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 ○パソコンセミナー

　6 月 7 日（水）と 8 日（木）の二日間、パソコン
セミナー（Word）を行いました。初日は文書作成の
基礎的な内容を、二日目はより具体的な内容・効率
的な手法等を教えていただきました。終盤、当日の
セミナーで質問したり、パソコン使用時の疑問点を
個別に確認するなど、充実した時間になったと思い
ます。
　秋にもセミナーを予定しておりますので、是非ご
参加ください。

 ○電話応対セミナー

　当会の講座として定番となりました電話応対セミ
ナーを、今年も6月22日（木）に行いました。講師の
浜田先生のご指導のもと、会社の印象を左右する声
のコミュニケーションについて学びました。終盤は
演習用電話を使い、研修内容をふまえて実際に電話
で受け答えをしました。是非会社での電話応対の場
面に役立てていただけたらと思います。

委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○田勢康弘氏 特別講演会

激動の予感～安倍政権と日本の危機

　5月26日（金）、第5回定時総会に先立ち、法人会
主催による特別講演会が開催されました。講師には
報道番組等でコメンテーターとしてお馴染みの政治
ジャーナリスト田勢康弘氏をお迎えし、「激動の予
感～安倍政権と日本の危機」と題して語っていただ
きました。
　自身の音楽プロデュース、作詞家としての一面の
活動から、最近国会と世間を騒がせている安倍政権
における学校問題、森友学園と加計学園の話題にお
ける構造の相似性と着目点を解説。さらに政権が長
いため、つい忘れられがちな当初目標に掲げられな
がら未だ手をつけられないままの金融政策について
の危機を株価の話題から解説。あれほど強調したア
ベノミクス3本の矢も新3本の矢も、実現はとても
困難な状況であることを淡々と説かれました。そし
て、ジャーナリストとしての立場から、報道と実態

のかい離の実情を、日本と中国および韓国との相互
理解がなされていない、進まない現実をあげて危機
感としてとらえるべきと警鐘を鳴らしていました。
その後、北朝鮮の現状、米大統領選挙をも左右す
る？ほどのユダヤ人社会と世界一の金持ち、原発廃
炉等々取材力と人脈の豊かさを改めて感じるのと同
時に、ただ報道を見聞きしているだけではいけない
のだと、思うに至る講演でした。

（文責  広報委員会）
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部会だより
IIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○女性部会絵はがきコンクール・
　　　　　　　　　　　フラダンスについて
　2期目を迎える女性部会長に就任した松井京子部会
長のもと、今年度事業がスタートしています。
　女性部会が行う活動の中で、特筆すべきものは社
会貢献活動と租税教育活動ですが、ここで改めてご
紹介します。
　社会貢献活動は、毎年、秋口に高齢者向け施設を
訪問し、フラダンスを披露しています。本年で6年目
となりますが、忙しい合間をぬって月に1回、有志
が集い練習を行っています。スタート当初は、基本
ステップを踏むのにもひと苦労していた部会員です
が、今では先生と共に、楽しみながら練習をしてい
ます。毎年、新たな曲に挑戦しレパートリーを増や
しています。今年度は「Papalina Lahilahi」を練習
中で、10月25日（水）横芝光町にある特別養護老人
ホーム第二松丘園で披露予定です。
　続いて、今年度で第5回目を迎える絵はがきコンク
ールは、租税教育の一環として女性部会が中心とな
り実施しています。東金税務署管内6市町に40ある全
ての小学校へ、部会員が直接お伺いをし、お願いに
上がっています。優秀な作品を描いた児童は、11月

IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○青年部会研修会

　6月16日（金）、東金税務署の法人課税第一部門 
井上浄上席を講師として招き、「ことしの！税制改
正のポイント」と題して、研修会を開催しました。
事前に部会員より、質問のあった配偶者控除の見直
しや、消費税の軽減税率の実施について等の説明が
ありました。軽減税率については、個別事例を挙げ
Q&A形式での説明があり、非常にわかりやすかった
と好評でした。

IIIIIIIIIIIIIII 源泉部会 IIIIIIIIIIIIIII
  ○源泉部会研修会

　6月16日（金）、源泉部会主催の研修会が行われま
した。「わかりやすい！源泉徴収事務」と題して行
われ、経理担当者の中でも、源泉徴収事務に携わる
方に多くご出席頂きました。誤りの多い事例の税額
計算練習もあり、皆さん真剣な眼差しで受講してい
ました。

に行われる納税表彰式において表彰されるほか、作
品は、東金サンピアにて展示しています。中でも、
特に優秀な作品は、例年、全国から1600名以上が参
加する、「全国女性フォーラム」の会場にて展示さ
れます。今年は、どのような作品が集まるか今から
楽しみです。
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県法連 第4回定時総会・役員大会

　県法連第4回定時総会・役員大会が6月12日（月）三井ガーデンホテル千葉において開催されました。
　今年度は、任期満了に伴う役員改選の議案を含めすべての議案が原案どおり可決承認されました。
　続いて役員大会が開催され、当会からは10名が参加しました。大岩県法連会長の挨拶に続き法人会
功労者表彰が行われ39名の方に表彰状と記念品が渡されました。
　当会からは、御園恒雄氏（九十九里副ブロック長・同第1支部長）と小髙俊雄氏(山武第3支部長）の2
名が受賞されました。
　また、28年度「会員増強統一月間運動」では、目標比330％を達成したことから金賞・特別賞を受賞、
この金賞受賞は連続12年となり記録を更新しました。
　会員数の年間増加に於いても金賞を受賞するなど会員増強への取組みが高く評価されました。
　福利厚生制度では、14単位会すべてが受賞されました。
　全法連功労者表彰が行われ、26名の方が受賞され当会は村杉謙一氏（東金副ブロック長・総務委員
長）が受賞されました。
　最後に退任役員功労者特別表彰では、当会から中嶋前会長が受賞されました。
　参加された皆様たいへんお疲れ様でした。

県法連だより

出席者の皆さま（右上：小髙俊雄氏）
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　6 月吉日、暑い日だったが九十九里町不動堂
の産業道路にほど近い本社工場にお伺いすると、
玄関前の広いスペースで数人の社員が、黒い合
成樹脂の格子状プレートで腰高の籠のようなも
のを作っている最中。尋ねると蛇籠（じゃかご）
だとのこと。錆びない合成樹脂の蛇籠なら安全
性が高いのではと感じ、この様な製品を作って
いる会社の社長インタビューに期待がふくらん
だ。
　まず会社の創業について伺うと、先代社長が
終戦直後の東京へ農水産物を売りに行く中で入
手した情報から、バレーボール等を入れる網の
袋の需要を知り、製作加工にかかわるようにな
りスポーツ関連の網製品を各種扱い成長する。
その後、朝鮮戦争勃発から続く軍需の波に乗っ
て、ヘルメットを包む網、戦車やテントなどの
カモフラージュ用の網などを軍や自衛隊向けに
大量に作ったとのこと。
　また、昭和 40 年代からは日本のインフラ整備
に伴い、高速道路の法

のりめん

面の養生に使用する植生
ネットの縁辺部分の加工（国内 2 社）をてがけ、
関越自動車道が開通するまで続けた。
　さらに J リーグが始まると、日本中でサッカー
ゴール用の網の需要が生じた。それまで網のか
けてあるサッカーゴールなど、ほとんどなかっ
たからである。そこで鵜沢ネットの真価が発揮

される。
「うちは早くから無結節ネットを使用して製品
を作ってきたので、製造元との信頼関係がある
んですね。それで費用を出してゴール用に６角
の無結節ネット織り機を開発してもらったんで
す。」（社長談）これは、他社のラッセル織りの
６角ネットとは耐久性が格段に違うという。
　このあたりから鵜沢ネットの独自性の話題に
なる。鵜沢ネットの独自性は、他社には出来な
い網の加工と耐久性の確保だろう。これは、単
にレシピの問題ではないようである。ある製品
で、あまりに注文の数量が多いので、作り方を
教えて先方に任せようとしたが上手くいかな
かったという。会社の人材が大きくものを言っ
ている。何年も実績を重ねているうちに、誰も
追いつけなくなったということであろう。
　現在、社員は 25 ～ 6 人。内職さんが 140 ～
150 人。（常時稼働が 60 人位、緊急時はこの中
から助っ人を依頼するとのこと）この体制で様々
な製品に対応している。毎年、春の日帰りと秋
には 2 泊 3 日の社員旅行を実施し、社内の結束
を固めているようである。

「常に社員募集はしているんですけど、単純な手
作業なので向き不向きがあるんですよ。器用不
器用ではなくて。」（社長談）これも奥深い会社
継続を支える要素なのだろう。
　

網加工業界有数の広い作業場（２００坪）を持つ、鵜沢ネットを訪問しました！！

企業戦士の素顔

防球ネットをつなぎ合わせる作業
（奥のカウンターはつなぎ合わせた枚数を数えるために使用）

社屋前の作業場で製作中の蛇籠
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　鵜沢ネットの加工技術の白眉は、何といって
もネットの立体加工だろう。大規模テーマパー
クの 5 周年記念イベントで、10 万個の風船を 5
層のネットの袋に詰めて、雲のように浮かせて
から中央で開き、風船を空に飛ばした。こんな
技はここだけのもの。他にはどこもできないと
いう。当日は世界 90 か国以上の報道機関が取材
し、話題になった。
　また鵜沢社長は、かなりの酒豪である。最近
は健康を気遣い控えているというが、それでも

（その量が）常人と変わらぬから大したものであ
る。先代社長もかなりのものだったという逸話
が残されているというから、お二人の営業力、
企画力の源はこのあたりにあるのかもしれない。
酒好きは、いい店・美味しい食べ物を見つける
能力にたけた人が多い。同様に感覚の幅を広げ
られれば、いい仕事を見つけ出すことも可能な
のだろう。
　先代のそうした営業力と人徳、そして細かい
注文内容を受ける奥様の電話応対のコミュニ
ケーション能力のタッグが顧客を満足させる製
品を供給し続け、高度成長期に会社を成長させ
業界のレジェンドとなった。そして現社長の企
画力・好奇心がさらに仕事の幅を広げている。
　先の蛇籠にしても、材料の合成樹脂のシート
は早くからあったが、製品化が難しかった。そ

れを、鵜沢ネットが加工方法を工夫し、普及し
やすくした。現在、有効な蛇籠として運河の川
底やダムの養生、河川の養生など各方面で利用
されている。
　帰り際、事務室に写真パネルを見かけた。民
報の新社屋ビルでのイベントで、巨大な風船の
フィギュアが這うようにビルの外壁を上下して
動く仕組みだったそうだ。これは、どこも安全
の確保は困難とされた企画だったが、鵜沢ネッ
トの網を使用し、設営が可能となった。見事フィ
ギュアが設置できた時に局の関係者は大喜び
だったらしい。これも鵜沢ネットの伝説（レジェ
ンド）である。

D
A

T
A 鵜沢ネット株式会社

▶ 代　表　鵜沢 善一
▶ 所在地〈本社工場〉  千葉県山武郡九十九里町不動堂452-27
▶ 創業（設立） 1959年1月
▶ 電話 0475（76）7761  FAX 0475（76）4559
▶ HP:uzawanet.co.jp  Email:uzawanet@uzawanet.co.jp

学校などで使われる防球ネットの製作 バレーボールのネットの製作

汐留の社屋ビル外壁中程に
設置されているネット
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～税務署だより～

　　　　　　　　
　　　

　
　　　　　　　　前東金税務署長　栗谷 桂一

　公益社団法人東金法人会の皆様方おかれまして
は、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　私は、この度の人事異動をもちまして、国税の職
場を定年退職することとなりました。
　昨年７月、東金税務署に着任して以来、中嶋前会
長様、そして、その後を引き継がれた古城会長様、
並びに役員と会員の皆様方から、暖かいご支援とご
協力を賜り、無事職責を果たすことができました。
心より感謝申し上げますとともに、厚く御礼を申し
上げます。
　この一年間、種々の行事を通じて皆様と親しく交
流させていただき、素晴らしいお人柄に触れさせて
いただきますとともに、様々なご意見や心温まるお
言葉を頂戴することができましたことは、私にとっ

てこの上ない財産となりました。
　東金法人会の皆様には、税知識の普及等を目的と
した各種研修会の開催、税に関する絵はがきコン
クールの実施、小学校での租税教室の開催、そし
て、e-Tax の利用拡大に向けた取組みなど、税務行
政に対する多大なご支援ご協力を賜りました。改め
て感謝申し上げます。また、会員増強運動では、県
法連目標の 330％を達成され、12 年連続で金賞を
受賞されますとともに、会員数の純増を続けられる
など、全国でも有数の実績を挙げられました。これ
は、役員及び会員の皆様の並々ならぬご努力と熱意
の賜物でありますとともに、東金法人会の活動と魅
力が地域に広く認知されていることの表れである
と思います。心より敬意を表する次第であります。
　最後になりましたが、公益社団法人東金法人会の
益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びに事業
のご繁栄を心よりご祈念申し上げますとともに、今
後とも、引き続き、税務行政に対するご支援ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　一年間、本当にありがとうございました。

離任のご挨拶

署 長

副 署 長

総 務 課 長

管理運営第 1 統括官

管理運営第 2 統括官

徴 収 統 括 官

個人課税第 1 統括官

個人課税第 2 統括官

個人課税第 3 統括官

資 産 課 税 統 括 官

法人課税第 1 統括官

法人課税第 2 統括官

法人課税第 3 統括官

総 務 係 長

法人課税第 1 審理上席

退　官

留　任

神田署・総務課長

江東西署・管理運営１・統括官

留　任

留　任

留　任

浅草署・個人２・統括官

留　任

江東東署・資産・統括官

局・課税二部・酒税課・課長補佐

小石川署・法人２・統括官

千葉西署・法人２・統括官

留　任

留　任

  

税務大学校東京研修所・幹事

留任

千葉東署派遣  納税者支援調整官

局・徴収部・納税管理官・主査

留　任

留　任

留　任

浅草署・個人２・統括官

留　任

成田署・評価専門官

神田署・法人５・統括官

局・調査一部・主査

江東西署・法人３・統括官

留　任

留　任

くりたに　けいいち

栗谷　桂一
いけがみ　   まさや

池上　雅也
あ べ   　まさかず

安部　正和
なかむら  　しげる

中村　　茂
こんの　  よしろう

今野　好郎
たかの　りょうひこ

髙野　了彦
さだひろ　まさのり

貞廣　政則
さかき      　ゆうじ

榊　　祐治
えとう　   　ともみ

江藤　智美
あおやぎ　ひろゆき

青柳　宏之
こんどう　けんいち

近藤　賢一
とくおか　　ひろし

徳岡　寛士
おち　しんいちろう

越智 真一郎
すずき   　　ますみ

鈴木　益実
いのうえ　　きよし

井上　　浄

澤田　修二

池上　雅也

佐藤　明美

吉田　英明

今野　好郎

髙野　了彦

貞廣　政則

塩﨑　洋二

江藤　智美

谷川　　孝

恩田　　晃

小林　哲夫

萩原　　学

鈴木　益実

井上　　浄

氏　名 前　任（前官職） 氏　名
新 旧

異動先（新官職）

（平成29年7月10日発令） 
東金税務署幹部職員異動のお知らせ

さわだ  　しゅうじ

いけがみ  　まさや

さとう　   あけみ

よしだ      ひであき

こんの　  よしろう

  たかの　りょうひこ

さだひろ　まさのり

しおざき  　ようじ

えとう　   ともみ

たにかわ　   たかし

  おんだ　           こう

こばやし   　てつお

はぎわら    　まなぶ

すずき     　ますみ

いのうえ　   きよし
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〈税理士会〉 税金の無料相談
　千葉県税理士会東金支部では、毎月第1・第3水曜日（祝日を除く）に、税理士会事務局

（東金商工会館3階）で税に関する無料の相談（原則事前予約）を実施しておりますので、
是非ご利用下さい。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

　　　　　　　　千葉県税理士会 東金支部 支部長　角田　泰伸

　盛夏の候、公益社団法人東金法人会の皆様には、ますますご清栄のこと
とお慶び申し上げます
　この度、千葉県税理士会東金支部長に就任いたしました角田でございま

す。前任の曲山支部長同様、宜しくお願い申し上げます。
　公益社団法人東金法人会の役員及び会員の皆様には、日頃より税理士会の活動に対し格
別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴法人会は、広く一般にも目を向けた税知識の普及と納税意識の高揚に努められ、企業
経営及び地域社会の健全な発展に積極的に貢献されておりますことに深く敬意を表します。
　私たち税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税義務
者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命としております。税理士業務は、
社会的、公共的な性格を有するものであり、当支部では、社会貢献活動として、租税教育
事業の推進に取り組んでおります。また税を考える週間行事では、無料税務相談において
多数の相談者に対応し、正しい税知識の普及に努めております。さらに、税務支援事業と
して、支部事務局において、無料税務相談を定期的（毎月第 1・第 3 水曜日）に実施して
おります。
　また、私たち税理士は、中小企業の良きパートナーとなるべく、時代に即応した税理士
業務の質的改善を図り、信頼される税理士像の確立に努めております。貴法人会との信頼
関係をさらに深め、中小企業支援事業、地域社会貢献活動等の諸課題に取り組むために協
カしてまいりたいと考えております。
　結びにあたりまして、公益社団法人東金法人会のますますのご発展と会員の皆様の事業
のご繁栄を祈念申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。

就任のご挨拶

税理士会からのお知らせ
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　商業登記認証局、公的個人認
証局、日本税理士会連合会電子
認証局、特定の民間認証局が発
行したものを使用できます。
　なお、税理士に申告書等の作
成・送信を依頼している納税者
は電子証明書は不要です。

電子証明書を取得する
　工ルタックスホームページ
を聞き、必要事項を入力して
利用届出を行います。
　利用者ID、仮暗証番号を入
手します。

利用届出を行う

　地方税電子化協議会が提供
する電子申告専用ソフト
PCdeskを、工ルタックスホー
ムページからダウンロードし、
インストールします。（工ルタッ
クス対応市販ソフトも利用で
きます。）

PCdesk（ピーシーデスク）
等を入手する

　PCdeskやエルタックス対応市販ソフ
トで、利用者ID・暗証番号を入力して、
ポータルセンタにアクセスし、データを送
信します。

申告データを送信する
　PCdeskや工ルタックス対応市販ソフ
トで、申告データを作成し、電子署名を付
与します。
　なお、税理士に申告書等の作成・送信
を依頼している納税者の電子署名は不
要です。

申告データを作成する

東金県税事務所からのお知らせ

～ネットで申告・申請・届出 工ルタックスを利用してみませんか～

千葉県への法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の申告等が、インターネッ卜を利用した電子申告で行うことができます。

①申告までの準備は？（まず、利用届出を行います。パソコン等をご用意ください。）

②申告方法は？（準備が完了したら、いよいよ電子申告を行います。）

納税者または
代理人（税理士等）

インターネット上の
地方税総合窓口
ポータルセンタ

インターネット

地方税ポータルシステム（eLTAX: 工ルタックス）
（一社）地方税電子化協議会が運営しています。

申告しようとする法人

千葉県

他の
都道府県等

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告等

○インターネットで、オフィスや自宅から簡単に申告・申請・届出
○複数の都道府県等ヘ申告する場合も、まとめて1度に。
○電子署名を簡素化しています。
　（税理士に申告書の作成・送信を依頼している納税者本人です）
○インターネットでの工ルタックスの利用は、8:30～24：00
　（土・日・祝日・年末年始を除きます。）

工ルタックスホーム
ページでより詳しく
お知らせしています。

▶▶▶▶▶▶▶▶ 申告までの流れ ◀◀◀◀◀◀◀◀

　　　  　詳しくは~工ルタックス ホームページに掲載されています。

　○エルタックス ホームページ http://www.eltax.jp
　○エルタックス ヘルプデスク　TEL.0570-081459

　　県税に対するお問い合わせは、東金県税事務所課税課まで TEL.0475（54）0223

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除きます。）
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8月〜11月の行事予定
 8月
  1日 （火）・2日（水） 生活習慣病健診 東金商工会館
  3日 （木） 女性部会  社会貢献活動 東金商工会館
 　　  14日 （月）・15日（火） 事務局夏季休業
 9月
  6日 （水） 会員増強運動推進会議 東金商工会館
  7日 （木） 女性部会  社会貢献活動 東金商工会館
  8日 （金） 決算期別法人説明会 東金商工会館
  13日 （水） 税制委員会  税制改正セミナー 東金商工会館
  26日 （火） 会員親睦チャリティーゴルフ大会 真名カントリークラブ
 10月
  5日 （木）～6日（金） 全国大会（福井県） 福井県産業会館
  5日 （木） 女性部会  社会貢献活動 東金商工会館
  12日 （木） 新設法人説明会 東金商工会館
  13日 （金） 青年部会  研修会 東金商工会館
  17日 （火） パソコンセミナー 東金商工会館
  18日 （水）         〃 東金商工会館
  19日 （木） 簿記講座 東金商工会館
  24日 （火） e-Tax研修会 東金税務署  別棟会議室
  25日 （水） 女性部会  社会貢献活動  慰問 横芝光町第二松丘園
  27日 （金） 源泉部会  年末調整説明会 東金商工会館
 11月
  7日 （火） 決算期別法人説明会 東金商工会館
  8日 （水） 会員増強運動成績検討会議 東金商工会館
  10日 （金） 青年の集い（高知県） 高知県立県民文化ホール
     11日 （土）～17日（金） 税を考える週間
  12日 （日） 街頭活動
  15日 （水） 納税表彰式 東金商工会館
  26日 （日） 青年部会  東金市産業まつり

　　　　　　※予定が変更となる場合がございますので、詳しくは当会ホームページをご覧ください。

事務局だより
　当会では、税務署の担当官による“決算期別法人説明会”と“新設法人説明会“を開催して
おります。該当の法人には税務署から案内はがきが送付されます。
　今年度の日程は下記のとおりです。是非、説明会にご参加ください。

　　　○決算期別法人説明会
　　　　平成29年  9月  8日（金）13：30～16：30　東金商工会館1階
　　　　平成29年11月  7日（火）13：30～16：30　東金商工会館1階
　　　　平成30年  1月17日（水）13：30～16：30　東金商工会館1階
　　　　平成30年  3月  7日（水）13：30～16：30　東金市中央公民館2階

　　　○新設法人説明会
　　　　平成29年10月12日（木）13：30～16：00　東金商工会館1階
　　　　平成30年  1月18日（木）13：30～16：00　東金商工会館1階



e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」欄に東金法人会会員と入力しましょう。

公益社団法人 東金法人会々員 申告書にこのシールを切り取って必ず貼りましょう。

⇒

　江戸時代中期（天明・寛政）東金といえば水野
茂右衛門という高名な商人がいた。その名声の高
さは、地元はいうに及ばず房総の各地で歌謡に唄
われるほどで、たいそうな豪

ご う ふ

富ぶりだった。

「街道通るは大名じゃないか、
あれは茂右衛門嫁御寮。」（東金甚句）

「我が町にも名も高き茂右衛門とて分限あり。」
（東金名所歌）

「今日も行こかよ茂右衛門屋敷、
蔵の千両箱積みかへに。」（東金民謡）

「東金の茂右衛門の女楽だよ、
山の上へ樋かけて、水は居て取る。」（田植歌）

「東金の茂右衛門の裏で鵜がなく、何となく、
茂右衛門の小嫁恋しと。」（摺臼唄）印旛郡地方

「東金の茂右衛門の娶
よめ

は、何
ど ち

地から、三ケ国
　　　たづねてなくて、江戸の本町の茶屋の小娘」

　（麦搗唄）むぎつきうた

　その頃の東金には豪富を誇る大商人が少なくな
かったが、その代表として茂右衛門が東金の商業
の繫栄の象徴となり、このように歌われたようで
ある。庶民の賛美と憧

しょうけい

憬そして羨望がうかがえる。
　茂右衛門は、東金の上宿の地で酒と醤油の醸造

業を行い、巨財をなし広大な邸宅は現在の上宿か
ら東金高校へ入るあたりに位置し、俗説によると
48 もの蔵が建ち並んでいたといわれる。（この蔵
は明治の初年までは残っていたと伝えられる）江
戸にも出店を持ち商売の手を広げて、大阪から綿、
紀州からみかんと、東海道五十三次を「丸に水」
の幟旗を立てて派手に運び、紀ノ国屋文左衛門・
奈良屋茂左衛門張りにその名をとどろかせたと言
われている。
　こんなことから、狂言作者が彼を主人公とする

「唐
とうがねもえもんあずまかずら

金茂右衛門東鬘」なる芝居を書き、（「唐金」は、
「東金」の変え名である。）大阪、江戸で浄瑠璃と
して公演されて大好評を博したと伝えられている。
　ただ、天保 7 年（1836）に出された「日本長者
分限帳」（富豪の格付け表）では全国 32 人の富豪
が紹介される中で、茂右衛門は広大な桐の山林所
有者ということになっている。東金に桐はないが、
東金を知行地としていた板倉重寛公が福島の地も
領地としていた関係から桐を扱うことができたと
想像される。
　このように隆盛を極めた茂右衛門であったが、
杉谷直道の書いた「東金町誌（稿本）」「東金誌」
によると子孫は明治初期までは、東金町役員や庄
屋を務めていたが、そののちは没落してしまった
ようである。一方、江戸の子孫は家名を継いでいた。
茂右衛門という人物像が、伝説化され実証資料が
乏しく口承的に伝えられているだけの中で、形と
して残っているのは水野家の大宮墓地に残る数基
の墓碑である。日吉神社向かいに位置している。
　平成 9 年、東金市谷

やつ

区の住民が共同墓地を整備
した際、隣接の荒れ果て倒壊した墓石や 4 基の
宝
ほうきょういんとう

篋印塔の並ぶ墓地を同時に整備。茂右衛門の一
族の墓地であることを確認し、東京に在住する子
孫にその存在を連絡したところ、水野家の人々は
自分たちのルーツ再発見にたいそう喜び、以後墓
参に訪れているという。
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水野茂右衛門

東金茂右衛門が登場する錦絵。絵師は三代
歌川豊国。左は田嶌屋権三郎とある。

（東京都 水野正樹氏所蔵）

東金茂右衛門と題する錦絵。絵師は三代歌川豊
国。どんな芝居の一場面であるかは不明。髪型
と着物は「東鬘に丹前姿」ではない。（東京都 水
野正樹氏所蔵・水野氏は水野茂右衛門家の子孫）

み　ず　の　  も　   え　  も  　ん




