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6 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

　昨年の春、街が静まり返った頃から、はや 1年。
まだコロナ禍が続いています。人はウイルスに翻弄

されても、私たちを取り巻く自然は、動ずることなく四季は巡り、花は咲く。古来、“笑う”とは“咲
わら

う”
とも表しました。だから、笑顔は人の花。あなたでなければ咲かせられない花がある。
「話の花咲びと」では、会員お一人お一人の好きな花も伺いながら、話の花、心の花を
お届けします。第 1回は広報委員会担当副会長でもある飯田勇一氏を訪ねました。

話の花
はな

咲
さき

びと

前身の高井戸運送株式会社から、冷凍・冷
蔵食品に特化されたのは、いつ頃でしょう

か？

飯田氏 昭和 60 年代です。今でこそチルド食品と
いう言葉は常用されていますが、当時は低

温食品を扱っているのは、牛乳屋さんが多かったですね。
そもそも、なぜ低温食品を扱おうと？

飯田氏 流通、運送の稼業を継ぐことは、子供の頃
からなんとなく覚悟していました。男子は私

だけでしたし、祖父が創業し、父とくればね。ただ
「大学を出たら2・3年は自由にさせてくれ」と父に話
し、大学3年の秋、新聞広告を見て面接を受け、4年
の夏、浜田山にフランチャイズの大手コンビニエンス
ストアをオープンさせました。

ご在学中に？

飯田氏 そう。その頃は学業と両立することはめずら
しくなかった。2年間経営しましたが、コン

ビニエンスストアは24時間開けていますよね。冷凍・

冷蔵食品の入荷の流通を目の当たりにしたんですよ。
そこで、これからはこの低温食品に着目してみよう
と。

60年代というと、今では当たり前になってい
ますが、低温食品がそれほど流通していな

い時代にそこに着目し、運送のノウハウ活かして開拓
された先駆者でいらっしゃる。

飯田氏
いやいや、大変でした。まずは冷蔵・冷凍
用の車輌を備えなければいけなかったか

ら。冷凍車ってふつうのトラックより40％くらい価格
が高いんです。すべて新車というわけにいかず、中古
のトラック買ったりして設備投資の資金繰りに奔走し
ました。でも、うちの強みは倉庫を持っている。

つまり、入荷した品物をいったんプールさせ
る中継地がある。基地のように広いですも

のね。

飯田氏
そう。基地（笑）ほどではないけど、ただ運
ぶだけだと下請け業になっちゃう。倉庫が

あると、入荷先のバリエーションも増えてきます。

「たとえ、十のうち九つ失敗しても、
　　　一つ上手くいけば、それをバネに進んでいける」

TAKAIDO クールフロー株式会社　代表取締役社長　飯田　勇一　
 1922 年創業、1956年創立、関東圏内に5センターを構える。
 低温流通食品の取り扱いに特化した総合物流企業。好きな花：菜の花。

新企画
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最初はどれくらいの規模で？

飯田氏 始めたときは社員20名足らずでした。おか
げさまで、今では車輌165台、従業員300人

規模になり、物流センターも主要高速沿いに5ヶ所、
相模原にもう1ヶ所開設します。

このコロナ禍で、事業拡張とは素晴らしい
です。コロナの影響はいかがでしょう？

飯田氏
もちろん皆さんも大変なように、当社もダ
メージを受けています。飲食業界に品物を

納めていますからね。その業界の不振は響いてきま
す。また一方で、デパートやスーパーで特売を組んだ
りしてくれています。在宅者が増えて、需要が高まっ
ているんですね。とにかく今は辛抱強く切り抜けるし
かありません。

コロナ禍での業務体系に変化はありまし
た？

飯田氏
流通のラインは止められませんから、そこは
出社ですが、社員が会議室に集まって会議

するということをしなくなりました。今、会議室はスタ
ジオです（笑）。　　　

スタジオ？

飯田氏 社員に、映像を撮ったり編集したりするの
が得意な人がいるんですよ。それで月2回、

テレビモニターに私からのメッセージを正午、2時、3
時と夕方6時、夜8時、まるで時報のように全社に流し
ています。あとは、個別のウェブ面談など。うちの仕事
は、夜中の午前0時から明け方6時までが一番忙し
い。自宅で会社のことが気になり、真夜中にリアルタ
イムで現場の様子を確認したりします。全センターに
カメラを完備していますから。社員が、昼夜、業務に
専念してくれている。安全を願いながら画像見ている

と、2、3時間過ぎて夜が明けることしばしばです。コ
ロナ前からリモートを駆使していますね。

オンラインでも、社員お一人お一人を大切に
されています。経営上のモットーをお聞かせ

ください。

飯田氏
企業であるからには、売り上げを伸ばし成
長していくこと。そこで働く人たちの幸福度

が上がらなければならない。業績を上げるには、人の
力、良い人材力が必要なんです。結局、いちばん大事
なことは「人材育成」となります。

2017年にTAKAIDOクールフロー株式会
社に社名変更されたこととつながります

か？

飯田氏 若い人たちが入社したいと集まってくるに
は、イメージ戦略

が必要と考えたんです。そ
こで大手化粧品メーカー
などを手がけた私の知人
デザイナーにロゴマークを
作っもらい、社内案内冊子
も新しくしました。結果、
在職者にもイメージアップ
の波動が起きた。

青色が目に飛び込む素敵な社内案内です
ね。このロゴマークはタイヤでしょうか？

飯田氏 タイヤにも歯車にも見えますが、実はCとT
なんです。
なるほど！他にもイメージ戦略の一端として
「社歌」もお作りになった。

飯田氏 あれはもともと、AKB48の「恋するフォー
チュンクッキー」を聞いて「これだ！」と。当

時、あの曲にあわせて皆、踊りのパフォーマンスの投
稿をしていた。「うちは、皆で踊ることは無理だなぁ
（笑）、じゃ、歌、作っちゃおう」と…。

作っちゃおうって、社長自ら作詞なさった行
動力、素晴らしいです。作曲はどなたに？

飯田氏
家内の友人の菊池一仁さんというプロに頼
みました。浜崎あゆみやV6などに楽曲を提

供している方です。エブリ・リトル・シングの「フラジー
ル」という曲で、日本レコード大賞作曲賞を受賞して
います。

それで、一般の社歌のイメージから離れた
メローな曲調なんですね。

YouTubeで拝見しました。
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飯田氏 ありがとう。あのYouTubeを作る際、会社の
映像と曲を重ねることに苦労したんです

よぉ。でも社歌の反響は大きかった。NHKから取材
を受けたりしました。社員みんなが口ずさめる歌が
あるって嬉しいことですよ。

御社の社内案内を拝見すると、若手社員さ
んの研修制度（別名・高井戸大学といわれ

ている）や中堅、ベテランの社員さんたちへの研修、
表彰にも力を入れてらっしゃる。また、社員さんへの
おにぎり弁当の無料配給も驚きました。

飯田氏 人材は人財です。当社はブランディング人
材育成に力を入れています。本年4月以降

の社員教育体制は5階層で実施し、受講生は60名。

社員の人間的、質的な向上が社を支えてくれていま
す。論語に「近き者説（よろこ）び、遠き者来（きた）
る」とあります。これは、国造りに対する孔子の言葉
だけど、私にとっては会社造りも同じなんです。身近
な社員が喜んで働ける会社であるなら、外部の人が
一目置く魅力ある会社となる。魅力があれば、遠方か
らも人が集まる。でも、環境に甘んじないで、若い世
代の社員には先輩の後に続くだけでなく、仕事面で
自分が創意工夫することに思い切って挑戦してほし
い。たとえ、十のうち、九つ失敗しても、一つうまくい
けば、それをバネに進んでほしい。思えば、私自身失
敗の連続でした。私のことを「運が開けていく人」と
いう人がいますが、失敗する中で多くの人と出会い、
助けられてきたからなんです。

お言葉通り、出会いの中から、現在、ご自
身の会社の運営の他、東京都や関東のト

ラック協会、高井戸警察署関係、当杉並法人会もそ
うですが、数々のお役目を兼任されています。数えた
だけで20団体！いつ、お休みになります？

飯田氏 休んでますよ（笑）。土・日にふらっと信州
の温泉に出かけたりします。北信地方です

が、今ならまだ雪がかぶっている山 を々眺めながら、
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からかもしれないなぁ。
里山を背景に流れる川、菜の花、温泉、朧
月夜。伺っているだけでも、癒されます。リ

フレッシュされたら、またお仕事に邁進される。オン
とオフの切り替えを学びました。最後に杉並法人会
副会長として、一言お願いします。

飯田氏 偉そうなことをいうつもりはありません。た
だ、法人会とも長くお付き合いいただきた

い。「長く付き合っていけば、人の輪も広がる。必ず
いい事があります！」と私自身の経験から申し上げま
す。

本日はありがとうございました。

温泉に浸かるとほっとします。部屋に戻ればパソコン
も使えますしね。

やっぱり、お仕事なさるんですね（笑）今
回、「話の花咲びと」というタイトルでご登

場いただきました。好きなお花はありますか？

飯田氏 季節によって変わりますが、今の時期は、
菜の花ですね。
菜の花！春ですねぇ。

飯田氏
そう、信州・千曲川添いに、今頃になると菜
の花が咲きそろう。それが良くってね。私の

原風景と重なるんです。
原風景とは、この高井戸の地でしょうか？

飯田氏 えぇ。この高井戸で産まれて育ち、社名に
つけたくらいこの土地には愛着があるんだ

けど、今は、私が子供の頃に見たような長閑な風景
がなくなってね。田舎の風景に心休まるのは、原風
景が脳裏に焼き付いているからなんですね。しかも、
私の母は上田の出身だから、私の中には信州人の血
も入っている。菜の花が好きな理由、朧月夜の唄、あ
れは信州の飯山地方を唄っているとも云われている
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　コロナ禍の終息が見えないなか、支援団体など
による無償食品配布の需要は増しています。家庭
や職場で余った食品を寄付してもらい、困窮家庭
や子ども食堂におくる「フードドライブ」が、学
生や職を失った人、一人親家庭、外国人実習生な
ど、多くの方々の心強い支援になっています。

　自宅待機をしている高齢者や一人暮らしの方な
どはスーパーにもなかなか行けず、食事に苦労さ
れています。何かお役に立てればと、法人会でも

「フードドライブ」への協力を継続しています。
2ヶ月以上の賞味期限のある開封前の食品等がご
ざいましたら是非、法人会にお声掛けください。
今回は、会員の皆さまから、お正月のお供え餅や
お米を「フードドライブ」として提供していただ
きました。日付等が不明瞭なものがあったため、
区の環境部ではなく、日本初のフードバンクであ
る「セカンドハーベスト・ジャパン」に提供させ
ていただきましたところ、大変喜んでいただき、
お礼の電話もいただきました。ご提供いただいた
会員の皆さまに、心より御礼申し上げます。
　現在、杉並区には 26 か所の子ども食堂があり
ますが、こちらもコロナ禍でなかなか開催できな

い状況にあります。子ども食堂ネットワークでは
各子ども食堂との情報交換を行っており、再開に
向けて準備中とのことです。
『子供たちに笑顔を……フードドライブへのご協
力、よろしくお願いします！』
『うばい合えば足らぬ　わけ合えばあまる』　相田
みつを

番　外　編
　当会会員である高円寺氷川神社・氏子青年
会では、毎年 3 月第一日曜日に行う餅つきを
40 年近く続けており、近隣の皆さんに喜んで
いただいています。ここ 2 年、色々な事情が
重なり順延しておりました。今年は医療従事
者の皆さんに日ごろの感謝の気持ちとエール
を込めて提供しようと、氏子青年会の皆さま
や、わくわく子ども食堂の由井建設由井社長、
アーバンファミリー榊原社長が中心となって
企画し、区内新型コロナの患者受け入れ拠点
である河北病院、佼成病院に申し入れました。
両病院とも大変喜ばれたのですが、コロナ禍
ではお餅の取り扱いは厳しいとの判断があ
り、急遽高円寺名物『阿波踊りサブレー』に
変更になりました。小中一貫校『高円寺学園』
の中学生の皆さんから、医療従事者の皆さん
への『ありがとうメッセージ』を添えて、提
供の準備を進めているとのことでした。とて
も心温まるお話でしたので番外編としてご紹
介しました。
『感謝のこころを忘れずに　楽しいことを考えて
　乗り越えよう　新型コロナウイルス』

富 士 産 業（株）
秦　　　正　男

E-Mail	:		fujisan3@syd.odn.ne.jp

静電植毛資材の販売／集塵機のメンテナンス
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受章者のみなさま、おめでとうございます
　本年度はコロナ禍により表彰式、贈呈式は中止となり、各団体での贈呈になりました。

　	■杉並区功労表彰（納税功労）

	 		 	 	 大　村　吉　美　

	 	■納税表彰

	 		 平野　弘道（副会長）
	 		 渡邊　幸子（女性部会　副部会長）　

	 ■感 謝 状

	 		 市　　大介　常任理事（青年部会長）	 内藤　一夫　常任理事（社会貢献委員長）　	
	 		 松田　陽子　理事（女性部会副部会長）	 濱野　徳司　監事（第3ブロック　会計）　
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名刺サイズ広告　　87×55ミリ



14 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

　毎年、女性部が取り組んでいる「税に関する絵
はがきコンクール」も今年で10回目となりまし
た。
　今年はコロナ禍ではありましたが、ご参加を頂
ける小学校が5校もあり、しかも応募数はこれま
でで最多の306点となりました。お忙しい中取り
組んでいただいた各小学校と生徒さんに改めて感
謝いたします。作品には「税」への深い理解を感
じさせるものが多くあり、また、世の中の“今”
を取り入れたコロナ感染症に関するものもありま
した。いずれの作品も非常にレベルが高く、絵は
がきに込めた思いを伝えようとする熱意が感じら
れました。
　厳選なる審査の結果、法人会会長賞1点・杉並
税務署長賞1点・都税事務所長賞1点・女性部会長
賞1点・入選10点が選ばれました。
　表彰式は2月8日の杉並第十小学校を皮切りに、
原田女性部会長が訪問し執り行いました。法人会
長賞表彰には渡邊会長、杉並税務署長賞表彰には
佐々木署長もお越しになりました。また、作品を
応募して下さった全児童のみなさんには参加賞を
お渡ししました。
　今年は表彰の様子を全クラスに配信する学校も
あり、これから税を学ぶ低学年の児童さんたちに
も知って頂く良いきっかけになったのではないで
しょうか？

　表彰作品は今後、税務署入口にて掲示する予定
です。また、11月の「税を考える週間」では杉並
区役所ロビーにも展示が予定されております。お
立ち寄りの際は是非、この素晴らしい作品をご覧
ください。

＜受賞された皆さん＞

■杉並法人会長賞　　　　　　
 堀之内小学校　　 唐木　奏奈さん
■杉並法人会女性部会長賞
 杉並第十小学校　 谷口　未来さん
■杉並税務署長賞　　　　　　
 高円寺小学校　　 安井　瑛理さん
■杉並都税事務所長賞　　　　
 堀之内小学校　　 二宮　碧美さん

杉並第一小学校

＜ 選 　 考 　 会 ＞

杉並第七小学校

高円寺小学校

杉並第十小学校

堀之内小学校

第10回「税に関する絵はがきコンクール」
～表 彰 式を終えて～

第10回「税に関する絵はがきコンクール」
～表 彰 式を終えて～
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委任状の再送を希望する方は
お電話ください。
TEL 03-3312-0912

	 お手元に　はがきが　ある方 ない方　	
総会委任状提出のお願い

第9回　通常総会のお知らせ
　令和2年度の決算書類等の承認、役員改選、令和3年度の事業計画並びに予算報告のための通常
総会の日程が下記の通り決定しました。
　開催通知は全正会員にご案内いたします。多数のご参会をお待ち申し上げます。

―――― 　記 　――――

 日　時　	 令和3年　5月27日（木）
	 	 第一部　	 通 常 総 会		 	 （受付 : 午後3時）		 	 	 3時30分から

	 場　所　	 大宮八幡宮　清涼殿　杉並区大宮2−3−1　TEL　3312−7515
新型コロナウイルス禍、本年は第一部通常総会のみの開催です。

出席される方のお名前
を必ずご記入ください

出席または欠席のどち
らかを○で囲んでくだ
さい

空欄でもかまいません

記入いただいた日付を
ご記入ください

総会を欠席される場合
は、必ず法人名・代
表者名をご記入くださ
い。捺印も忘れずに！
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　自社株問題を一気に解決する“特例事業承継税
制”をご存じですか？
　平成30年度税制改正による期間限定措置で、こ
れまでより使い勝手が格段に向上されました。た
だ、特例を受けるためには事前に検討しなければ
ならないポイントが多くあります。十分な検討を
行わないで制度の適用を受けると思わぬ落とし穴
にはまることも。正しい知識を身につけ、知らな
くて損をしてしまうという事態から会社を守りま
しょう。
　次のようなことを知りたい方はぜひ受講して下
さい。

 ·本当に税金が0円になるの？
 ·事業承継税制の概要を知りたい
 ·自社でも事業承継税制を適用できるか？
 ·業績が悪くなっても事業を継続しなくては
 　ならないか？
 ·兄弟間でトラブルにはならないか？

【セミナ－内容】
1.　事業承継の全体像をつかもう！
2.　特例制度の概要
　　（1）贈与税の納税猶予
　　（2）相続税の納税猶予
3.　適用を受けるための要件
4.　具体的な手続きの流れ
5.　事例紹介

《講師紹介》　斎藤　英一（さいとう えいいち）
　　税理士法人　アンシア　代表税理士
　地元、阿佐ヶ谷で“会社を元気
にする”会計事務所を20年以上営
む。幅広いテ－マで、わかりやす
いセミナ－を多数開催。
　著書には「親子で進める二世
帯住宅節税」（幻冬舎）等があ
る。
申込方法： 別紙申込書に記入の上、FAX でお申し
   込みください。

3分の1サイズ広告　　177×86　ミリ

東京無線タクシー
東京無線グループ　　高円寺交通㈱　　新日本交通㈱

『お出かけは　まかせて安心　東京無線』
無料でアプリをダウンロード! !

スマホで呼ぼう! !　　東京無線タクシ－! !　

配車センター 03-3361-2111
ナビダイヤル 0570-550-555

配車実績　東京NO.1
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法人・団体・個人事業主名 代表者氏名  住　　　　所 業種・職業  電　話 ブロック

㈱SAI 斎藤　聡子
杉並区阿佐谷北1－3－8

   　グリーンパークビル２F 
料理教室 03－5356－7301 

斎藤会計事務所　安部さおり 安部さおり 杉並区阿佐谷北1－3－8
   　グリーンパークビル２F 

税理士  03－5356－7301 

合ｔ＆ｔ　㐂なり 及川　琳子
 杉並区阿佐谷南1－15－6

   　第2熊倉ビル1F 
飲食業  03－3316－7773  1

合ｔ＆ｔ　café & bar  ecrue 及川　琳子 杉並区阿佐谷南1－15－6
   　第2熊倉ビル1F 

飲食業  03－3316－7773

㈱エーアンドエス 齊藤　　滋
 杉並区阿佐谷北2－14－4 不動産業・

   　阿佐谷北口ビル601 　不動産鑑定業  
03－5356－6251

㈱システック環境研究所 落合総一郎 杉並区高円寺南3－47－8－208 空調設計  03－5305－3701  2

合真・新・心 山田　真一 杉並区堀ノ内3－29－9 飲食業  03－6454－6462 
3

弁護士法人鎧橋法律事務所 岸本　有巨 杉並区梅里1－8－8－ビル201 弁護士  03－5929－8966 

㈱Global Sourcing Japan 古賀志雄美 杉並区浜田山4－20－12－506 コンサルタント業 03－3377－8312  
4

旬彩　くま蔵 熊倉　康孝
杉並区永福4－4－5 

   　コーポKA　1階店舗 
飲食業 03－6432－6833

㈱せんじゅ 渡邉　勝宣
 杉並区方南2－12－26

   　コリンズ38　１F 
飲食業 080－9399－1010

5
(一社)いちかわ総合相談研究所 市川　明美 

杉並区和泉4－9－6
   　マロード・テルミ202 

相談業務 090－4677－9672

ビューティーサロン永塚光夫の店 永塚　光夫 杉並区堀ノ内3－5－20 美容業 03－3316－6434  
6

(一社)配慮者支援協会 小山　武芳 杉並区和田3－41－18－107 福祉事業 029－879－8140 

青木律夫税理士事務所 青木　律夫 荒川区東日暮里5－50－17－402 税理士 080－5032－8805 

㈲アライアンス 岡本　明久 豊島区東池袋1－35－8－502 保険代理業 03－5992－5155 

日本維新の会　笠原圭司 笠原　圭司 杉並区天沼3－10－2 政党支部 03－5335－7436 

㈱ワタックス 渡辺　正文 埼玉県戸田市新曽1043 プラスティック加工 048－441－1012 

㈱アース 渡辺　尚一
 渋谷区円山町5－5

   　Navi渋谷V3階 
建設コンサル業 03－5050－2337

杉浦　史浩 杉浦　史浩
 杉並区下井草2－18－2

   　キャトルメブージュ101 
サッカーコーチ 090－7712－0898

  

《
管
轄
外
》
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 宅配とテイクアウトできます

 会議・法事・ランチ・ディナー  
おひとつから大量注文まで	 	

	 デリバリー業者対応	 	

	（合同）真・新・心	 03-6454-6462

和酒と小料理　㐂なり
　東京都杉並区阿佐谷南1-15-6　第二熊倉ビル1階

　03–3316–7773	
　平日　16：30～　祝日　15：00～
　定休日：日曜	 	
　インスタグラム：sakabaokami	

女将セレクトの面白い日本酒と小料理で
皆様をおもてなし♪
ぜひお一人様でもお気軽にお越しくださいませ^ ＾

旬彩　くま蔵

〒168-0064
東京都杉並区永福４-4-5	コーポ・KA	A号室
090-7229-2261
月～土、祝日、祝前日 :	18:00 ～翌 0:00	
（料理 L.O.	23:00	ドリンク L.O.	23:00）
定休日：日曜日（祝祭日の月曜日）

店　主

熊 倉　康 孝

障害者グループホーム 
訪問看護ステーション 

ThornCastle 
一般社団法人配慮者支援協会 

東京都杉並区和田3-41-18-107 
茨城県稲敷郡阿見町中郷2丁目23-9 

℡ 029-879-8140 Fax029-879-8144 未来はみんなのために

ビューティーサロン
永塚光夫の店
定休日：火曜日・第２, ３水曜日

3316 ‒6434
166-0013
杉並区堀ノ内3-5-20

定休日：火曜日・第２, ３水曜日

新会員紹介
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名刺サイズ広告（2021年追加修正-２）　　87×55ミリ

居酒屋　桃　串
家呑み　応援団

　杉並区浜田山3－32－6－B1　
　  03-3304-8529

テイクアウト・
デリバリィーやっています

居酒屋がつくる本格的スパイシーカレー・お惣菜・弁当

浜田山駅前
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令和 3年 1月版
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令和3（2021）年度国税庁経験者（国税調査官級）募集

　国税専門官は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の
専門知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。
u　受　験　資　格　	
	 1　平成 3年 4月 2日〜平成 12年 4月 1日生まれの者
	 2　平成 12年 4月 2日以降生まれの者で次に掲げるもの
	 	 ⑴　大学を卒業した者及び令和 4年 3月までに大学を卒業する見込みの者
	 	 ⑵　人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者
u　申　込　手　続　 
	 1　申　込　方　法　	 インターネット申込み
	 	 	 	 	 	 人事院ホームぺ−ジ上の申込専用アドレスをご利用ください。
	 	 	 	 　　　	 ［	http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html	］
	 2　受　付　期　間	 	 令和 3年 3月 26日（金）9時〜令和 3年 4月 7日（水）［受信有効］
	 3　受験案内交付期間	 令和 3年 2月 1日（月）〜令和 3年 4月 7日（水）
	 	 	 	 	 	 9 時〜 17時まで（土・日曜日及び祝日を除く。）
	 4　受験案内交付場所	 東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
	 	 	 	 	 	 　（注）	人事院ホームぺ−ジからもダウンロードすることができます。
	 	 	 	 　　　	 	 ［	http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm	］
u　試　　験　　日  
	 　第 1次試験　	 令和 3年 6月 6日（日）
	 　第 2次試験　	 令和 3年 7月 5日（月）〜令和 3年 7月 16日（金）のうち指定された日時
	 　（注）	詳細については、お気軽に東京国税局総務部人事第二課試験係	（TEL		03–3542–2111　
	 	 内線 2169）までお尋ねください。

令和3（2021）年度国税専門官募集

　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」
を実施しています。採用後は、税務大学校において約3か月の研修を受けた後、各国税局（国税
事務所）が管轄する税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。
u　試　験　概　要	 令和3（2021）年度の試験概要については、令和3年7月以降に人事院及び		
	 	 	 国税庁ホームページへ掲載される予定です。
u　問　合　せ　先	 東京国税局総務部人事第二課試験係（TEL		03–3542–2111　内線	2169）

【参考：令和2年度の実施状況】
u　最終合格者数（全国）：142名
u　受　験　資　格	 令和2年4月1日において、大学等（短期大学を除く。）を卒業した日又は大学
	 	 	 院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して8年を経過した者
u　試　験　日　程	
	 ⑴　受験申込受付期間	 8月
	 ⑵　試 験 実 施 期 間	 9月から12月まで
	 ⑶　最 終 合 格 発 表	 12月下旬
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バルーンでみんなを笑顔に !

　世の中何が起こるかわからない！まさか、こ
んな世の中に成ってしまうとは～！突然降って
沸いたコロナ禍に緊急事態宣言。不要不急の
外出自粛と初めて経験することばかり。皆さん
最近笑顔から遠ざかっていませんか？
　大きなバルーンは大人でも笑顔にしてくれま
すよ。酒販店のお客様は20歳以上の大人の方
ですが、20歳以下の方にもご来店頂く為に、

「もしかしたら将来のお客様になってもらえる
かも？」と。元々バルーンが好きで、バルーンス
クールに参加したのがキッカケで、今では仕事
になっています。お客様のお子さんにも人気で
す。区内の施設に呼んで頂く事もあり、作品を
通して皆さんに笑顔になってもらっています。
　さあ皆さんバルーンで笑顔になりません
か？

Vol. 1

 ㈲當麻商店　代表取締役社長　
 JBAバルーン業務安全管理士 當麻　惠一
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◎4月に予定されている説明会

◎5月に予定されている説明会

◎6月に予定されている説明会

◎7月に予定されている説明会

◎8月に予定されている説明会

　4 月 8 日（木）決算法人説明会は中止となりました。

 　説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容

 　　　　　　　  5月12日（水） 杉並税務署 税理士会・税理士 
申告と決算の基礎知識

 決算法人説明会　
 午後2時〜4時00分　 　　別館 2 階 杉並税務署担当官

 法人税・源泉所得税の改正点と
　　　　　　　　　     　　　  　　　　　　　チェックポイント

   5月13日（木） 杉並税務署 税理士会・税理士 会社の誕生と税金について
 新設法人説明会　      

杉並税務署担当官
 消費税・法人税・源泉所得税

  午後1時30分〜3時30分 　　別館 2 階 　　　 　　　　　　　　　　の基礎知識

 　説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容

 　　　　　　　  6月9･16･23･30日（水）   税理士 簿記の基礎から、３級受験に
 初 級 簿 記 講 座  

午前9時30分〜正午 産業商工会館 　　　
本間　先生

 間に合う勉強です。
　　　　　　　　     　　　　　　　　　 連続講座６月より連続全８回

 　　　　　　　  6月10日（木） 杉並税務署 税理士会・税理士 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会 

午後2時〜4時00分 　　別館 2 階
 

杉並税務署担当官
 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　     　　　　　　　　　 　　　　　　　チェックポイント

 法 人 税 申 告 書  6月24日（木）･ 25日（金） 杉並税務署 杉並税務署 法人税の基礎と
　　
 作　成　講　座 午後1時00分〜4時30分 　　別館 2 階　 　　　審理担当官 　　　　　申告書の書き方 

  説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容

　　　　　　　  7月7･14･21･28日（水）   税理士 簿記の基礎から、３級受験に
 初 級 簿 記 講 座    産業商工会館 　　　

本間　先生
 間に合う勉強です。

　　　　　　　　  午前9時30分〜正午   　　　　　　　 連続講座６月より連続全８回

 そこが  7月6日（火）   税理士  
 　知りたかった　    産業商工会館 　 特例事業承継税制の使い方
 　　シリーズ① 午前9時30分〜11時30分   　　　齋藤　先生

 　　　　　　　  7月8日（木） 杉並税務署 税理士会・税理士 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会 

午後2時〜4時00分 　　別館 2 階
 

杉並税務署担当官
 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　     　　　　　　　　　 　　　　　　　チェックポイント

 　説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容
   　　　　　　　  8月10日（火） 杉並税務署 税理士会・税理士 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　 

午後2時〜4時00分　 　　別館 2 階 杉並税務署担当官
 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　     　　　  　　　　　　　チェックポイント

  8月19日（木） 杉並税務署 税理士会・税理士 会社の誕生と税金について
 新設法人説明会　      

杉並税務署担当官
 消費税・法人税・源泉所得税

  午後1時30分〜3時30分 　　別館 2 階 　　　 　　　　　　　　　の基礎知識
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編 集 後 記　

　昨年、新緑の欅並木のもと、法人会事務局に
参りました。そして中杉通りを歩くセーラー服
の後輩たちが、夏服から冬服に変わり、今、桜
の春を迎えています。
　残念な事に、コロナは未だ収束せず、法人会
のイベントなどの会合は、中止の日々が続いて
います。会員同士、なかなか対面する機会が持
てない時だからこそ、今回の会報では「話の花
咲びと」と「My Moment」を企画しました。
　同じ法人会のご縁です。体験談、リフレッシュ
法、意外な一面など、登場者に共感したり、発
見したりと誌上対面していただけたら、皆様の
輪が広がるかもしれません。回を重ねて、愉し
い連鎖が生まれれば、嬉しい事です。
　欅の葉が色づいた昨秋、会員さん宅に書類を
届けに、自転車で向かいました。途中、卒業し
てから数十年ぶりに見る母校。正門前の住宅地
は高級マンションに様変わりしていましたが、
善福寺川沿いのグラウンドとテニスコートは昔
のままです。懐かしくて、思わずテニスコート

に駆け寄りました。
　フェンス越しに広がる光景。真っ黒に日焼け
して、来る日も来る日も、仲間と部活で白球を
追いかけた頃が蘇ります。高校生の私は、目の
前の事に精一杯で、未来の自分が、ここに立つ
事など思いもしなかった……。
　今、世界中の人々が不安な局面に置かれてい
ます。辛い時は、遅々として、時計の針が進ま
ないように感じます。でも、一日 24 時間、365
日で一年過ぎる。この時の流れは変わらない。
懸命に一日一日積み重ねて行けば、きっと将来

「あのときは、大変だったね」と笑える日が来る
のだと信じています。
　澄み切った空気の中、高校のチャイムが響く
……。変わらないその音色を聞いていると、あ
の頃の私がテニスコートから「だいじょうぶだ
よ」と叫んでいるように感じます。
　今号もお読みいただき、ありがとうございま
した。多くの人のお力を借りて誌面ができ、皆
さまに届きます事、感謝の思いでいっぱいです。

　　　　　　　　　事務局 桐昌代



堀之内小学校
唐 木 奏 奈 さん

── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

発
行
責
任
者:

渡
邊
　
安
雄
　
　
編
集
責
任
者:

當
麻
　
惠
一
　
　
印
刷
所:

㈱
佼
成
出
版
社

法人会では、租税教育活動の一環として、小学生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を実施して
います。令和２年度は、応募作品の中から14作品を表彰させていただきました。

入　選

入　　賞

杉並第一小学校
山川　あねり さん

杉並第七小学校
檜垣　藤乃 さん

杉並第十小学校
長谷　爽花 さん

高円寺小学校
石井　杜季乃 さん

高円寺小学校
宮下　彩 さん

堀之内小学校
宮坂　奏子 さん

堀之内小学校
天羽　虹夏 さん

堀之内小学校
小川　慶太郎 さん

堀之内小学校
諸原　有悟 さん

杉並第十小学校
谷 口 未 来 さん

堀之内小学校
二 宮 碧 美 さん

杉並第十小学校
小川　成瑠 さん

高円寺小学校
安 井 瑛 理 さん

杉
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会
長
賞
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並
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長
賞

杉
並
都
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事
務
所
長
賞

杉並法人会 女性部会長賞




