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− 2− みんなで学んで見直そう 税の役割の大切さ（山武市立大平小学校6年生 鵜澤 千尋さん）

　

第10回 定時総会

開催のお知らせ

　　　　　  開催日 ： 4年5月27日（金）
　　　　　  会　場 ： サンライズ九十九里 

九十九里町真亀4908
TEL0475-52-0022（東金法人会 事務局）

　 〈議　　事〉

 　第1号議案　令和3年度事業報告の件

 　第2号議案　令和3年度収支決算承認の件

 〈報告事項〉　　　　　　　

 　令和4年度事業計画並びに収支予算について　

　定時総会の前にNHK総合の『歴史探偵』に出演の河合敦氏による講演会、
税務署担当官によるインボイス制度の説明会、総会後には交流会を予定してお
ります。
　「第 10 回定時総会」のハガキに出欠をご記入のうえご返送下さいますよう、
ご協力をお願いいたします。

なお、定時総会にご欠席の場合は、委任状または議決権行使書が必要になりますので、
必ずご返送下さいますようお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催を変更・中止する場合がございます。
　



− 3−税金を みんなで納めて 国守ろう（横芝敬愛高等学校1年生 齋藤 瑠奈さん）

理 事 会

　3月 23日（水）、東金商工会館において理事会を開
催しました。
　下記の議事につきまして、原案通り承認されました。
　議事 1　令和 4年度	事業計画（案）について
　議事 2　令和 4年度	予算（案）について
　議事 3　資金調達及び設備投資の見込みについて
　議事 4　全法連・県法連功労者表彰について
　議事 5　優良経理担当者表彰について
　議事 6　理事が関与する取引について
　議事 7　令和 3年度会員増強運動統一月間実績、
　　　　　副賞・奨励金等について 3/23　理事会

委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

　
		○令和3年度“会員増強運動統一月間”を終えて

　組織委員長　櫻田　基介

　平素より、組織委員会へ
のご協力を賜り厚く感謝
申し上げます。新型コロナ
ウイルス感染症の影響も
収まらない中での会員増
強運動でした。令和 3 年
度の成績を振り返ります
と、県法連獲得目標	71 件

のところ	100 件の実績を達成しております。各ブロ
ック、各支部、そして税理士会、金融機関、保険会
社の皆様のご努力により、このような素晴らしい成
績をあげることが出来ましたことに敬意を払い心よ
り厚くお礼申し上げます。ご多忙の中、大変お疲れ
様でした。ありがとうございました。
　令和 2年度はコロナ禍ということで残念ながら会
員増強運動を自粛しました。この様な状況のもと、
今年度は会員増強運動をやっても良いのかと委員会
で議論した上で、スタートしました。9月から 12月
は幸いにも緊急事態宣言も解除され、感染拡大状況
が落ち着いた時期に活動することができました。
　まだまだ新型コロナウイルス感染症は収束されま
せんが、新たに会員となられました企業の皆様にお
かれましては、末永く、東金法人会員として企業活
動を通じて地域にご奉仕され、法人会主催の各事業
にも積極的なご参加をお待ちしております。最後に、
会員企業の皆様の益々の飛躍とご発展をお祈り申し
上げまして、会員増強運動の御礼のご挨拶に代えさ
せて頂きます。ありがとうございました。

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 会員増強の結果 〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈
 令和3年12月末日現在

    目 標   獲得数 目 標   獲得数  支 部 名

東金1

東金2

東金3

東金4

ブロック計

大網白里1

大網白里2

大網白里3

九十九里

ブロック計

山武1

山武2

山武3

山武4

山武5

ブロック計

4

6

5

5

20

6

4

2

5

17

3

3

5

1

3

15

6

6

1

6

19

6

8

2

7

23

2

3

3

1

1

10

　

  支 部 名

芝山

横芝光1

横芝光2

ブロック計

小計

大同生命

AIG

アフラック

千葉銀行

京葉銀行

千葉興銀

千葉信金

銚子信金

銚子商工

税理士会

その他

小計

合計

　

4

2

2

8

60

6

6

3

13

9

4

4

4

4

3

4

60

120

3

3

2

8

60

2

0

0

14

9

4

2

4

1

1

3

40

100



− 4− この時代 なくてはならぬ 消費税（東金市立西中学校3年生 斉藤 思温さん）

　　　　　　　全法連だより　
　全法連主催による会議やセミナーが、リモート併
用で行われました。いずれも会場は東京都内で、全
国で考えれば千葉県は近い方ですが、コロナ禍の収
束が見えない状況なので、リモートでの参加になり
ました。移動の時間や密集などのリスクを考えると、
今後もリモートでの参加が多くなりそうです。回数
を重ねるうちに画面上での討論や意見交換にも慣れ
てくるのかなと思います。参加の様子を掲載します。

REMOTE WORK

新会員のご紹介 （令和4年3月末日現在）

    支部名 名　　　称 業　　種
東金1
東金1
東金1
東金1
東金2
東金2
東金2
東金2
東金3
東金3
東金3
東金4
東金4
東金4
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里1

小売業
教育（学習塾）
小売業
サロン経営
不動産業
自動車・建設機械・農機具
新聞販売
製造業
中古車販売業　
不動産管理
建設業
建設業
空手道場
建設業
建設工事業　
土木工事　
サービス業
訪問介護・看護
福祉
福祉
サービス業
サービス業
土地の管理業

（株）K＆K
（株）進路選択塾学び愛
（株）多田屋
（同）HATCH
（株）ゆりエステート
（株）響
（株）ワイシーエス東金
（有）青山
（同）ユニークオートトレーディング
（株）英
（有）虎榁組
（株）椎名木材
（一社）空手道無限勇進会
（株）こうちゃんペイント
（株）ディアナ
（有）冨田建設
（有）吉原保険事務所
コウジータイムズ（株）

（福）翡翠会 山武みどり学園
（福）翡翠会 ほほえみの里・かきつばた
（株）NSホールディングス
（同）MARUTE
（株）WATASEN

    支部名 名　　　称 業　　種
大網白里1
大網白里1
大網白里1
大網白里2
大網白里2
大網白里2
大網白里3
大網白里3
九十九里
九十九里
九十九里
九十九里
山武1
山武3
山武5
山武5
山武5
芝山
横芝光1
横芝光1
横芝光2
横芝光2

海鮮丼のテイクアウト
旅行業
旅客運送
社会福祉
福祉
リフォーム業・環境衛生事業
建設業
建設業
レストラン業
防水業
対個人サービス　
建設業
建設業
建設業
福祉
飲食業
クリーニング業
自動車鈑金塗装整備
卸売業
建設業
保険代理業
鉄筋建築

（株）CANI
白子トラベル・サービス（株）

（有）高崎交通
（株）ふれあいサービスセンター ふれあいの郷
（福）翡翠会 かきつばた
（株）NOVE
（株）桑田工業
古内工業（株）

（株）ドゥカーレダイニング
（株）アイ建
（株）アイケアサービス
（株）SS工房
（株）片岡ホーム
井之輪建装（株）

（福）翡翠会 すえひろ工房やまぶき
（株）A-RIZE
（有）オアシス
（有）光栄自動車工業
Mondo luce（同）

（有）小関板金
（株）光保険サービス
（株）静孝工業

2月18日（金）
総務委員会 矢部会長 3月4日（金）事務局セミナー

2月15日（火）税制セミナー

小林委員長 野口副委員長



− 5−税金は 今の社会を 支える柱（大網白里市立瑞穂小学校6年生 田邊 太一さん）

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  ○マスク寄贈

　

  　

　厚生委員会では、昨年に引き続き社会貢献事業として、管内 6市町の小学校新 1年生
にオリジナル抗菌マスクを寄贈しました。今年度も横芝光町の会員企業様に依頼をして
「けんたくん」のイラスト入り子供用マスクを製作していただきました。学級閉鎖や分
散登校など安定しない学校生活ですが、健康に留意して元気に過ごしてほしいです。

  ○県外一泊研修会

　12月12日（日）、13日（月）の2日
間で新潟県の越後湯沢温泉方面
へ、㈱サントラベルセンターさんの
バス2台で県外一泊研修会に行き
ました。
　当初、6月に実施予定でしたが、
コロナ感染症の拡大により、延期
しての開催となりました。参加者31
名と例年の半分程度の申し込みと
なりましたが、車中・ホテル等の感
染対策を万全にして、雪国の文化が
育んだ美味しい料理と地酒八海山
に酔いしれ、朝起きたら一面雪景色
のなか朝風呂につかり等 、々参加者
皆様のご協力により素晴らしい研修
会となりました。

東金市

山武市

九十九里町

横芝光町

大網白里市

芝山町



− 6− 税金の 使いどころは さまざまで みんなの生活 支えてる（東金市立西中学校2年生 中田 幸汰さん）

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

部会だより

  ○全国女性フォーラムに参加して

　女性部会では新部会長、副部会長の 3名で 11 月
16 日に開催された女性フォーラム新潟大会に出席致
しました。
　前半は全国の部会長約 80 名による情報交換会が
あり、女性部会の PRや食品ロスについてなど活発
に意見が交わされました。後半は全国 1500 名の女
性部会員が集合し、式典や記念講演会がありました。
記念講演会では元東京藝大の学長であり、東京駅の
「銀の鈴」の製作者でもある宮田良平氏の「ときめき
のとき」をテーマに講演がありました。物事は「む

  ○青年部会セミナー

　12月 3日（金）青年部会主催で、プロの写真家である竹内悠貴先生にお
越しいただき「スマホで伝わる動画の作り方」セミナーを開催しました。実
際に各自のスマホを操作しながら進み、時間内で会社PR動画を作成したり、
参加者同士で動画を撮影し合ったりと、通常の座学とは異なった非常に和や
かな雰囲気のセミナーとなりました。

  ○租税教室（東金市立丘山小学校）

　12月 9日（木）東金市立丘山小学校にて、今年度 2校目となる租税教室
を実施しました。コロナ禍のため、児童たちの 1億円のレプリカ重さ体験を
組み入れるか等、先生との事前打ち合わせを重ね、当日は感染防止対策に最
大限配慮しながらの授業となりました。

ずかしい事をやさしく、やさしい事を深く、深い事
をおもしろく」伝えることが大切であるなど、講師
の人柄があふれる講演会でした。

（女性部会	部会長	佐藤陽子）

左から原島副部会長、佐藤部会長、小川副部会長

　第 35 回「法人会全国青年の集い」佐賀大会が 11月25日（木）、26日（金）に佐賀市内で 2
年ぶりに行われ、今回は 500 名限定の現地参加とリモート併用によるハイブリッドで開催されました。
　本大会のスローガンは「つなぐ　維新の力　輝ける大切な未来へ」であり、佐賀の先人たちが未
来を見据えて学び行動したように、「佐賀の地」から未来の子供たちのために皆様の「チカラ」を集
結し、残念ながら中止となった「ご縁のふるさと　島根」の皆様の「思い」もつなぎ強い「きずな」
で輝ける明るい社会を実現させるために全国各地を「つなぐ」大会を目指すとの大会会長の挨拶
により始まりました。
　初日は、佐賀市文化会館にて部会長サミットを行いました。
　コロナ禍の今だからこそ、見直そう	！
　地域に、そして社会に貢献する法人会青年部の誇りある活動の在り方とは	！
と題して歴代会長によるパネルディスカッションが行われました。

　青年部活動の柱になっている「租税教育活動」は現在 440 単位会すべてで実施され、年間受講者数は 50万人に達するほどの成
長を遂げているようです。租税教育活動では、単に子供たちに税の意義や知識を理解してもらうだけでなく、「思いやり」や「たすけあい」
の心を育んでもらうために、教育内容の質的向上が大切だと改めて認識しました。
　2日目は新たな柱となる、「財政健全化のための健康経営プロジェクト」による「健康経営大賞」プレ大会が行われました。法人会
版の健康経営をいち早く宣言し、実践に取り組んだ190 組のエントリーの中から10 組のファイナリストの事例が発表されました。健
康意識の向上と働き方改革により、若手社員が定着し、長期休職がゼロになった事例等を聞き大変参考になりました。
　今回はコロナ感染予防のため、各単位会部会長1名の参加となりましたが、来年の沖縄大会は、例年通り大勢で参加し全国のメ
ンバーと交流できることを願っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青年部会	部会長　真行寺純一）

青年の集い（佐賀大会）

前列左から2 番目
真行寺部会長



− 7−ふるさとの 未来をつなげ 税金で（大網白里市立瑞穂小学校6年生 渡邉 悠斗さん）

ブロックだより

〔東金ブロック〕

〔大網白里・九十九里ブロック〕

福岡小 東小正気小 豊成小

　令和元年度から行っております小学校への図書の寄贈は、今年度は、福岡小、正気小、東小、豊成小の4
校に贈りました。様々なジャンル、各学年相当の児童図書を学校側に選定していただき、贈呈することが
できました。

　九十九里町教育委員会を通じ
て、町内の小中学校に図書の寄
贈を行いました。大網白里と
九十九里のブロック統合後初の
社会貢献事業となりました。

　社会貢献活動として芝山町文化センター前の上
りバス停に、ベンチの設置・寄贈を行いました。
平成30年度に芝山中学校入口に設置したベンチも
きれいな形のままあり、バス利用者に活用されて
いるそうです。

〜親睦ゴルフコンペ開催〜

　3月18日（金）、今年度もブロック親睦ゴルフコ
ンペを山田ゴルフ倶楽部で開催しました。参加
された方々の健康・安全を考え、パーティー・表
彰式は行いませんでしたが、感染防止対策に留
意し、参加のみなさんは腕を振るいました。

〔横芝光・芝山ブロック〕

〔山武ブロック〕

　山武市教育委員会を通じて、睦岡小、日向小、
山武北小に図書の寄贈を行いました。平成30年度
の事業から続いており、延べ9つの小学校に図書
を贈りました。今後も図書寄贈の事業を続けてい
こうと思います。



− 8− あなたの税 納めて納得 街の笑顔（横芝敬愛高等学校2年生 浦上 彩花さん）

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。

新型コロナ感染防止のため、マスクの着用と検温にご協力ください。
体温が37.5℃を超える方は、入室をご遠慮いただきます。

なお、感染症拡大防止のため中止、延期する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

健康診断健康診断
くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。

年に一度は生活習慣病チェック

一度受けてみませんか？

会員は特別料金（約4割引）で実施しています

●実施日・会場
　８月2日㈫＝ 横芝光町 
　　　　　　　健康づくりセンタープラム
　８月3日㈬・4日㈭・5日㈮＝ 東金商工会館
●健診コース・検査項目
◎Ａコース 全46項目
　計測（身体測定・視力・聴力・血圧・腹囲）・血
液検査（腎・肝・膵機能・糖尿病・コレステロー
ル・高尿酸血症）・心電図検査・胸部レントゲ
ン検査・胃部Ｘ線検査・大腸ガン便検査・診察
◎Ｓコース 全43項目
　Ａコースの消化器系（胃部Ｘ線検査・大腸ガン
便検査）はいたしません。希望される方は、Ａ
又は総合コースでお申込みください。

◎総合喀痰コース（ドック健診）全57項目
  Aコースに腫瘍マー力一（CEA・AFP・
CA19-9） 検査+超音波腹部5臓器（胆・肝・
膵・腎・脾）検査の他、B型肝炎検査+C型衣炎
検査が追加されます。

　〈オプション（別料金）〉
　左記各コース受診の方に対し、ご希望により行ないます。

・アミノインデックス
  （血液中のアミノ酸濃度からガンである可能性を評価）

・Lox-index（脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを検査）
・頸動脈超音波検査
・女性健診
・甲状腺検査（血液中の甲状腺ホルモンバランスを検査）
・腸内フローラ検査（腸内細菌を可視化できる検査）
・新型コロナウイルス抗体検査（単独で実施可能）
・MAST48mix（アレルギー検査）
・ABC検診（胃ガンリスク検診）
・CYFRA（肺ガン腫瘍マーカー）
・前立腺腫瘍マーカー検査（PSA）

《冬の実施予定日・会場》

2023年1月中旬～2月上旬
東金商工会館・山武市 松尾ふれあい館での

実施を予定しています。 さらに、協会けんぽ（全国健康保険協会）に加入されて
いる方は補助が受けられます！



− 9−税金は 日本の社会の 土台なり（東金市立東金中学校3年生 浅野 翔太さん）

消費税インボイス制度が始まります！
令和5年10月1日、制度開始！

令和5年3月31日までに登録申請が必要。

【東金税務署】



− 10 − 納税の 義務が育む 未来の日本（東金市立東中学校2年生 奥田 夏未さん）



− 11 −納めよう 自分の未来と 社会のために（山武市立大平小学校6年生 加藤 結月さん）



− 12 − くらしの中で税金は 見えないけれど 大活躍（東金市立東小学校6年生 敦賀 美遥さん）

東金県税事務所からのお知らせ

令和4年度自動車税の納期内納付について
　自動車税の納期限は、5月31日（火）です。5月2日（月）に納税通知書が送付されま
すので、最寄りの金融機関やコンビニエンスストア、パソコンやスマートフォン等

（クレジットカード、Pay-easy、PayPay、d払い、auPAY、モバイルレジなど）で納期
限までに納めましょう。
　　　（問合せ先）	千葉県東金県税事務所：℡0475-54-0223
	 	 　	 千葉県自動車税事務所：℡043-243-2721

法人県民税・法人事業税の
申告・届出にはeLTAXが便利です

　eLTAX（エルタックス）は、地方税の申告・申請・届出・納税をオフィスや自宅からイ
ンターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。複数の地方公共団体に
も一括で手続きできます。詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。

　　　　　エルタックスホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/
　　　　　（システムに関する問合せ先）
　　　　　エルタックスヘルプデスク：℡0570-081459
　　　　　（県税に関する問合せ先）
　　　　　千葉県東金県税事務所課税課：℡0475-54-0223

事業主の皆様へ大事なお知らせ
千葉県と県内全市町村では

個人住民税の特別徴収を徹底しています

 　所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施す
る義務があります。千葉県と県内全市町村では特別徴収徹底の取組みを行っています
ので御協力をお願いいたします。

　 （手続きに関する問合せ先）	各市役所又は役場の課税課又は税務課
　	（制度に関する問合せ先）	千葉県東金県税事務所	収税課	℡0475-54-0223

 千葉県東金県税事務所（千葉県山武土木事務所の敷地内）
住所：〒283-8501	東金市東新宿17-6	仮設庁舎1階

電話：0475-54-0223



− 13 −一人一人の税が みんなを救う（九十九里町立片貝小学校6年生 中村 隼人さん）

東金労働基準監督署 監督課・総合労働相談コーナー
〒２８３-０００５ 東金市田間６５　電話番号 ０４７５（５２）４３５８

問合せ先



− 14 − 僕らの税 国を支える 柱となれ（山武市立成東東中学校3年生 今井 聡真さん）

Q: お忙しいところありがとうございます。創業が昭和 50 年とい
うことは、今年で 47 年目を迎えるわけですね。お父様が始め
られたお店ですか。

佐藤社長：ええ、そうです両親が 100 坪程の敷地から小さな食
堂を始めました。ちょうど「海のこどもの国」のオープンの年で、
それに合わせた格好ですね。前面道路が拡幅されたこともあっ
て少しずつ店舗は大きくなりました。

　　初めは、初期投資の楽な豚肉料理でとんかつ、ポークソテー
がメインでした。当時、ナイフとフォークを使って鉄皿に盛っ
た料理が気軽に食べられる店なんてこの辺りにはなかったので、
いいスタートでした。今でも当時のお客様がご家族で来られま
す。

Q: 創業時は、都心でもやっとデニーズやすかいらーくが出店し始
めたころですね。ファミリーレストランという言葉すらなかった
時代に、当地でポークソテーは革命的でしたね。

佐藤社長：地元の人たちの心強いアドバイスというか要請もあっ
て、お酒のあてになるメニューとか宴会のできるスペースや地
場産の魚を使った料理などが加わっていって、現在のメニュー
にいたりました。

　　父から私に代替わりしたのは 20 年ほど前ですが、私は 18
から東京、池袋東口界隈のお店で修業しました。ちょうどバブ
ルが始まったころで休む間もなく働いていました。

Q: 仕事へのこだわりは、何でしょうか？
佐藤社長：本当に美味しい食材を吟味して、最高の調理で仕上げ、

お客様が料理を口に入れた瞬間に笑顔になれるよう常に心掛け
目標にしています。

Q: 苦労話のようなものは、何かありますか？
佐藤社長：長くやっていますと、困ったことは、幾度となくありま

したが、苦労したと思うと前向きになれなくなるので、苦労と
は思っていませんね。

Q:では、自慢話のようなものは？
佐藤社長：自慢話はするのも聞くのも恥ずかしいですよね。だから、

ありません。敢えて言えば、私は人との出会いに恵まれている

と思っています。自分が今あるのは、良い人たちとの出会いの
おかげです。

Q: 座右の銘があれば、教えてください。
佐藤社長：多くの名言や辞世の句に救われてきましたが、一つに

絞れと言われたら徳川家康公の遺訓ですね。「人の一生は重荷
を負うて遠き道を行くがごとし．．．云々」です。私は戦国時代
のものが好きで、色々と読んだり調べたりしているうちに出会っ
たんです。

Q: オフの日には何をされていますか？
佐藤社長：定休日は、営業日にできないことをしている感じなの

で、まるっきりオフという日はほとんど無いですね。たまに半日、
自由に使えそうだとロードバイクやら写真、半日帰りの温泉旅
行、釣りに友人との飲み会など出来ることで過ごしています。

Q: 引退後の計画（楽しみ）はありますか？
佐藤社長：死ぬまで現役が目標というか使命だと思っています。「あ

なたの時代はもう終わり！」と言われる時が来るまでは続けま
す。それが楽しみです。

Q: お元気そうですし、引退はずっと先の話ですね。今日はありが
とうございました。

▶代表取締役：佐藤 孝智（さとう たかのり）氏
▶所在地：横芝光町屋形5076-1168
▶電　話：0479-82-0840
▶ホームページアドレス：http://tontei-tukumo.com
▶創　業：昭和50年

ようやく春めいてきた2月末日、昼食時を過ぎてやっと静かになったお店に伺いました。

記者後記

企業戦士の素顔

広い店内は隅々まで清掃が行き届いていて、さっ
きまでお客様がいたとは思えないほど整頓されて
いました。バブル崩壊、海のこどもの国の閉園、
コロナ禍など、たくさんの困難の時代を乗り越え
てこられた経営者なのに、インタビューの中では

一度も苦労話が出ませんでした。会話のテンポがよく、相手を不安
にさせないコミュニケーション力の陰には、内助の功があったのだ
と思います。佐藤社長の時代はまだまだ続きそうですね。

有限会社 とん亭九十九
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− 15 −高めよう 税の知識と 納める意識（東金市立西中学校3年生 森川 明日加さん）

　横芝光町役場からスクールラインを海の方へ南下し、
地元でおいしいと評判のある焼肉屋を左折し、千葉県
道 122 号飯岡片貝を匝瑳市方面に600メートル程進
むと、左側に新隆寺の本堂である順礼堂が静かに佇ん
でいます。向かって左側石門には、「尾垂観音新隆寺」
右側石門には「真言宗智山派補陀落山」と書かれてい
ます。
　実際、石門に「尾垂観音新隆寺」とありますが、令
和元年 9月にわが横芝光町に甚大な被害をもたらした
台風 15 号が襲来するまでは、観音様がどこに鎮座し
ているのか地元の人でさえだれも知らなかったのです。
　台風 15号は、新隆寺に対しても容赦なく牙をむきま
した。銅板葺きの屋根の三面の銅板がめくれたり飛ば
されたりしていて、無残にも屋根の骨組まで露呈する

状態に達していました。このままでは、雨漏りで順礼
堂内部の仏像が二次被害に合う可能性が高いので、内
部を確認することになりました。すると、周知の壇上
の仏像とは別に、両脇室から埃をかぶった状態で多数
の仏像が発見されました。「不幸中の幸い」と言った
ら語弊があるかもしれませんが、台風 15号がきっかけ
で現在に言い伝えられていないほど遠い昔から日の目
を見ることなく眠っていた仏像がようやく目を覚ますこ
とが出来たのです。

　その後の調査により、これらの仏像が、聖観音 34躯、
千手観音 29 躯、十一面観音 26 躯、如意輪観音 8躯、
馬頭観音 2躯合計 99 躯とその他に台座 1組で構成さ
れ合計 100 躯あったことが推定されています。ここか
ら、「尾垂観音新隆寺（順礼堂）の百観音」と呼ぶよ
うになりました。
		この百観音は、「木造としては他にあまり類例がなく
保存状態が良好である」という理由により、令和 3年
2月1日に横芝町有形文化財（彫刻）に指定されてい
ます。

郷土史跡名所めぐり 旧光町の巻その200

新隆寺順礼堂の百観音

小屋根の付いた両脇室から多数の仏像が発見された。

順礼堂

百観音

《史跡位置》
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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。

⇒
納税しよう そうしよう あなたの1歩が 日本の1歩 （山武市立成東東中学校3年生 松野 陽さん）

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。
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事務局だより

年会費の口座振替のご契約をされていない方へ…
年会費の納入は、手数料不要の口座振替が便利です。お問合せ等は、

事務局 TEL．0475-52-0022 までご連絡下さい。

　令和4年度の年会費の引落しを4月18日（月）に行いましたが、引落しの出来なかった会員様
につきましては、再度6月17日（金）に請求させていただきますので、振替前日までにご指定の口
座に準備をお願いいたします。
　また、振込を希望されている会員様につきましても、6月17日（金）までに、既にご案内済みの
振込用紙等でお振り込みくださいますようお願いいたします。

～ 年会費の再引落が6月17日（金）に行われます ～

5月〜9月の行事予定
5月	 11日（水）

27日（金）

6月	 8日（水）

9日（木）

17日（金）

17日（金）

17日（金）

29日（水）

7月	 1日（金）

6日（水）

8月	 2日（火）

3日（水）

4日（木）

5日（金）

13日（土）～15日（月）

24日（水）

9月	 2日（金）

5日（月）

13日（火）

決算法人説明会

第10回　定時総会

マナー&電話応対講座

源泉部会　インボイス制度説明会

県法連　第9回定時総会　役員大会

年会費　再引き落とし

青年部会　インボイス制度説明会

決算法人説明会

新設法人説明会

話し方セミナー

生活習慣病健診

生活習慣病健診

生活習慣病健診

生活習慣病健診

事務局夏季休業

会員増強運動推進会議

決算法人説明会

チャリティーゴルフ大会

税制委員会　研修会

東金中央コミュニティセンター

サンライズ九十九里

東金商工会館

東金商工会館

三井ガーデンホテル千葉

東金商工会館

東金中央コミュニティセンター

東金中央コミュニティセンター

東金商工会館

横芝光町健康づくりセンタープラム

東金商工会館

東金商工会館

東金商工会館

サンライズ九十九里

東金中央コミュニティセンター

東千葉カントリークラブ

東金商工会館

8 月

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




