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2 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

令和 5 年度税制改正に関する提言（概要）

Ⅰ 税・財政改革のあり方

1. 財政健全化に向けて
財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束
後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れ
るよう準備を進めることが重要である。歳入で
は安易に税の自然増収を前提とすることなく、
また歳出については聖域を設けずに分野別の具
体的な削減・抑制の方策と工程表を明示し、着
実に改革を実行する。

2. 社会保障制度に対する基本的考え方
社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡を
「中福祉・中負担Jという正常な姿に改革する
には、適正な負担を確保するとともに、給付を
「重点化・効率化」により可能な限り抑制する
しか方法はない。また、社会保障のあり方では
「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて
見直すほか、公平性の視点が重要である。

3. 行政改革の徹底
地方を含めた政府・議会が「まず院より始め
よ」の精神に基づき自ら身を削ることが重要で
あり、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改
革を断行する。

4. マイナンバー制度
マイナンバー制度は、すでに運用を開始してい
るが、未だ国民や事業者が正しく制度を理解し
ているとは言い難い。コロナ禍の混乱が同カー
ドを利用したデジタル対応をできなかった結果
によるという点を踏まえ、政府は制度の意義の
周知に努め、その定着に向け本腰を入れて取り
組んでいく必要がある。

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

1. 中小企業 の活性化に資する税制措置
中小企業は地域経済の担い手であるだけではな
く、我が国経済の礎である。コロナ禍の影響が
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依然残っているだけでなく、エネルギーや原材
料価格の上昇などが重なり、経営環境は一段と
厳しさを増している。中には廃業に追い込まれ
る例も珍しくない。そうした中で求められるの
は健全な経営に取り組んでいる企業が、持てる
能力を十分に発揮できるような税制の確立であ
る。
⑴中小法人に酒用される軽減税率の特例15％
　の本則化、適用所得金額の引上げ。
⑵「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資
　産の取得価額の損金算入の特例措置」の拡
　充、本則化。等

2. 事業承継税制の拡充
我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献して
いる。中小企業が相続税の負担等によって事業
が承継できなくなれば経済社会の根幹が揺らぐ
ことになる。平成30年度の税制改正では比較
的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的
な対応が必要である。
⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な
　事業承継税制の創設
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
⑶取引相場のない株式の評価の見直し

3. 消費税関係
消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化
に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
ストおよび税収確保などの観点から問題が多
い。このため、かねてから税率10％程度まで
は単一税率が望ましく、低所得者対策は「簡素
な給付措置」の見直しで対応するのが適当であ
ることを指摘してきた。政府は、国民や事業者
への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問
題があれば同制度の是非を含めて見直しが必要
である。
⑴令和5年10月から導入される「インボイス
　制度」について、すでに「インボイス発行事
　業者」の登録申請がはじまっているものの、
　事業者のインボイス制度に対する理解が十分
　に深まっているとは言い難い。さらに新型コ
　ロナは小規模事業者等の事業継続に大きな困

　難をもたらした。これら事業者が事務負担増
　や取引から排除等の理由により休廃業に追い
　込まれることのないよう、当面は現行の「区
　分記載請求書等保存方式」の維持、または免
　税事業者からの仕入税額相当額の8割を控除
　できる経過措置を当分の間維持するなど、弾
　力的に対応すべきである。
⑵インボイス制度を実施するのであれは国は事
　業者に混乱が生じないよう制度の周知を徹
　底するとともに、事務負担が軽減するよう
　な環境整備が必要である。また、課税事業者
　が免税事業者と取引を行うに際し、取引価格
　の引下げや取引の停止などの不利益を与えな
　いよう、実効性の高い対策をとるべきであ
　る。等

Ⅲ 地 方 の あ り 方

今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
だけでなく、自治体と診療所を含む医療機関の
間での意思疎通不足を表面化させ、これによる
混乱は現在も尾をひいている。コロナ禍は ま
た、東京一極集中のリスクも浮き彫りにし、テ
レワークの拡大等により地方への転出が増加す
る傾向も見られた。しかし、その規模は極めて
小さく地方活性化の原動力にはなり得ない。や
はり、地方自身がそれぞれの特色や強みをいか
した活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と
工夫により、新たな地場技術やビジネス手法 
を開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは地方が自立自助の精神を理念と
し、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政
改革を企画・立案し実行していくことである。

提言書の全文は「全法連ホームページ」に掲
載しておりますので、ご覧ください。

https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

̶̶東京法人会連合会̶̶
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　10月13日（木）第38回法人会全国大会千葉大会
に、渡邊会長・中尾組織委員長・笠井事務局長の
3名で出席しました。会場の幕張メッセ幕張イベ
ントホールには全国から約1,600人の方々が集ま
り、生憎の天気にもかかわらず熱気が溢れていま
した。千葉県PRマスコットチーバくんと記念撮
影し場内へ。
　第1部の記念講演はキャスター・ジャーナリス
トの安藤優子氏が登場。『女性がテレビで働くと
いうこと』を演題に、新人キャスター時代の秘話
や苦労話をユーモアたっぷりに話し、場内から笑
い声も起きて、大変盛り上がりました。
　第2部の式典では来賓のご挨拶、表彰状贈呈が
行われ、杉並法人会は以下3つの表彰を受けまし
た。
①　会員増強優秀賞（その年度に顕著な成果を上
　　げた単位会に対する表彰）
　　全国で29単位会　東京で2単位会
②　会員増強表彰（対前年1社以上の純増を3年間
　　継続して維持した単位会に対する表彰）
　　全国で31単位会　東京では当会のみ

③　福利厚生制度推進表彰（その年度、福利厚生
　　制度推進で顕著な成果を上げた単位会に対す
　　る表彰）
　　全国で54単位会　東京で3単位会
　会員の皆さまのご尽力に、心より感謝と御礼を
申し上げます。
　その後「令和5年度税制改正の提言報告」「青
年部会による租税教育活動の報告」が行われ、最
後に大会宣言が掲げられ、全国法人会総連合の全
国大会千葉大会は盛会裏に終了しました。

第38回　法 人 会 全 国 大 会（千葉大会）
合 計 1 , 6 0 0 名 が 参 加
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令和5年度　税制改正スローガン
◉ ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、
       税財政改革の実現を！
◉ 適正な負担と給付の重点化・効率化で、
    持続可能な社会保障制度の確立を！
◉ 厳しい経営環境を踏まえ、
    中小企業の活性化に資する税制を！
◉ 中小企業にとって事業継承は重要な課題。
    本格的な事業継承税制の創設を！

るよう具体的な方策を早急に策定すること
が重要である。
　地域経済と雇用の担い手である中小企業
はわが国経済の礎である。長期にわたるコ
ロナ禍の影響が依然として残っている上、
エネルギーや原材料価格の高騰が重なり、
経営環境は一段と厳しさを増している。健
全な経営に取り組んでいる企業が十分に能
力を発揮し、その土台が揺らがないよう税
財政や金融面での実効性ある対策が不可欠
である。
　われわれ法人会は、「中小企業の活性化に
資する税制」、「事業継承税制の抜本的改革」
等を中心とする「税制改正に関する提言」の
実現を強く求めるものである。
　創設以来、納税意識の向上に努めてきた
法人会は、全国の会員企業の総意として、
以上宣言する。

令和4年10月13日
全国法人会総連合　全国大会

　われわれ法人会は、「税のオピニオンリー
ダーたる経営者の団体」として、「税制改正に
関する提言」や租税教育、企業の税務コンプ
ライアンス向上に資する取組など、税を中
心とする活動を積極的に展開しながら、広
く社会へ貢献していくこととしている。
　新型コロナウイルス感染症により甚大な
打撃を受けたわが国経済は、最悪期を脱し、

「ウィズコロナ」期に入ったと言われている。
しかしながら、急激な物価上昇に見舞われ、
先行きの不確実性が急速に増している。
　国家的課題である財政健全化は困難を極
めている。国債で賄った莫大なコロナ対策
費の償還財源について、返済計画を着々と
進める欧米諸国がある一方、わが国はこの
問題を封印してきた。さらに、先進国で最
速スピードの少子高齢化に加え、人口減少
という深刻な構造問題も抱えている。将来
世代に負担を先送りせず、現世代で解決す
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り未然防止に取り組む調査官の仕事が紹介され
ました。
　そして最後に『署長室にあるもの』とは『皆
さまへの感謝と尊敬』ですと、心温まる言葉を
頂戴しました。

6 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

「税を考える週間」基調講演
　11月9日（水）杉並区役所で、杉並税務署吉田署
長より『令和4年度税を考える週間』の基調講演
が杉並税務懇話会主催で開催されました。

　テーマは『署長室にあるもの』。これからの社
会と税について数字や方向性を、例えば国の収入
（歳入）は約100兆円であり60兆円が税金、40兆
円が国の借金であるなど、プロジェクターを使っ
てわかりやすく説明がありました。後半には『消
費税の不正還付を許さない！』と題した国税庁の
ドラマ仕立ての動画を放映。消費税の不正還付を
企む悪質な納税者に対し、的確な審査・調査によ

11月11日（金）
　～11月17日（木）

署長室にあるもの
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〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-34-16
AIG損害保険株式会社代理店　シンクライフ株式会社

担当：　大 熊

AIG損害保険株式会社代理店　シンクライフ株式会社
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令和4年度　納税表彰受章者の皆さま

【東京国税局長納税表彰】 戸門　循子 副 会 長　　　

【署 長 表 彰】 梶野　隆史 常任理事　 

内藤　一夫 常任理事

由井　営太郎 常任理事　　 

【署 長 感 謝 状】 中尾　博兆 常任理事

井立田　昌顕 理　　事

【都税事務所長感謝状】  

飯田　勇一 副 会 長

【杉並功労表彰感謝状】 

内田　幾雄 理　　事
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1.	 税・財政改革のあり方では、財政健全化に向け
	 て、社会保障制度に対する基本的な考え方、行政
	 改革の徹底、マイナンバー制度について
2.	 経済活性化と中小企業対策では、中小企業の活
	 性化に資する税制措置、事業承継税制の拡充、
	 消費税関係について
3.	 地方の在り方について
等を重点的に提言いたしました。法人会が目指す
『税』と『社会』が実現できるよう、継続して提
言活動を力強く進めていきます。

行動する杉並法人会
　杉並法人会では税制に関する提言活動に力を入
れております。
　常任理事梶野税制委員長と事務局が11月7日に
杉並区議会脇坂議長に、10日に東京都第8区選出
の吉田はるみ衆院議員に『令和5年度税制改正に
関する提言書』を手渡し協力を要請致しました。

杉並区議会脇坂議長 吉田はるみ衆院議員

2023年カレンダー ⃝先着50名に差し上げます
　（但し、事務局まで取りに来られる方）
⃝お申し込みは事務局　03-3312-0912　まで®

法人会オリジナル
キャラクター
「けんた」

サイズ　よこ73cm ×たて 51.7cm
※デザインは変わることがあります

首都圏鉄道ルートマップ
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「30年間続けても、今、なお
楽しい社交ダンス。体感する

のがいちばんです。Shall we Dance? あなたも
踊ってみませんか？」

　50歳のころ、お得意先
に勧められて始めた社交
ダンス。気がつけば80歳
(笑)。自分でも驚いてい
ますが、この世界は、90
歳代の方が現役で、はつ
らつと踊っています。その
方々も私同様、長く続け
ています。ダンスは、健康に良い結果ですね。
社交ダンスは、鹿鳴館（明治）時代、一部の上
流階級の趣きでしたが、戦後、チークダンスな
どの広がりにより、舞踊全体が親しみやすくな
り、ワルツなど正装する社交ダンスも市民権を
得たのです。私が始めた頃は、あちこちにダン
スホールがあり、ブームでした。役所広司さん
演じる平凡なサラリーマンが、ダンスに夢中に
なる映画「Shall we ダンス？」もヒットしまし
た。気持ちわかります（笑）。私は酒屋で、同業
者は少ないけど、魚河岸の魚屋さんたちは、社
交ダンスをやってる人、多かったですよ。昼間、
魚さばいて、夜、ダンス。音楽に合わせて、女性
パートナーとステップを踏む。誰しもが日常の

仕事とは、
異なる空間
です。もち
ろん、最初
から上手く
踊れない。
でも杉並区

には、優秀なプロの先生方がいらして、的確に
教えてくださいます。私が習っている柴田早綾
香先生（統一全日本ダンス選手権ファイナリス
ト）も、今年9月のギャラクシーマスターズ選
手権で、樋口・柴田組で優
勝されました。誇らしいで
す。社交ダンスは独りでは
できない。パートナーや仲
間と和気あいあいレッスン
しながら、上手くなってい
く。できなかったステップ
やターンができると、嬉し
くて、またレッスン。敷居は高くないけど、奥は
深い。やめられないですねぇ（笑）。永福和泉地
域区民センターで、週1回火曜日月3回、17時
から19時。ミヤジマヒデユキダンススクールフ
ラワーサークルという団体で活動しています。
どうぞ、覗きにいらしてください。

「飯島太平氏写真提供」
（連絡先　03-3381-2305飯島）

Vol. 6

「マイモメント」募集します！
	 マイモメント（私のひととき）は、趣味、習い事に限らず、好きな時間（ひととき）を、紹介するページです。		 	
	 自薦他薦、かまいません。ご自分で原稿作ってもよし、インタビューも承ります。
	 次号は春です。お心当たりのある方は、2月末までに、法人会事務局にご連絡ください。
	 	 連絡先　TEL	03-3312-0912　FＡＸ	03-5377-2274　Mail　sugiho@ce.mbn.or.jp

合資会社　三河屋（杉並区和田）　　　代表取締役　飯島　太平
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『税に関する絵はがきコンクール』は今年で12回
目となりました。今年の参加は去年から1校増え
て13校、作品491点の応募がありました。まだコ
ロナ禍である中、ご理解とご協力を頂きました各
小学校の先生方、生徒さんに改めて感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。
　今年の作品は従来の、税が身近でどのように使
われているかを表現したものに加え、今の時代を
象徴する医療関係やタブレット端末などが描かれ
た作品もありました。
　10月中旬に各所で行われた選考会で、杉並法人
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、10月
19日の杉並第十小学校を皮切りに、表彰式が各小
学校にて原田女性部会長により執り行われまし
た。
　会長賞に選ばれた高円寺小学校には渡邊会長、
税務署長賞に選ばれた堀之内小学校には吉田署長
が、都税事務所長賞に選ばれた杉並第二小学校へ
は木下所長がお越しになり、表彰状の授与を行う

事が出来ました。また、参加していただいた生徒
さん全員に参加賞をお渡ししました。受賞した作
品は『税を考える週間』に行われる杉並区役所の
パネル展で11月9日～10日まで1階ロビーに展示さ
れ、区役所を訪れた人に見てもらう事が出来まし
た。更に、税務署からの働き掛けもあり杉並区内
のサミット5店舗とJR阿佐ヶ谷駅・JR高円寺駅に
も展示され、より多くの方に優秀作品を見て頂

き、また小学生が税の勉強に取り
組んでいる事を知ってもらう良い
きっかけとなりました。来年も多
くの学校に参加頂き、たくさんの
応募があるように取り組んでいき
たいと思います。

富士見丘小学校

杉並第十小学校

高円寺小学校

大宮小学校

＜ 選 　 考 　 会 ＞

杉並第二小学校杉並第二小学校

第12回「税に関する絵はがきコンクール」

～ 表 彰式を終えて～

堀之内小学校

杉並第一小学校

第12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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＜受賞された皆さん＞

◆ 杉並法人会長賞　　　　　
	 高円寺小学校校	 野中　　駿さん
◆ 杉並法人会女性部会長賞　
	 富士見丘小学校	 山田　瑞季さん
◆ 杉並税務署長賞　　　　　
	 堀之内小学校　　　	上村　夏撫さん
◆ 都税事務所長賞　　　　　
	 杉並第二小学校　　	渡邉　つむぎさん
◆ 入   選 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
	 杉並第一小学校	 長田　千佳さん
	 杉並第二小学校	 長尾　柑奈さん
	 高円寺小学校	 髙岡　みのりさん
	 高円寺小学校	 岩田　ひよりさん
	 杉並第十小学校	 市川　柚月さん
	 杉並第十小学校	 高田　晃成さん
	 大宮小学校	 島村　美梨さん
	 堀之内小学校	 神本　一龍さん

	 堀之内小学校	 園川　和奏さん
	 堀之内小学校	 大橋　芽依さん

富 士 産 業（株）
秦　　　正　男

E-Mail :  fujisan3@fujisangyo–1957.jp

静電植毛資材の販売／集塵機のメンテナンス



14 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

with今陽子の2演奏でした。特に最後の今陽子さ
んの迫力ある歌に、来場の皆さんは大いに勇気
づけられました。終日のお手伝い、ご苦労様でし
た。

第14回　杉並納税街頭キャンペーン
　10月30日（日）、納税への意識を高めてもらう
ための『第14回杉並納税街頭キャンペーン』が
開催されました。当日は秋晴れのパレード日和
となり、午前10時より杉並区役所前で実行委員
長の岸本杉並区長、杉並税務懇話会の渡邊会長
から挨拶があり、日大鶴ヶ丘高校の吹奏楽部と
杉並第一小学校ジュニアバンドのダブル演奏で
オープニングセレモニーは華やかに進み、その
後総勢250名の皆さんが青梅街道・阿佐谷パール
センターの2コースでパレードをし、『たしかな
納税・たしかな社会・わがまち杉並』をPRいた
しました。

　当会は、青年部会・女性部会の皆さんのご協
力のもと、ご来賓・3税幹部・懇話会のメンバー
と阿佐谷パールセンター商店街を横断幕、のぼ
り旗を立てながら、グッズを配布してパレード
いたしました。阿佐ヶ谷駅南口ロータリーのエ
ンディングパーフォーマンスでは吉田杉並税務
署長・渡邊杉並税務懇話会会長の挨拶のあと杉
並区立第一小学校ジュニアバンドの皆さんに元

インボイス・改正電子帳簿
　　　　保存法対策セミナー
　10月４日（火）、今年最後の『インボイス・改正
電子帳簿保存法対策セミナー』を産業商工会館で
開催しました。

　来年10月から開始となるインボイス制度に、34
名の参加者の皆さんは熱心にメモを取られていま
した。
　また改正電子帳簿保存法も実務担当者には重要
な改正で関心度も高く、質問もあり、講師の脇田
税理士の講義に熱心に聞き入っていました。

秋の研修事業 
『阿佐谷ジャズストリートを応援！』 
　10月22日（土）、第1ブロックでは、阿佐谷ジャ
ズストリートのサポート活動として、阿佐ヶ谷中
学校体育館のパブリック会場で『来場者の案内、
会場の整理に従事し、ステージの始めに法人会の
PR』を実施しました。2年ぶりのジャズストリー
トとあって、阿佐谷の街は大変なにぎわいでし
た。阿佐ヶ谷中学校の体育館では、阿佐ヶ谷中学
校吹奏楽部の演奏、人気バンドHIBI★Chazz-K、
ラテンバンドのCalle	Salud（かじぇさる）の演奏
と続き、トリは、仁科愛&ラテン・カルナヴァル
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気が出る素敵な演奏を披露いただき無事キャン
ペーンを終了いたしました。
　3年ぶりのリアル開催となり、準備に右往左往
致しましたが、盛会裏に終了でき、来年の第15回
の節目の大会開催に向け、リスタートを確認し合
いました。
　ご協力いただいた皆さまありがとうございまし
た。

合 同 研 修 会
　第3・第5ブロックでは、11月14日（月）、東京都
が首都圏の廃棄物問題の解決と環境産業の立地を
促進し、循環型社会への変革を推進することを目
的に、東京臨海部に整備した廃棄物処理・リサイ
クル施設「東京スーパーエコタウン」に、総勢24
名の皆さまにご参加頂き研修会を実施しました。
　最初に見学した食品廃棄物処理施設	株式会社
アルフォでは、廃棄物処理施設でありながら嫌な
臭いが殆どせず、働く人や周辺環境にも配慮が行
き届いている素晴らしい施設でした。
　次に見学をしたのは、首都圏で排出される金属
系廃棄物を中心にさまざまな廃棄物を再資源化し
ている株式会社リーテムの東京工場で、最新鋭の
技術を投入した工場であっても、まだまだ人的パ
ワーが必要な課題の多い分野である事を公開し、

リサイクルしやすいように製品をつくる「環境設
計」の考え方を伝え、SDGsの啓蒙活動にも注力
した素晴らしい工場でした。
　最先端の技術を導入し、大規模な処理能力を誇
る工場群を巨大な消費地である東京のこの場所に
集めた事で、輸送や周辺の環境にも配慮しつつ、
24時間稼働を可能にした東京都のSDGs対応の本
気度を感じました。
　しっかり学び、しっかり交流する、とても有意
義な研修会となりました。

第3ブロック　北山洋司

第2回　異 業 種 交 流 会
　11 月 22 日（火）、杉並区産業商工会館で本年度
第 2回目の異業種交流会が開催されました。
　今回は 19 社 20 名の方からご参加いただき、新
会員企業 7社、女性経営者 6名の方にご参加いた
だきました。
　第一部『グループディスカッション』では講師
からコロナ禍、全国の中堅企業が工夫を凝らした
アイデアで生き残りをかけた企業努力の事例紹介
のあと、グループごとにパンデミックを乗り越え
るための対策とその功罪。今後も続く感染症の中
での企業として生き残るための有効な手段と大切
にしなければならないことは何か？についてディ
スカッションいただき、まとめを個々に発表いた
だきました。
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　また第二部では自社のパンフレット等を配布し
ながら自社 PRの 3分間スピーチを行いました。
　今回は同業の方が少なく異業種の皆さんの独特
な工夫や手法の発表が続き中身の濃い自社発表会
となりました。また、全体として大企業では持ち
合わせていない、緻密でユニークなアイデア、戦
略が披露され地元に定着しつつある中堅企業の強
みを感じました。
　来年度は今回の開催メリットをより深くして 6
月に開催したく企画いたします。
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にもなる。当時の父と母は、この金額に治療を
あきらめようと思ったそうだ。
　今、私は中学 3年生だ。人より低い身長も体
つきも含め、自分のことを大切にしたいと思え
るようになった。治療を受け、だんだんと自分
に自信がついて、様々なことに挑戦できている。
　治療費は、医療費助成制度で大部分がまかな
われていたそうだ。本来私の両親が負担するは
ずだった 300 万円を、国中の人々が少しずつ出
した税金でまかなってくれた。私だけではない。
あの総合病院には、たくさんの人がいた。待合
室はいつも人であふれていた。そしてその大勢
が、税金によって高額な医療費のかかる治療を
受けることができ、今を明るく生きている。
　当時の私に、医療費助成制度が自信と未来を
くれたように思う。税金がなければ今の自分に
は出会えなかった。ポジティブな考え方で毎日
を過ごすことはできなかった。私たちが国にあ
ずけた税金は、明るい未来の支えになる。様々
な人の優しさが形となって、誰かの未来をつく
りだす。その未来は、優しさからできた明るい
未来だ。
　私もその優しさの一部となって、自分の、日
本の未来を明るく照らしたい。納税を通して、
誰かに自分の優しさを届けたいと思う。未来に
向かってできることをする。そんな考え方が、
この先納税を通してもっと広がっていってほし
い。

　杉並納税貯蓄組合連合会・杉並税務署共催で行われる、中学生の『税についての作文』で栄えあ
る各賞を受賞した作文の中から『国税庁官賞』受賞作文と杉並法人会会長賞受賞作文をご紹介いた
します。

【国 税 庁 官 賞】
「優しさの形」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　	杉並区立高井戸中学校　3年　吉田　麿奈　
　税金は、私に明るい未来をくれた。
　小学 2年生のころ、私は病院で「思春期早発症」
と診断を受けた。通常は 11 歳ごろから始まるこ
とが多いとされている思春期が、早く始まってし
まうという病気である。何らかの原因で性ホルモ
ンが早い時期から盛んに分泌されるようになり、
低身長や嫌がらせの原因にもなることがある。小
学 2年生にしてすでに女性らしい体つきをしてい
た私は、「自分は他の子と違う」と不安を抱いてい
たし、そうやって周りと比べる自分が何より嫌い
だった。
　そんな体の変化を受けて、母と一緒に病院へ行
き、治療を受けた。リュープリンという性ホルモ
ンの分泌を抑える薬を注射し、思春期の進行を遅
らせるのだ。私は小 2から始めて約四年間、治療
を受けていた。
　この治療はお金がかかる。月に 1回、大きな総
合病院でリュープリン注射と尿検査、3か月に 1
回のレントゲン検査と血液検査があった。他にも
不定期にお腹のエコー検査をしたり、点滴を受け
たりと様々だった。リュープリンは一瓶約 2万 8
千円、1回で 2瓶を注射していたので、ひと月に
約 5万 6千円はかかる。4年間では約 270万円だ。
その他検査にかかるお金を含めると、約 300 万円

令和４年度　第55回　中学生の『税についての作文』



19── 会員増強にご協力下さい。──

ためには基準と審査が必要だ。健康で文化的な
生活と言われても正直ピンとこない、いかにも
曖昧な感じがある。そこに基準を設けるのは難
しそうだ。しかし、その基準「生活保護法」の下、
たくさんの困窮している人々の生活が助けられ、
もしも自分や家族に助けが必要になった時の救
いになるだろう。人の為になる良い税金の使わ
れ方だと思う。また、こんなケースも聞いた。
生活する為に必要不可欠な道具を贅沢品と捉え
られ保護を受けられない人。病院の診断書を盾
に保護を受け、働ける身体でも働かず遊興に耽
る人。良い基準があっても全ての人に適切に当
てはめるというのは難しいことなのだ。受給者
の良心も必要だろう。
　どうすれば、正しく税金が使われ本当に困っ
ている人を助けられるのだろう。人が人を思い
それが反映される社会にすることが出来るのだ
ろう。考えてはみたが今の私には名案などすぐ
に出せるものではなかった。人には色々な見方
や捉え方がある。どれが正しいかなんてなかな
か言えない。それでも、誰もが本当の意味で人
として尊厳ある暮らしができる世の中になった
ら良いのにと思う。だからこれからの未来をそ
んな世の中にできるよう私なりの答えが出るよ
う、しっかりと考え学んで行きたい。今私がこ
うして学ぶことができているのも税金の恩恵な
のだから。

【法人会会長賞】
「恩　恵」
　杉並高円寺学園
　杉並区立高円寺中学校　3年　岩藤　仁奈
	　「健康で文化的な最低限度の生活」とは、どの
様なものなのか。特に文化的とは曖昧な基準に思
える。人により価値観は様々だ。曖昧なものを適
切な基準で評価することは難しい。ましてや大事
な税金を使って行使する事由となれば、賛否があ
る事は否めない。
　この作文にあたり、どの様な税があるのか少し
調べてみた。まずは分類として国税と地方税があ
り、うち地方税は都道府県税と市町村税に分類さ
れている。種類として、消費税・所得税・住民税
など大きく八種類とその中で更に分かれ実に様々
な税がある事を知った。私の様な中学生には税金
と言われても身近に感じられるのは消費税くらい
だが、親や大人達が一生懸命働いて納税した税金
によって私たちが受ける恩恵は多くあるようだ。
今私が学校に通っていることもそのひとつで、誰
もが平等に学ぶ権利を保証してくれている。
　また、税金の使われ方で気になったものがある。
昨今の新型コロナウイルスの影響で仕事を失う人
が多くなり、申請が増えている生活保護という制
度だ。生活保護とは、簡単にいうと国や自治体が
「健康で文化的な最低限度の生活」を日本国民に保
障する為に設けた公的扶助制度である。受給する
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阿佐谷ジャズストリート実行委員会 第 1ブロック
 業種：文化団体
約30年に及ぶ実績。ジャズを中心に幅広いネット
ワークを持ち、地域貢献、企業PRのお役立ちに。
杉並区阿佐谷南1-36-10 阿佐ヶ谷わがふるさと館4F
tel.03-5305-5075  https://asagayajazzstreets.com

株式会社 JFK	 第 1ブロック
 業種：アニメ制作

杉並区阿佐谷南3-37-2
tel.03-5347-2341   

旅サロン海っ子八戸 第 1ブロック
 業種：飲食業
青森八戸郷土料理・青森酒蔵直送地酒の店。
個室、カウンターもあり様々なご利用ができます。
杉並区阿佐谷北2－13－4 ハイツセブン2F
tel.050-5494-3816 

有限会社プリント・イン 第 1ブロック
 業種：印刷業
印刷、ハンコの事ご相談ください。
南阿佐ヶ谷駅付近、杉並都税事務所となり。
杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ102号
tel.03-3393-6588

Ai	Music	Gallery 第 1ブロック
 業種：音楽教室　コンサート・イベント企画
子供からシニアまで…楽しさ広がるレッスン！音楽と一緒に
潤いのある毎日を過ごしませんか？（随時無料体験実施中）
杉並区阿佐谷南3-25-3
tel.090-1538-8904

株式会社フォート 第 1ブロック
 業種：卸売業

杉並区成田東5-39-12-306
tel.03-5325-3377 

株式会社カラダ・リバランス 第 1ブロック
 業種：柔道整復　整体
身体のお悩みを抱えている方や病院で異常なしと診断され
ても、痛みや不自由さで悩んでいる方の改善をいたします。
杉並区阿佐谷南3-3-1 戸門ビル1F
tel.03-6279-9205 https://balance-labo.tokyo

株式会社	マリア保育園 第 2 ブロック
 業種：保育園

杉並区高円寺北2-2-18
tel.03-3338-9634   
https://www.mariahoikuen.com

何でも屋	 第 2 ブロック
 業種：何でも屋
ゴミの片づけから内装工事、小さな事から大きな事まで、
何でもご相談ください
杉並区高円寺北2-25-5 
tel.03-3338-8110 

エトアール通り商店会 第 2 ブロック
 業種：商店会
懐かしくレトロな佇まいの老舗から若者に人気の
おしゃれなお店まで、集まっています
杉並区高円寺南3-44-13
tel.03-3315-0625   https://koenji-etoile.com

株式会社べルピア 第 2 ブロック
 業種：寝具販売業
今年で創業100周年を迎えることが出来ました。
永年の皆様のご愛顧に感謝申し上げます。
杉並区高円寺南3-57-1
tel.03-3311-4522   

松本浩一	 第 2 ブロック
 業種：内装工事
杉並を住み良いグラウンドに。
杉並区高円寺南4-5-6-5D
tel.03-5377-4173   
https://matsumotokoichi.web.fc2.com

ちんとんしゃん	 第 2 ブロック
 業種：飲食業
日本酒メインの落ち着いた居酒屋です。

杉並区高円寺南4-24-11
メール　chintonshan2@gmail.com

リフレッシュ整体心手館	 第 2 ブロック
 業種：整体師
創業平成11年。首肩腰足、全身疲労を癒します。

杉並区高円寺南4-29-8 シャルマンハイム103
tel.03-3315-2743
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Mコーポレーション株式会社	 第 6 ブロック
 業種：不動産賃貸、船舶貸渡業、太陽光発電事業

杉並区堀ノ内3-25-3
tel.03-5932-2890 

へんみ	純一	 	 第 5 ブロック
 業種：杉並区区議会議員業
石原のぶてる元衆議院議員秘書10年。
杉並区民の為に働きます。よろしくお願いいたします。
杉並区成田東1-30-8  わいえむガーデン2-202 
tel.070-4478-3604  https://henmijunichi.wixsite.com/home

わがまちクリニック	 第 6 ブロック
 業種：医師
医療よろず相談、承ります。正しい知識で心配を
なくしましょう。
杉並区和田1－17－1  朝野ビル2F
tel.03-6382-5965  https://wagamachi-c.com

焼鳥RYOMA	 	 第 6 ブロック
 業種：飲食業
炭火焼き鳥、郷土料理をお楽しみください。
美味しいお酒もご用意しております。
杉並区和田3－59－11  シーボニア東高円寺ビル1F
tel.03-3317-7776   

江戸流行婦凛株式会社	 	 管　外
 業種：菓子製造販売
店舗は持たずにインターネットのみで、贈答用の
プリンを製造販売しています。
杉並区下井草3-29-10  佐藤ビル2F
tel.03-6913-9516   https://www.thpurin.com

有限会社さがみ青果西荻店	 第 2 ブロック
 業種：青果業

杉並区高円寺北3-25-26
tel.03-3339-0002   

株式会社ソーカンサービス	 	 管　外
 業種：管工事業ビルメンテナンス
水道のこと、何でもご相談ください

中野区弥生町4-11-3
tel.03-3380-6681

株式会社光菱コーポレーション	 	 管　外
 業種：総合商社（イベント広告代理店）
お客様からのご要望に応じた販売促進企画サービスを提案
致します。
渋谷区初台1-51-1  初台センタービル3F
tel.03-3379-8866

安田	真理	 	 	 管　外
 業種：フリーアナウンサー
杉並の明るい未来に向けて！
港区南青山5-4-35  たつむら青山ビル707
tel.090-2377-9867
http://www.so-pro.co.jp/talent/view/116
✉ yasudamari.suginami@gmail.com

株式会社ポーラスター	 	 管　外
 業種：飲食業
北信州　湯田中温泉です。
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏4123-12  
ポーラスタービル2階
tel.070-2175-9955   

美医食同源 felice.こころみ	 第 3 ブロック
 業種：飲食及びサービス業
築８０年以上の古民家カフェ。2Fには、エステルー
ムもあり「美・医・食」を体感して頂けます。
杉並区高円寺南2-53-7 
tel.03-3313-6576   https://www.biishokudougen.com

トーワハウジング株式会社	 第 4 ブロック
 業種：不動産業
浜田山駅1分、地域密着の不動産屋です。
杉並区浜田山3-24-7
tel.03-3329-0237   
http://hamadayama.co.jp/

株式会社	HUG	 	 第 4 ブロック
 業種：サービス業
演奏家さん、芸人さん、歌手の友達がたくさんおり
ますので、ステージのご要望承ります。
杉並区下高井戸4-44-10
tel.090-7185-4610 https://hug.instatry.jp/
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贈答用高級プリン
こだわりの原材料

上は滑らか下はぷるん食感
２層のプリン

インターネット販売
http://thpurin.com
03-6913-9516

　毎年の恒例行事、中杉通り沿い歩道の清掃活動
「クリーン作戦」を、10 月 18 日に開催しました。
当日は、朝からどんよりとした空模様で、早々と
法人会事務局にお集まりいただいた皆さまから、
「雨が降り出す前に、やりましょう！」と意欲的
なお声が上がり、30 分前倒しで、10 時よりスター
ト致しました。総勢 14 名、黄色の法被やジャン
パー姿で、生け垣の下を覗き込んだり、車道の際

まで、ゴミ収集に集中しました。今回、初めて参
加された女性会員の方が、子供の頃（岐阜にて）、
学校ぐるみで、地域のお掃除に繰り出したことを
懐かしく思い出し、普段は足早に通り過ぎる中杉
通りを、皆さんとゆっくり歩むことで、違う景色
を感じることができ、楽しかったとご感想を寄せ
られました。心配された雨も降らず、最後は笑顔
の記念撮影。皆さま、ありがとうございました。

新 入 会 員 紹 介新 入 会 員 紹 介

ク リ ー ン 作 戦 を 開 催

新 会 員 紹 介
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　そのあとケータリング
サービスを利用したアフ
タヌーンティーを楽しみ
ました。コロナの影響で
久々の懇親会でしたが、
役員の方々のご尽力によ
り 35 名の大勢のご参加を頂き、賑やかで大変喜
んでいました。杉並法人会女性部会の更なる発
展を祈念して初秋研修会を閉会致しました。役
員、関係者の皆様、大変お疲れ様でした。

　　佐山　朝子

『年末調整のしかた』等の説明会を開催
　杉並税務署との共催に
よる「定例研修会」を、

11 月 16 日（水）午後 2時から杉並税務署別館大
会議室で開催し、14 社 24 名の皆さんが参加され
ました。
　小岸杉並税務署統括国税調査官及び花形部会
長から挨拶を頂戴した後、西川上席国税調査官
より「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金
控除」も電子データでの提出が可能になった等
の本年度の改正点にも触れられながら、年末調
整や法定調書に関わる手続き・計算方法等につ
いて、丁寧な解説・指導をいただき、最後に勝
俣副部会長の挨拶をもって、2時間の説明会を終
了いたしました。

インボイスセミナー
　青年部会では部会員22
名の皆さんが参加して、

10月26日(水)、阿佐谷区民センターで平野会計
事務所所長、杉並法人会副会長である平野弘道
税理士によるインボイス制度のセミナーを開催
いたしました。

令和4年度　初秋研修会
　10月4日(火）、今年 4月
にオープンしたばかりの阿

佐谷地域区民センター第 4・第 5 集会室にて久しぶ
りに杉並税務署署長	吉田憲司氏を講師に初秋研修
会を開催しました。
　松田副部会長の司会で原田
部会長、杉並法人会渡邊会長
からご挨拶を頂き、吉田署長
の講話に入りました。
　吉田署長は、富山県滑川市
の出身で、家業を継がず大学
を卒業してサラリーマンにな
りましたが、「税」の仕事に携わるとは思わなかっ
たそうです。

　研修は、財務省からのパンフレット「もっと知
りたい税のこと」を参考に「税」の現状を知ろう
と、国の税収や財政の状況等についてお話くださ

いました。また、令和 5年 10 月から始まる消費
税の「インボイス制度」導入について説明があり
ました。「インボイス制度」や「スマホ申告」など、
高齢者にとっては、ややこしく、理解するのに時
間がかかります。
　研修会後半は懇親会に入りました。
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らんなご意見や工夫された会の運営方法のご紹
介があり有意義な意見交換会となりました。

第36回「法人会全国青年の集い」
沖縄大会

　令和4年11月24日、25日に沖縄アリーナで第36
回「法人会全国青年の集い」沖縄大会が開催さ
れ、当部会より部会長・副部会長、及び部会員
の14名が参加しました。24日には租税教育活動
プレゼンテーション/健康経営大賞が行わ
れ、部会長ウェルカムパーティーが開催されま
した。

　翌25日には、部会長サミット・会員交流分科
会「租税教育活動及び健康経営プロジェクト」
が開催され、午後からは「財政健全化につなげ
る！健康経営の実装と実践」の演題で吉村健佑
氏（千葉大医学部附属病院　特任教授・産業
医）の記念講演の後、平良大会会長の開会宣言
で大会式典が盛大に開催され、全国の青年部会
の連携をより強化致しました。
　また、東法連青連協第4ブロックでは、独自に
24日『東法連青連協第4ブロック	ブロックナイ
ト』を開催し親睦を深め、より団結を深めるこ
とができました。
　来年の第37回「法人会全国青年の集い」は山
形県で開催予定です。

　先生から「業者は仕入れ先から交付を受けた
インボイスがないと仕入れ消費税が差し引け
ず、また仕入れ先がインボイスを交付するため
には登録が必要」という内容で、2023年10月1日
から導入される「新しい仕入税額控除」の方式
である制度として、原則「適格請求書発行事業
者の登録申請書」を3月末までに提出する必要が
ある等、詳細にわたり説明があり、部会員の皆
さんは来年から始まる、お仕事に直結する制度
であることから熱心にメモを取っていました。
　セミナー終了後には杉並税務署統括官から補
足説明と早期登録依頼があり、とてもタイム
リーで有意義な勉強会となりましたました。

東法連第４ブロック合同会議を開催
「最近の税務調査の動向
　　　　　　および調査体制」
　11月8日（火）18時より西新宿のハイアット
リージェンシー東京で東法連第4ブロック合同会
議を新宿法人会主催で行われました。
　当日は元新宿税務署長・税理士・行政書士　
髙橋　工　氏から「最近の税務調査の動向および
調査体制」のご講演をいただきました。

　3年ぶりの開催となり、参加された板橋・中野・
練馬西・新宿・練馬東・荻窪・豊島・杉並の各
会の会長、副会長、事務局長等から、ざっくば
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　	 話の花
はな

咲
さき

びと 	

グループ展覧会の最中に伺って、すみませ
ん。素敵なギャラリーですねぇ。こだわりの

内装や窓、作られたのでしょうか？

濱田氏
いいえ、ここはもともと設計事務所だったの
です。20年前に谷中から越してきて、内装

は当時のままです。出窓が室内の方に膨らんでいて、
こだわりの設計です。私も気に入っています。

谷中！谷根千（谷中、根津、千駄木）ブーム
で、私、よく参りました（笑）。夕焼けだんだ

んという坂から続く谷中銀座も有名ですね。お近く
ですか？

濱田氏
そちらのほうでなく、両親がギャラリーを始
めたのは、谷中霊園の桜並木のそばでし

た。谷中は、母が生まれた町で、空きテナントがあ
り、借りないかということになって……。その頃、私
は、まだ大学生でした。

濱田さんの「GALLERY工＋with」のホー
ムページ、拝見したら、代表が郁子さんとあ

りました。お母様なんですね。

濱田氏
はい。父はまだ勤め人でしたから、とりあえ
ず、母がギャラリーを始め、父が退職後、二

人で手掛けたわけです。
お父様の濱田哲二さん、マッキャンエリクソ
ン博報堂でご活躍されたクリエィティブ・

ディレクターでいらっしゃいますね。誰もが知るとこ
ろのコカ・コーラやアサヒビールなど、数々のテレビコ
マーシャルに関わっていらっしゃる。そのお父様が加
われば、ギャラリーも好発進されたのでは？

濱田氏
えぇ。父は、日大芸術学部放送学科卒で、
落語研究会に所属していたのですが、後輩

に高田文夫さんがいて、その高田さんのお声がけで、
「やなか高田堂（芸人さんたちのアート展）」を、開催
しました。これは、反響がありました。何千人も来場
されたのを覚えています。

大盛況！	噺家さんたちは、多芸ですもの
ねぇ。おもしろい企画です。

濱田氏
ありがとうございます。芸大もギャラリーか
ら近かったので、

芸術家の卵さんたちにも、
活用してもらいました。谷中
は、良い場所でしたが、私
たち家族は、杉並に住んで
いましたので、ギャラリーの
看板犬（愛犬）を連れて、車
で通うこともきつくなり、ご
紹介もあって、思いきって、
ここ梅里に移りました。

マンションの庭とは思えない
四季折々の木々に囲まれた

ギャラリースペース。好きなものたちと暮らす生活は、心を豊か
にしてくれます。今回の花咲人は、「GALLERY 工＋with」を運営し、イベント
の印刷物を手掛ける濱田　始さん。たおやかな方です。伺った日は、あいにくの
雨でしたが、お話ししているうちに、雨音さえ優しく感じる居心地の良い空間と
なりました。

第6回

「人と物と事を繋いで、27年経ちました。たくさんの人に支えられ
ています。その感謝の思いを込めて、＋withを付けました。父と
母がつくったギャラリーを、守りながら、制作物のお仕事も、次は、
何を作れるのだろうとワクワクするんです。」 好きな花　玄関の老木の梅

　　　　　　　　　　
有限会社　工

こう
企画・GALLERY 工

こう
＋with　副代表　濱田　始

はじめ

杉並区梅里1-8-8-301　TEL03-3313-5065　ギャラリーは101
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こちらは、新高円寺から徒歩3分ほど、五日
市街道そばにこんなに木々に囲まれた静か

な空間があるとは、驚きです。今は、始さんがギャラ
リーを？

濱田氏
はい、こちらに来てから、父が身体を壊して
亡くなり、母は脳梗塞で倒れてしまい、現

在、自宅で療養中です。母を介護しながら、仕事をし
ています。

そうでしたか。ホームページにはお父様の
随筆記事や写真が、載っています。思い出

が詰まっているようです。収集されている壺などの骨
董品の数 も々、拝見しました。

濱田氏
はい、父も母も、焼き物、雑器が好きで、よ
く集めていました。父は生前、古いものは、

そのままあるだけでは、ただ、単に古いもので終わっ
てしまう。その古いものを今の生活の中で、こんなふ
うに使うといい感じだなとアイデアをいかして活用す
る「今様コットウ・ライフ」を推奨していました。

それは、素敵なことです。こちらでは、入り
口に大きな焼き物の壺が、傘立てになって

いますものね。私も、火鉢を水槽にして、金魚を浮か
べたり、器を植木鉢にしたりと工夫されている方々に
お会いしたことがあります。そういったライフスタイル
は、生活を愉しむことに繋がります。

濱田氏
えぇ。使う人のアイデアで、昔の作品が息づ
いてきますよね。アンティークだけど、眠ら

せない。うちは、寝ている品も多いのですが（笑）
それだけ、たくさんの陶器は、管理が大変
ではないですか？東日本大震災の時なん

か、ガッシャ―ンと（泣）？

濱田氏
そうなんです。あの時は、父が健在で、ロン
ドンの蚤の市で見つけたお気に入りの壺が

割れてしまい、悔しがって、破片をかき集めて、接着
剤で復元しました。でも、どうしても、ワンピース見つ
からず、穴があいた壺となりました。（笑）

残念！でも、それもご家族の思い出のアート
作品になりましたね。

濱田氏
両親の収集癖から、始まったようなギャラ
リーですから、居住空間にものが溢れてい

ます。母のお世話をしてくださるヘルパーさんや訪問
ドクターや看護師さんたちに申し訳ないくらい。「片
づけたい　暮らしの文藝」という本が、私のバイブル
です。

それは、片付けの指南書ですか？

濱田氏
いいえ、赤瀬川原平さん他数名の方のエッ
セイ集で、どちらかというと片付けられない

物への愛着が書かれてまして、共感してしまうので
す。（笑）

わかります。私ももっぱら、溜め込むほうで
して、「断捨離」しなきゃと思いつつ、捨て

られない（泣）、今だって、展示されているかわいい
作品が気になっていますもの（笑）

濱田氏
えぇ。ギャラリーにいらっしゃるお客様は、
高齢な方でも、気にいった作品を、購入さ

れます。それが、生活雑貨として、現在、不足している
わけではないのです。気にいったフォルムや色の作品
をそばに置きたいという心理だと思います。

それは、まさしく一目惚れ、ときめきのよう
な感覚ですね。その気持ちは、大事なこと

かもしれません。もちろん、無駄をなくすことも大事で
すが……。

濱田氏
「あぁ、この素敵なカップでお茶を飲みた
い。」となり、それが実現することは幸せで

すものね。ささやかな幸福を積み重ねて、生活を愉し
もうと、私自身思っています。

ギャラリーの入り口に、「桃源郷」の書が、
かけてありました。と

うげんきょうと書の言葉を発す
るだけでも、穏やかな心地にな
るのは、不思議ですね。どなた
の書でしょう？

濱田氏
祖父の文字です。祖
父は書家でした。濱

田如
じょ

月
げつ

と申します。
「GALLERY　工」の工の文字も、祖父が書いた文
字です。「字は体を表す」といいますが、祖父の残し
た書で癒されていただくと、嬉しいです。

この空間の居心地の良さは、体験されるの
がいちばんです。作家の作品展に限らず、

落語会もなさるんですね。

濱田氏
はい、ご縁のある噺家さんを招いて、高座
を作ります。開催の折には、ご案内しますね。
落語といえば、杉並法人会と濱田さんのご
縁も、チャリティまつりの制作物をお願いし
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たのが、きっかけです。
2018年開催の第19回か
ら、ポスターやチラシを
作っていただいていま
す。19，20回の中心ゲス
トは小遊三師匠。21回
は、たい平師匠。その
後、コロナ禍で、中止続
きでしたが、来年3月3日
の22回は、一之輔師匠
をお招きして、桃の節句

ならぬ笑いの節句を、法人会としても企画していま
す。濱田さんのポスターや今号に同封しているチラシ
の宣伝力は、効果大です。ありがとうございます。

濱田氏
こちらこそ、お世話になっています。チャリ
ティまつりのポスターは、落語家さんが目立

つように大きくデザインしています。
デザインなどは、学生時代に学ばれたので
すか？

濱田氏
いいぇ～。私は、英米文学科。文学部卒で
す。（笑）ですから、印刷物のデザイン、作

成は独学で勉強しました。出来上がりが、依頼され
た方のイメージと一致すると嬉しいです。チラシか
ら、ポスターに拡大する時などは、手間がかかるので
すが……今、そのお仕事の依頼は、ほとんどがご紹
介で、ありがたく思います。

濱田さんの印刷物が良い仕上がりだから、
紹介の輪が広がるのですね。

特に営業活動されていないのでしょう？

濱田氏
えぇ。ただ、地域にねざそうという思いがあ
り、地元の方の紹介で、高円寺地域セン

ター協議会の委員となり、いろいろな方と交流でき、
自然に皆さんと仕事のお話もしています。地域や町会
の繋がりの大切さを感じています。

たしかに、向こう三軒両隣、町会がコミュニ
ケーションをとれていると、災害の時も助け

合うことができます。これは、落語の世界観にも通じ
るような……。

濱田氏 そう、落語は、ご近所のお付き合いが密で
すものね。地域に限らず、仕事上や母の介

護においても、たくさんの方々に支えられています。
ありがたいです。ですから、ひとりではない、＋withの
言葉で、感謝の思いを表現しました。

すてきですねぇ。冒頭のご紹介文の「人と
物と事を繋いで」について、具体的に教えて

ください。

濱田氏
はい。仕事に関して、チラシデザインは、い
つ、どこで、誰が、何をという大事な「事」を

分かりやすく載せることを、最重要とし、チラシを手
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濱田氏 はい、今は、仕事が終わって、お気に入りの
作家さんのグラスでビールを飲むことです。

今日もおつかれさまと、自分へのご褒美です。ささや
かでしょう（笑）。

お庭を見ながら、素敵なグラスに注ぐビー
ルは、美味しいでしょうね……。木々も、季節ごとの
花を咲かせるようで、好きなお花は絞れないでしょう
が、伺います。

濱田氏
そうなんです。迷いました。でも、あえて言う
なら、玄関の老木の梅です。白梅なんです

が、毎年、咲く
か咲かないかハ
ラハラするんで
す。早春に蕾が
ほころんで、梅
の香が漂うと咲
いてくれたと嬉
しくて。

優しい濱田さんがお母様とその梅の花を来
春も、愛でることができますように、今回、

お写真を借りて、冒頭に載せました。咲いたら、可憐
な梅の花に会いたいです。

濱田氏
どうぞ、いらしてください。「がんばった
ね。」と一緒に声をかけましょう。樹木は生

きています。
春が待ち遠しくなりました。本日は、ありが
とうございます。

に取られた「人」を想像しながら、どんなキャッチコ
ピーを添えたら良いのかの作文、作画、配色を工夫し
ています。ギャラリーの展示においては、作家さん
が、制作した「物」を、発表しますので、作家さんの
個性を尊重しています。骨董品もそうですが、誰かが
創った物だと思うと、大事に使いたい気持ちになりま
すよね。全体を貫くコンセプトは、「日常生活に、クリ
エイティビティを取り入れる」ということです。

なるほど、「人」「物」「事」のキーワードが
繋がりました。コンセプトは、濱田さんのお

仕事に限らず、私たちの生活にも通じます。クリエイ
ティビティとは、創造性。日常生活は、繰り返しの連
続ですが、惰性で過ごすのか、創造性を持つのかの
心持ちで、暮らしぶりが変わるような気がします。お
仕事面で、今後、挑戦したいことがありますか？

濱田氏 ゆくゆくは、ギャラリーでカフェをしたいなぁ
と。お客様にのんびりしていただくようにと

思っています。
お父様との別れやお母様のご病気、予期せ
ぬ大変なことに遭遇しても、濱田さんとお話

ししていると、さらりとなさっているというか、ほんわ
りされているというか（笑）どうしてかしら？

濱田氏
そうですねぇ。自分ではわかりませんが、何
事もおもしろいことを、見つけて愉しんじゃ

おうという気持ちはありますね。例えば、母を看てく
ださるお医者様や看護師さんの会話の中にも、おか
しみがあったりと。日 、々飽きることはないんです。

なるほど。ユーモアが鍵なんですね！具体
的なリフレッシュ法はありますか？

《おかげさまで創業７０年》

　　　新築からリフォームまで



34 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──



35── 会員増強にご協力下さい。──



36 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──



37── 会員増強にご協力下さい。── 37── 会員増強にご協力下さい。──



38 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──



39── 会員増強にご協力下さい。──

◎1月に予定されている説明会

◎12月に予定されている説明会

◎2月に予定されている説明会

◎3月に予定されている説明会

 　説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容
　　　　　　　	 1月12日（木）	 		 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	
産業商工会館

　	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  1月25日（水）・26日（木）	
産業商工会館

	 杉並税務署	 法人税の基礎と
	作　成　講　座 午後1時30分～4時	 　　 　　　　審理担当官	 　　申告書の書き方　全２回

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

  そこが	 12月6日（火）	 		 税理士　斎藤先生	 2 人の専門家が解き明かす
  知りたかった  

午前9時30分～11時30分
 産業商工会館

　	弁護士　岸本先生	 　　　　　『相続前の不動産対策』  シリーズ③	 				 	 		

　　　　　　　	 	12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30分	 　　	別館１階	 杉並税務署担当官
	 法人税・源泉所得税のチェック

　　　　　　　　　				 　　　　　　　	 	 　　　　　　　	 ポイント、インボイス制度

 　説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容
	　　　　　　　	 2月8日（水）	 		 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	
産業商工会館

	 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

	 	 2月9日（木）	 　	 税理士	 会社の誕生と税金について
	新設法人説明会 

午後1時30分～4時	
産業商工会館

	 杉並税務署担当官
	 消費税・法人税・源泉所得税

	 	 	　　　	　　　　　	　　　　　　	 	 　　　　　　　　　　の基礎知識

 　説明会の名称　 　　日　　時    場　　所  　　講　　師 　　　内　　　　　　　容
	　　　　　　　	 3月9日（木）	 	　	 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　	
産業商工会館

	 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

　おめでとうございます！
村上宗隆選手、史上最年少三冠王！
渡部葉月選手、世界女子体操平均台優勝！
橋本大輝選手、世界体操男子個人総合優勝！
　暗いニュースが続く中、スポーツ界で大活
躍してくれた選手達は、私たちの心を少しだ
け明るくしてくれます。
　暗い世相の中、自分でできることは、何は
ともあれ、健康を維持することだと思ってい
ます。
　心がけている健康法を簡単にご紹介します。
1. できるだけ早く歩くこと。気持ちが鬱にな

　りがちですが、心の病気の予防にも効くよ
　うです。
2. かかと落とし。まっすぐ立って、つま先立
　ちになり、かかとを落とすだけ。20 回ほど。
　骨密度が高まるそうです。
3. 手をたたきながら歌うこと。人前ではやら
　ないほうがいいかもしれません。認知症予
　防になるそうです。
4. 笑うこと。鏡を見て時々笑ってみます。面
　白い本を探して読んでいます。今年読んだ
　本では「夢をかなえるゾウ０」
　です。笑って、泣けて、ためになる本です。
　お薦めです。
　来年は明るいニュースが増えますように！

　　シンクライフ株式会社　大熊　康司

編 集 後 記
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高円寺小学校
野 中 　 駿 さん

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 4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＞

高円寺小学校
岩田ひより さん

高円寺小学校
髙岡みのり さん

杉並第一小学校
長田　千佳 さん

杉並第十小学校
市川　柚月 さん

堀之内小学校
神本　一龍 さん

富士見丘小学校
山 田 瑞 季 さん

杉並第二小学校
渡邉 つむぎ さん

杉並第二小学校
長尾　柑奈 さん

大宮小学校
島村　美梨 さん

堀之内小学校
園川　和奏 さん

堀之内小学校
大橋　芽依 さん

杉並第十小学校
高田　晃成 さん

堀之内小学校
上 村 夏 撫 さん

杉並都税事務所長賞杉並法人会長賞 杉並法人会 女性部会長賞 杉並税務署長賞




