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平成26年7月

○第 2回定時総会開催

○委員会だより

○部会だより

○税理士が行う無料申告相談

○税務署だより

○東金県税事務所からのお知らせ

○参加者募集
粟島宮の中に掛けてある遊女一行参詣奉納額

於幾の粟島宮
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　東金商工会館に於いて第２回定時総会が行われ
ました。総会では、表彰式及び下記の議案につい
て審議され、さらに報告事項として平成 26 年度事
業計画並びに収支予算の事項について報告がなさ
れました。全議案とも原案通りに可決承認され、定
時総会は無事終了いたしました。 総会終了後、講
演会と懇親会が開催され、盛況な会となりました。

〈議　事〉
第 1 号議案　平成２５年度事業報告の件
第 2 号議案　平成２５年度収支決算承認の件
　　　　　　（監査報告）

〈表　彰〉
◇優良経理担当者表彰の受賞者（敬称略）

　岩瀬　高志 ㈱丸山製作所 （東金第 2 支部）
　鈴木　美代 三幸鍍金㈱ （東金第 2 支部）
　椎名美千子 三洋コンクリート工業㈱（九十九里第 2 支部）
　市原　雅子 ㈲橋本菓子舗 （山武第 1 支部）
　川島　　健 ㈲川島造花店 （山武第 2 支部）
　石𣘺　信夫 ㈱畔蒜工務店   （横芝光第 2 支部）

◇平成２５年度会員増強統一月間運動成績に
　関する表彰
　○獲得部門
　・第 1 位　大網白里第 1 支部
　・第 2 位　東金第 4 支部
　・第 2 位　大網白里第 2 支部
　・第 4 位　東金第 2 支部
　・第 5 位　横芝光第 2 支部

　○目標達成部門（達成率 200%以上）
　・大網白里第 1 支部
　○目標達成部門（達成率 100%以上）
　・東金第 2 支部　・東金第 4 支部
　・大網白里第 2 支部　・山武第 4 支部
　・横芝光第 2 支部

〜平成26年5月21日(水) 於 東金商工会館1階〜

公益社団法人 東金法人会 第2回定時総会開催
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岩田 公雄氏 特別講演会

　○特別賞（目標 200%に大きく貢献）
　・千葉銀行

◇平成２５年度会員増強年間成績に関する表彰
　○増加部門

　・第 1 位　大網白里第 2 支部
　・第 2 位　大網白里第 3 支部
　・第 2 位　山武第 1 支部
　・第 2 位　横芝光第 2 支部

　定時総会（閉会）終了後、特別講演会
として TV 番組「ウェークアップ！ぷらす」
や「情報ライブ ミヤネ屋」の解説でお馴
染みの読売テレビ報道局　特別解説委員
の岩田公雄氏を講師としてお招きし、マ
スコミを志望したきっかけに始まる氏の
ジャーナリスト遍歴を中心に、入社時か
ら現在に至る国内外の取材動向と政情解
説をユーモア交えて詳しく且つ、わかり
やすく説明していただきました。

　日々テレビ画面でお見受けする氏の温厚そうなイメージからは、予想もしなかった幾多の修
羅場を潜り抜けてきたエピソードの数々。「あの事あるごとに再現される映像は、岩田さんが
必死で撮ってきたものなのか」と、印象を新たにしました。
　マスコミ志望時から第２の出発点とおっしゃる天安門事件、そして現在に至るまで「命を落
とす危険を覚悟しても、現場に身をおいて、現場の空気、においを客観的に伝え続けていきた
い」という氏の強い信念は、単に人柄の良さから解説が面白かったのではないことを気づかせ
てくれたのと同時に、われわれ東金法人会が今後活動するうえでも、何が必要かを示唆してく
ださった貴重な講演でした。

テレビ報道の最前線に身をおいて
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IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
○平成26年度「会員増強統一月間」運動を迎え

　委員長　矢部慎一
　会員の皆様方には、組織委員会への日頃よりの
ご協力まことに有難うございます。
　おかげ様を持ちまして、昨年の増強月間の結果
は県法連の示達目標 30 社に対して 61 社もの新入
会をいただき、目標の 200%を超えることが出来
ました。（203.3%）心よりお礼と感謝を申し上げ
させていただきます。
　現在、東金法人会管内の総法人数は 3,737 社あ
り、その中で当法人会の会員は 1,990 社です。ま
だ半数近くの会社が未加入となっているのが現状

委員会だより

東 金　4
東 金　3
横 芝 光 2
横 芝 光 2
東 金　2
東 金　2

T E L支 部 名 法　　人　　名 所　　　在　　　地 業　種　名

㈲オートワールドジャパン
金坂保険事務所
弁護士 上原 昌也
㈲伊藤商事
㈲日菜トレーディング
大木壮一郎

0475-53-6355
0475-71-2379

090-8684-7457
0479-80-3170

090-8494-5631
0475-55-8750

東金市求名16-64
東金市西福俵70-2 カーサ福俵102
横芝光町宮川6011-10
横芝光町宮川7905-11
東金市下谷83-2
東金市下谷64-7

中古車・部品
保険サービス業
法律事務所
一般貨物運送
中古車・部品
保険サービス業

新会員のご紹介  新しく会員になられた皆さんです ＝よろしく＝

です。そんな未加入の会社の社長さん方に法人会
の意義と魅力と必要性を充分ご理解いただき、新
たな組織の充実も含めた入会の働きかけをこれか
らも続けていく努力をして行きたいと思います。
本年も 9 月 1 日から 4 ヶ月間また増強月間が始ま
りますが、今年は私にとっても一大決心の年とし
て目標を県法連の示達目標に対し 210%に設定さ
せていただきました。
　必ず達成すると言う強い信念の元に正面から取
り組んで行く覚悟です。しかし、この目標達成の
為には会員の皆様のお一人お一人全員の応援が絶
対必要であると言うことは言うまでもありません。
　どうか本年も昨年以上のご協力を宜しくお願い
致します。

　
2,150
688
223
372
507
360

3,653
1,128
342
673
872
638

58.9％
61.0％
65.2％
55.3％
58.1％
56.4％

　
2,126
686
220
362
504
354

3,592
1,090
354
654
873
621

59.2％
62.9％
62.1％
55.4％
57.7％
57.0％

　
2,097
690
217
353
490
347

3,533
1,095
339
607
876
616

59.4％
63.0％
64.0％
58.2％
55.9％
56.3％

　
2,078
688
213
346
491
340

3,479
1,088
326
591
866
608

59.7％
63.2％
65.3％
58.5％
56.7％
55.9％

　
2,032
673
203
336
481
339

3,607
1,142
336
603
893
633

56.3％
58.9％
60.4％
55.7％
53.9％
53.6％

　
2,003
665
198
343
464
333

3,733
1,182
351
636
940
624

53.7％
56.3％
56.4％
53.9％
49.4％
53.4％

会　員　数　
東金Ｂ
九里Ｂ
大白Ｂ
山武Ｂ

横光・芝山Ｂ
稼働法人数　

東金Ｂ
九里Ｂ
大白Ｂ
山武Ｂ

横光・芝山Ｂ
加　入　率　

東金Ｂ
九里Ｂ
大白Ｂ
山武Ｂ

横光・芝山Ｂ

事 業 年 度

公益社団法人 東金法人会 平成26年3月末現在

H20年度末 H21年度末 H22年度末 H23年度末 H24年度末 H25年度末

内

　
　訳

内

　
　訳

内

　
　訳

会 員 数 等 の 推 移

平成26年6月末現在
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IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
○パソコンセミナー

…………………………………………………………
6月11日（水）於 東金商工会館
Word 2013 レベルアップ講座

…………………………………………………………
　相手に伝わりやすい・見やすい・インパクト
のあるビジネス文書の作成ということで、地図作
成など基本的な機能と操作方法、グラフィック機
能を効果的に使った文書作成のポイントなどの解
説でした。実際に案内文書を作成しながらの講習
で、わかりやすく続きを聞いてみたいと、後日日
程の追加申し込みをされた方もいました。

…………………………………………………………
6月18日（水）於 東金商工会館

Word 2013 POP・広告チラシ作成
…………………………………………………………

　Word2013を実際に操作しながら、POP広告
作成の研修となりました。Wordでここまででき
るの？！と、最初は驚いた様子でしたが、研修後
には皆さんPOP広告を完成させることができまし
た。操作方法のみならず、POPとは何か？なぜ必
要か？といった話もあり、あっという間の2時間で
した。

○マナー講習

〜人間関係に強くなる！
　　お客様との信頼関係を築くマナー〜

6月19日（木）於 東金商工会館
相手に好印象を与える！実践マナー講座

　お辞儀の角度や正しい敬語とは、といった硬い
説明ではなく「基本的な部分」を押さえた上で、
どう工夫すれば相手に好印象を与えることができ
るか。その多くに共通するのが「相手への思いや
り」です。「マナー」というと、どうしてもマニ
ュアルチックな感じがしますが、その根底にある
のは、やはり「思いやり」。「自分がされる側だ
ったらどうか」を常に意識することの大切さを、
講義スタイルではなく実践を踏まえながらの講習
となりました。席替えも行い、簡単な異業種交流
の場ともなった様子でした。
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部会だより

IIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
○県外一泊研修

《方 面：静岡県・西伊豆 堂ヶ島温泉》

　6月22日、23日の2日間で伊豆方面への県外研修
旅行がありました。
　小雨の降る中での出発となりましたが、見学場

IIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
○女性部会 研修会

6月13日（金）於 東金市中央公民館

　「労働問題の3つのテーマ ～未払い残業代、解
雇、会社安全配慮義務～」と題し、特定社会保険
労務士である奴賀　智（ぬか さとる）先生に労働
問題についてお話して頂きました。経営者として
どういった点に注意すべきか、知らなかったでは
済まされない重要なポイントや、勘違いしやすい
点など皆さん熱心に聞き入っていました。

○女性部会　社会貢献活動

　全6回を予定しているフラダンス練習は、6月で
第3回目となり中盤に差し掛かりました。「愛の
Morning Dew」という曲を練習中で、一曲完成す
るまであと少しというところまで来ました。

所では天候に左右されることなく順調な旅程とな
りました。
　また、バス車内では、毎回恒例となった税金ク
イズとDVDによる研修を行い、アサヒビール工
場や地球博物館、大型展望水門「びゅうお」を視
察、見学しました。各支部を超えた会員間交流も
でき、充実した２日間になりました。

5月レッスン

6月レッスン
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IIIIIIIIIIIIIIIII 源泉部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
○源泉部会 研修会

6月17日（火）於 東金商工会館

　東金税務署の法人課税第一部門 芦本浩一上席
を講師として招き、「消費税改正後の注意点」と
題して、研修会を開催しました。消費税法の改正
後、特に注意すべき点や、経過措置に関してQ&A 
形式で解説があり、研修後も活発に質疑応答が行
われました。

IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
○青年部会 研修会

5月15日（木）於 東金商工会館

　東金税務署の法人課税第一部門　山崎雅子上席
を講師として招き、「知っておきたい改正消費
税」と題して、研修会を開催しました。主に消費
税率等に関する経過措置について説明がなされ、
特に小売業を中心とする企業の方からは、具体的
な事例に対する質問が積極的に飛び交いました。

税理士会からのお知らせ

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）
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県法連だより
　千葉県法人会連合会の第1回定時総会並びに役員
大会が平成26年6月10日(火)2時30分から千葉市
中央区の三井ガーデンホテル千葉で開催された。
　総会は、決議事項である第1号議案から3号議案と
も可決され、平成26年度の事業計画・収支予算が報
告され閉会となった。
　第2部として、役員大会が行われ、大岩県法連会
長はあいさつで、安倍政権の経済政策の見直しによ
り、経済状況が変わる可能性がある。経済を担って
いくのは、我々企業であり当事者意識を持ち、成長
戦略をビジネスチャンスに結びつけることが大切で
ある、と話された。

　続いて、表彰状及び記念品の贈呈が行われ、最初の平成26年度法人会功労者表彰で
は、42名が表彰に輝いた。当会では真行寺副会長が受賞された。
　平成25年度「会員増強統一月間運動」表彰では、金・銀・銅の三賞に9単位会が入
り、当会は金賞を獲得し矢部副会長兼組織委員長が受賞を受けた。
　続いての平成25年度福利厚生制度推進優良法人会表彰では、千葉東をはじめ10単位
会が表彰された。
　また、平成26年度全法連功労者表彰状の
伝達式では、27名の方々が受賞され代表で
当会の古城副会長が、受賞した。
　最後に、9年にわたり専務理事を務められ
た県法連事務局の藤崎専務理事に特別感謝
状が贈呈された。
　来賓祝辞では、東京国税局課税第2部長田
島様並びに千葉県総務部長の平井様の2名か
らそれぞれいただいた。
　役員大会は、盛会のうちに終了した。

県法連 大岩会長

受賞する古城副会長

〈左から〉
真行寺副会長
古城副会長
矢部副会長
中嶋会長



− 9−みんなの税  新たな未来の  設計図 （横芝光町立横芝小学校 6年生 磯部伊吹）

　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。
　この度の人事異動により東金税務署長を拝命
し、東京国税局調査第四部統括国税調査官から
転任して参りました天明でございます。どうぞ、
前任の古賀署長同様にご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　貴会におかれましては、昭和 25 年の創立以来、
長い歴史と伝統を重ねてこられ、平成 25 年 4
月には「公益社団法人」として、新たに活動を
開始し、税知識の普及や地域社会貢献等各種事
業活動を積極的に展開されておられると伺って
おります。
　中嶋会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方
には、平素から法人会活動を通じ、税務行政に
対しまして深いご理解と格別なご協力をいただ
いており、厚く御礼申し上げます。
　さて、最近の社会情勢は、少子・高齢化の進
展や経済のグローバル化・ＩＣＴ化と大きく変
化する中で、消費税率のアップ、法人税実効税
率をめぐる議論又国民 ID の導入等、税制・制度
もまた大きく変わろうとしております。このよ
うな状況下、私どもといたしましては、経済社
会の変化に的確に対応しながら、「納税者サービ
スの一層の向上」を図りつつ、適正・公平な税
務行政を着実に推進していく所存でございます。
　特に、e-Tax につきましては、納税者の利便
性の向上や事務の効率化に資することから、今
後も一層の普及・定着に向け積極的に取り組ん
でまいります
　公益社団法人東金法人会の皆様方には、厳し
い経済情勢の中、まことに恐縮ではございます
が、税務行政の良き理解者として、今後とも更
なるお力添え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、私の着任のあいさつと
させていただきます。

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。
　私はこの度の人事異動をもちまして、東金税
務署を最後に税務の職場を離れることとなりま
した。
　昨年の７月に東金税務署に着任して以来、中
嶋会長を始め、役員並びに会員の皆様方には、
多大なるご支援とご協力をいただき、無事職責
を果たすことができましたこと、厚く御礼申し
上げます。
　東金税務署でのこの１年間を振り返ってみま
すと、８月の合同専門委員会及び役員会を皮切
りに女性部会の講演会、｢税を考える週間」行事
の街頭キャンペーン、ブロック単位で実施され
た「税務座談会」、そのほか定時総会などを通じ
て、大変多くの皆様方と直接お会いし、様々な
意見を拝聴することが出来ました。私は、東金
税務署とは大変縁がありまして、初めに個人課
税担当、２回目に総務課長として勤務させてい
ただき、そして、最後の年に署長として東金法
人会の皆様とご一緒できたことは、私にとって
忘れることのできない貴重な経験と良い思い出
となりました
　貴会におかれましては、昨年度から新たに小
学６年生を対象にした税に関する絵はがきコン
クールを開催するなど、様々な公益性の高い活
動を続けてこられておりますが、公益法人とし
て、さらに充実した事業活動を展開されますこ
とを期待しております。
　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、会員の皆様のご健勝並び
に事業のご繁栄を心から祈念いたしまして、離
任のあいさつとさせていただきます。　

  着任のご挨拶 離任のご挨拶
東金税務署長　天明　誠 前東金税務署長　古賀 新二

税務署だより
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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

東京局 調査第四部50・統括官

江戸川北署・総務課・課長

留　任

向島署・管理運営第1・統括官

千葉南署・管理運営第1･連絡調整官

向島署・徴収・上席徴収官

東京局 課一個人課税課･実務指導専門官

留　任

留　任

留　任

東京局 調査第一部国際調査課・総括主査

留　任

東京局 課税第一部審理課･主査

東京局 調査第一部特官付･調査官

留　任

退　官

東京局 調査第一部･特別国税調査官

留　任

日本橋署･管理運営第1･統括官

目黒署･管理運営第4･統括官

京橋署･特別徴収官

大森署･個人課税第1･統括官

留　任

留　任

留　任

世田谷署･法人課税第1･統括官

留　任

松戸署･法人課税第5・統括官

京橋署･総務課・係長

留　任

てんみょう　まこと

天明　　誠
いしはら　  けんじ

石原　謙二
いとう   　ひろあき

伊藤　寛明
とむら　のぶしげ

戸村　信薫
はやかわ　  まさき

早川　正樹
ますい　   かつし

升居　克司
や   の 　たかこ　

矢野　孝子
かわの えいいちろう

河野英一郎
やました　よしつぐ

山下　義継
えちごや　  かずみ

越後谷和巳
おおの　     しげる

大野　　繁
ほんだ  　　みきお

本田　幹雄
まつのお　やすひろ

松野尾恭弘
なかみぞ　はじめ

中溝　　肇
やまざき     まさこ

山崎　雅子

こ  が    　しんじ

古賀　新二
たかまつ　ひろかず

髙松　博和
いとう  　ひろあき

伊藤　寛明
おく         　ゆうこ

奥　　祐子
のなか　  かずひこ

野中　和彦
うえはら　  たくお

上原　卓雄
ほんだ　   こうじ

本多　浩二
かわの えいいちろう

河野英一郎
やました　よしつぐ

山下　義継
えちごや　  かずみ

越後谷和巳
もちづき  　まさと

望月　正人
ほんだ  　　みきお

本田　幹雄
おまがり　ひろいち

尾曲　浩一
はら　　　よしひろ

原　　嘉宏
やまざき     まさこ

山崎　雅子

氏　名 前　任（前官職） 氏　名
新 旧

異動先（新官職）

（平成26年7月10日発令）
東金税務署幹部職員異動のお知らせ

　　　　　　～ご注意ください！！～　平成26年４月１日以降

領収証・レシート等の収入印紙の貼付について
税務署
だより

税制改正

　消費税及び地方消費税の金額〈以下「消費税額等」といいます。〉が区分記載されている揚合
又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税額等が容易に計算出来る場
合には、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。

　　　　　例	（1）	「51,840円　税抜価格48,000円　消費税額等3,840円」
　	 	 （2）	「51,840円　うち消費税額等3,840円」
	 	 （3）	「48,000円　消費税額等3,840円　合計51,840円」
	 	 （4）	「51,840円　税抜価格48,000円」

　　　　上記（1）～（4）と記載したものは、いずれも記載金額48,000円（非課税・収入印紙不要）

参	考

金銭又は有価証券の受取書の非課税範囲が拡大
  改正前  3万円未満が非課税（29,999円まで印紙不要）
      ↓
  改正後  5万円未満が非課税（49,999円まで印紙不要）
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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～

平成26年3月17日から、新たに電子申請・届出が利用できるようになりました。

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。

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。

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。）

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、朝8:30から夜9時まで。
　（土日祝・年末年始を除きます。平成26年9月から8：30～24：00まで拡大予定）

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。
（朝8：30～夜9時。土日祝・年末年始を除きます。平成26年9月から朝9時～夕方5時に変更予定）
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◆ 簿記セミナー 「やさしい経理教室」 ◆

	 講　師／髙橋　俊行先生
	 日　時／平成26年8月19日(火)	13：30～16：00（受付:13:00～）
	 場　所／東金商工会館１階
	 参加費／会員	無料/非会員	2,000円（テキスト代込、当日徴収）
	 ※詳しくは同封チラシをご覧ください。

◆ セミナー 「相続よもやま話」 ◆

	 講　師／髙橋　俊行先生
	 日　時／平成26年9月9日(火)10：00～12：00（受付:9:30～）
	 場　所／東金商工会館１階
	 参加費／会員	無料/非会員	2,000円（テキスト代込、当日徴収）
	 ※詳しくは同封チラシをご覧ください。

◆ セミナー 「税制改正説明会」 ◆

	 講　師／東金税務署法人課税部門　担当官
	 日　時／平成26年9月17日(水)15：00～16：30
	 場　所／東金商工会館１階
	 ※詳しくは同封チラシをご覧ください。

◆ 説明会 「電話対応研修」 ◆

	 講　師／浜田　節子氏
	 日　時／平成26年9月18日(木)14：00～16：00
	 場　所／東金商工会館１階
	 参加費／会員	無料/非会員	2,000円（テキスト代込、当日徴収）
	 ※詳しくは同封チラシをご覧ください。

◆ 説明会 「e-tax研修会」 ◆

	 講　師／東金税務署法人課税部門	担当官
	 日　時／平成26年10月21日(火)13：30～
	 場　所／東金税務署会議室
	 ※詳しくは同封チラシをご覧ください。

◆ 親睦チャリティーゴルフ大会 ◆

	 日　時／平成26年9月19日（金）	午前8時よりスタート
	 場　所／ヌーヴェルゴルフ倶楽部（大網白里市金谷郷3151-1	TEL0475-70-2001）
	 参加費／税込15,000円	プレー費、食事〈限定昼食・ワンドリンク付〉
	 ※詳しくは同封チラシをご覧ください。	
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8月〜10月の行事予定
8月  
8月7日㈭ 女性部会 社会貢献事業（フラダンス練習日）
8月13～15日 事務局　夏季休業
8月19日㈫ 簿記講座　「やさしい経理教室」
9月  
9月4日㈭ 女性部会　社会貢献事業（フラダンス練習日）
9月9日㈫ 源泉部会研修　「相続よもやま話」
9月11日㈭ 決算法人説明会
9月17日㈬ 税制改正説明会

9月18日㈭ 電話応対研修
9月19日㈮ チャリティーゴルフ大会
10月  
10月2日㈭ 女性部会　社会貢献事業（フラダンス練習日）
10月16日㈭ 新設法人説明会
10月16日㈭ 全法連　全国大会（栃木大会）
10月21日㈫ e-Tax研修会
10月30日㈭ 年末調整説明会

事務局だより
夏季休業のお知らせ

【職員の新規採用について】

　誠に勝手ながら、平成26年8月13日（水）～8月15日（金）まで、夏季休業とさせていただきま
す。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。

　星野	美代子です。

よろしくお願い致します。	

浅井病院 人間ドック補助制度について

100名から130名に増枠されました！
　人間ドック受診に際し、（公社）東金法人会の「人間ドック補助制度」をご利用いただけ
ます。（お一人につき法人会より3,000円、浅井病院より1,000円）補助制度のご利用には
人数に限りがございますので、浅井病院（0475-58-1407）までお早目にお申し込み下さい。

先着130名様・1事業所2名様まで

　法人会では、企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、企業における内部統制面や経理面に
関する自主点検を推奨しています。
　平成26年度から国税庁、日税連の協力により「自主点検チェックシート・ガイドブック」を作成しました。
　この取り組みは、経営者の皆様がチェックシートを活用し、企業自らが自主点検することを通じて、税務コンプ
ライアンスを向上させ、自社の成長を目指し、ひいては税務リスクの軽減にもつながることを期待するものです。
　全法連のホームページからも「自主点検チェックシート」のダウンロードが可能です。経営者の皆様、自社の成
長・税務リスクの軽減のために、ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス向上のために、「自主点検チェックシート・ガイドブック」を活用しましょう



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。

⇒

　栗山川右岸に広がる水田の
中、銚子連絡道が横断する手
前に、細長く伸びた集落が
ある。栗山川に接するこの集
落は一見して、自然堤防上に
形成されていることが分かる
が、堤防と言ってもそんな高
くもない、周りの水田とは 1 
メートルほど盛り上がっただ
けであるが、栗山川流域では
唯一の自然堤防上集落で、地

名を於幾と呼ばれる。
　この集落のほぼ中央に、粟島宮と呼ばれる神社
が鎮座する。この神社、社殿の構造が変わっていて、
住吉造の構造に似ていて、瓦葺で屋根には鰹木も
千木もなく、一見お寺の様でもある。これはおそ
らくここにもともと神社とお寺が一緒にあったが、
明治の神仏分離令によって、お寺が排され、神社
のみとしたためと思われる。その名残として、社
殿の中には本殿の前に、なんと護摩壇が存在する。
そして社殿の裏には墓石や板碑が並んでいる。地
元神社総代の方の話では、墓石は他からここに運
んだものであるというが、別の方の話では、神社
社殿は現在の南側にあったとも言う。
　この粟島宮は、紀伊和歌山市加太にある淡島神
社を本社とし、祭神は少

すくなひこなのみこと

彦名命、大
おおなむちのみこと

己貴命、息
おきなが

長
足
たらしひめのみこと

姫命の三神であるが、主に住吉神の妃神である
と言われる。ここの粟島宮は姫神を祭っているこ
とから息長足姫命が主祭神であり、この神様から
於幾という地名が付いたのかもしれない。現在は
この神様を粟島大明神と呼ばれる。そのご利益は、
婦人病を始め、安産、子授けなど、女性に関わる
あらゆることで、昔の粟島宮は、近隣の女性たち
の信仰と参詣を集め、大変賑わったという。
　また、於幾の地元には古くからの言い伝えがあ
る。それは昔、京の都から皇族のお姫様が、戦乱

を逃れて落ち延び、この地に流れ着いた。この地
が平和で暮らし易かったことから落着き、ここで
一生を終えた。於幾の人々は、都から落ち延び、
ここで一生を終えたお姫様を憐み、住んでいた所
に、お姫様の霊を鎮め供養するために建てたのが
粟島宮であるという。境内にはその姫様を偲ぶよ
うに、姫塚と彫られた石碑がひっそりと建ってい
る。
　普段は見られないが、粟島宮の社殿の中には、昔、
粟島大明神様のご利益を願って奉納した絵馬が掛
けられている。中でも写真の奉納額は横 133 セン
チ、縦 77 センチの最も大きな絵馬で、粟島宮に参
詣する花魁をはじめとする遊女 17 人が、表情豊か
に描かれている、非常に珍しいものである。絵馬
にはこのほか乳授け図絵馬や拝み図絵馬、鷹図絵
馬など、やはり女性に関したものが多い。
　社殿の中に神明造の本殿があり、その中に粟島
大明神様の神像が鎮座している。普通神像は造ら
ず、お札や幣束が祭られているのみであるが、こ
の姫神の御神像は背丈 20 センチほどの小ささで、
誠に可愛らしく美しい像である。その作風から幕
末頃のものと思われる。
　粟島宮は現在、訪れる人はほとんどなく、ひっ
そりと佇んでいる。しかし、社殿や境内は地元の
方々で日々手入れされ、お姫様の事、粟島大明神
様の事など語り継がれ、これからも信仰の火が絶
えることはないように思われる。

〈横芝光町教育委員会社会文化課　道澤　明〉

170
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平成26年7月

○第 2回定時総会開催

○委員会だより

○部会だより

○税理士が行う無料申告相談

○税務署だより

○東金県税事務所からのお知らせ

○参加者募集
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姫塚の石碑

粟島大権現神像

みんなの税  新たな未来の  設計図 （横芝光町立横芝小学校 6年生 磯部伊吹）


