行う

当会青年部会創立30周年
記念式典 開催

中嶋　敏夫副会長
黄綬褒章受章

「税についての作文」で受賞
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平成24年（2012）の主な出来事

《社会の出来事》
■格安航空会社ピーチ・アビエー

ション、ジェットスター・ジャパンが
初就航

■NTTドコモ PDCによる携帯電
話サービスmova終了

■渋谷駅東口に駅直結の複合商
業施設「渋谷ヒカリエ」が開業

■東京スカイツリーが開業
■ロンドンオリンピック開催、史上

最多のメダル獲得
■東京電力の家庭向け電気料金

が値上げ
■レスリングの吉田沙保里が国民

栄誉賞受賞
■ノーベル生理学・医学賞に京都

大学教授山中伸弥が受賞
■マイクロソフトのOS「Microsoft 

Windows 8」発売

《社会の出来事》
■新石垣空港が開港
■東京メトロと都営地下鉄でメール

やインターネット接続が使用可能
■JRグループのオレンジカードが

販売終了
■東京銀座にて歌舞伎座新開場
■長嶋茂雄と松井秀喜に対する

国民栄誉賞授与式挙行
■テレビ放送における東京スカイツ

リーからの本放送開始
■富士山が世界文化遺産に登録

される
■横浜みなとみらい地区で最大級

となる商業施設「MARK IS み
なとみらい」開業

■田中将大が日本プロ野球新記
録の開幕から16連続勝利投手

■高知県四万十市で、日本国内
観測史上最高気温となる41.0
度を観測

■JR九州が豪華寝台列車『なな
つ星in九州』の運行を開始

■出雲大社と伊勢神宮がそろって
遷宮
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平成25年（2013）の主な出来事

講師 藤井絢子氏

藤井　絢子氏 講演会開催
「時代の大転換期」

会報名を「つくも」に変更

パソコン研修　 観光振興について、
東金市から表彰を受ける

女性部会 フラダンスでの
老人施設等の慰問スタート

女性部会による「税に関する
絵はがきコンクール」参加

　社会貢献活動として、毎月１回の練習を
重ね、東金市の芙蓉荘で発表をしました。

ー食とエネルギーの自立で地域活性をー
　九十九里中央公民館に於いて、大網白
里・九十九里ブロック主催の講演会を開催
しました。

　大網白里町の産業祭で紙芝居・○×税金
クイズ・一億円持ち上げ体験等を行いまし
た。

　公益社団法人としての設立総会を、東金文化会館で行いました。

青年部会による第１回租税教育活動　

公益社団法人 東金法人会 第１回定時総会開催

千
葉
県
法
人
会
連
合
会
長
賞

大
網
白
里
市
立
大
網
東
小  

日
比 

華
妃
さ
ん

東
金
税
務
署
長
賞

東
金
市
立
東
小  

三
上 

仁
衣
奈
さ
ん

　ブログ・ツィッター・フェイスブック・ホーム
ページ作成など、この20年間で研修の内容
がだいぶ変わってきました。
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平成26年（2014）の主な出来事

《社会の出来事》
■あべのハルカスが完成し、日本

一高いビルとなる
■ソチ冬季五輪開催、金1個、銀4

個、銅3個獲得
■宇宙飛行士の若田光一が日本

人初の国際宇宙ステーションの
船長に就任

■昼の長寿番組『笑っていいと
も!』が放送終了

■消費税が5%から8%に増税
■ブラジルW杯開催、日本はグルー

プリーグ敗退
■AKB48握手会傷害事件が発

生
■高円宮家二女の典子女王と出

雲大社神職千家国麿が婚約
■富岡製糸場が世界文化遺産に

登録
■御嶽山が7年ぶりに噴火し、50

人以上が死亡
■赤崎勇・天野浩・中村修二の3

人がノーベル物理学賞を受賞
■Appleの最新スマホiPhone6発

売
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山武ブロックによる植樹

橋本　五郎氏 講演会
「どうなる 日本の政治と経済」

山武ブロック
山武サマーカーニバル参加

青年部会 東陽小学校での
租税教育活動を実施

岩田　公雄氏 講演会
「テレビ報道の最前線に身をおいて」

第20回 
チャリティーゴルフ大会 開催

税を考える週間
街頭キャンペーン

　45年ぶりの大雪となった２月９日、悪路
の中、東金文化会館に大勢の方が集まって
下さいました。

　猛暑の中、開催地である蓮沼海浜公園
で、『いちごプロジェクト』で使用されてい
る『節電うちわ』を配布しました。

　租税の意義や役割を子供達に正しく理
解してもらい、社会の一員としての自覚
が育つことを目的とし、税に関するアニメ
DVDの放映や税金クイズを行いました。

　第２回定時総会終了後、東金商工会館に
於いて、特別講演会が開催されました。

　大網白里市のヌーヴェルゴルフ倶楽部
において、チャリティーゴルフ大会を開催
しました。 ご協力頂きました募金で、AED
を芝山町に寄贈しました。

　毎年、『税を考える週間』に、大網白里市
や東金市のショッピングセンター、各市町
の産業まつり等で街頭キャンペーンを行っ
ています。

　山武市の成東小と緑海小に桜の植樹をしました。
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AF法推-2015-0025-1508022 6月10日

千葉総合支社
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番地 センシティビルディング11F

「さらなる飛躍への挑戦！」
　～地域やお客様の成長・発展を目指して～

東金支店
東金市東金1050番地
TEL（0475）52-4131
　
芝山支店
山武郡芝山町小池1127-1
TEL（0479）77-1415

http://www.shinkin.co.jp/chibaskb/

              （NPO法人）全国GIS技術研究会員

本 社 〒299-3251 千葉県大網白里市大網652-3
 TEL0475（72）2121㈹ FAX0475（72）5981
 E-mail:info@k-tukumo.co.jp
 http://www.k-tukumo.co.jp/
 千葉支店/館山支店/富里支店

“地域社会の新しい環境づくり”

代表取締役 中 嶋 敏 夫

総合建設コンサルタント

ＩＳＯ９００１認証取得　Pマーク認証取得
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自然の香り・伝統の味

創業明治八年

創業明治八年／自然の香り・伝統の味

本店
サンピア店西川園

～お茶・のり・乾物・房総の名産品のことなら～
本店 TEL.0475-52-4107／サンピア店 TE.0475-52-5513

東金市東金1204（本店）／東岩崎8-10サンピア内1F（サンピア店）

木材　新建材　銘木　住宅機器　プレカット　その他　販売及工事

有限会社 サンエス木材
代表取締役   矢 部 慎 一

〒299-3251 千葉県大網白里市大網4765 ☎0475（73）4500㈹  FAX.0475（73）3390

地域の皆様に支えられ  おかげさまで55年
総合建設業 1級建築士事務所  《経済産業省認定工場》

千葉県山武郡九十九里町真亀1007番地1　TEL.0475-76-3203

山武郡市広域水道企業団　給水工事指定工事店 　東金市 指定ガス工事店
九十九里町　排水設備指定工事店・指定ガス工事店

浅岡建設株式会社
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