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年頭のごあいさつ
会長、課税第二部長、税務署長、税理士会熱田支部長

輝かしい栄誉

法人会全国大会（三重大会）

税制研修会（署長講演）、大規模法人合同講演会・税務研修会

青年部会コーナー
OB交流会、コミュニケーション向上セミナー、婚活、愛知県横断税務広報活動

女性部会コーナー
第２回研修会、第３回月研修会

名古屋市内９法人会合同講演会

SHINWA WALK　～伝説そぞろ歩き

令和２年４月１日から電子申告の義務化が始まります！！

税制改正要望活動

70周年記念事業　「税金展」を開催しました！

e-Tax利用のお願い

これからは手放せない！マイナンバーカード

健康セミナー、「見積りdeプレゼント」キャンペーン

県内中小企業の景況

地域社会貢献活動、税金クイズ

熱田法人会よりインターネットセミナーのご案内

税金クイズ（解答）

区民・市民まつり、街頭広報、「税に関する作品」表彰

確定申告会場のお知らせ

支部の動き

新会員紹介、NOTE

お知らせのページ
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年頭のごあいさつ
会　長

安井　香一

　皆さま、明けましておめでとうございます。
　令和２年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさ
つを申し上げます。
　会員の皆さまをはじめ関係各位におかれましては、
日頃から熱田法人会に対して格別のご支援・ご協力
を賜り、厚くお礼申し上げます。
　当会は、昭和24年にその前身である熱田税務懇話
会を設立して以来、昨年11月には創立70周年を迎え
ました。このような長い歴史を積み重ねる中で、
3,700社の会員を擁する公益社団法人として活発で公
益性の高い事業活動を展開できますのも、役員の方々
をはじめ、会員の皆さまの当会に対するご理解と真
摯な取組のおかげであり、ここに改めて感謝申し上
げる次第であります。
　昨年の当会の活動を振り返ってみますと、会員企
業の税知識の普及に向けた税制研修会、経済・経営
講演会や健康セミナーなどを活発に開催し、多くの
会員の皆さまにご参加いただきました。併せて、ホー
ムページを活用した各種事業開催のお知らせを行う
など、会員以外の方々にも広く参加していただける
よう取り組んでまいりました。
　熱田区、南区、緑区の区民まつり、豊明市民まつ
りでは、熱田税務連絡協議会と連携し、各会場での
税を中心としたＰＲ活動を行ったほか、「税を考える
週間」での街頭広報活動、小学６年生を対象とした
租税教室などを実施するとともに、税に関する絵は
がきコンクールにも新たに取り組みました。
　また、創立70周年を記念して、税制度に係る知識
の一層の啓発を図ることを目的に、金山総合駅・名
古屋学院大学・藤田医科大学において「税金展」を
開催しました。各会場合わせて1,200名を超える方の
ご参加を得るとともに、その模様はテレビや新聞で
も報道されるなど、当会の存在を広くアピールする
ことができました。これも、企画・運営にあたられ
た役員のご努力並びにご参加いただいた多くの会員
企業の皆様のご協力の賜物であり、深く感謝申し上
げます。

　さらに、各支部や部会におきましても、行政区単
位での支部合同事業や、地域社会貢献活動、体験学
習型租税教育活動、署長講演会等工夫をこらした事
業を積極的に実施していただきました。
　一方、会員増強への取組については、近年の会員
数の減少に歯止めをかけるべく、加入勧奨増強月間
を設けての加入勧奨や未加入法人に対する講演会へ
の周知、新設法人説明会での法人会のＰＲなどによ
り、新規会員の獲得に努めましたが、厳しい状況は
変わっておりません。熱田法人会の発展のため、会
員の皆さまには、今後ともご協力をお願い申し上げ
ます。
　さて、足元の景気動向に目を移しますと、当地域
の経済は、全体としては改善傾向が続いております
が、輸出や生産活動は弱含んでおり、先行きについ
ても、欧米をはじめとした政治・経済・金融の各分
野で急速に不確実性が高まっております。
　こうした中で、地域の経済を着実に押し上げてい
くには、中小企業の活性化に資する税制措置の確立
など、実体経済の改善につながる税制面での政策が
望まれるところです。
　公益財団法人全国法人会総連合では、令和２年度
税制改正に関する提言において、税・財政改革のあ
り方、経済活性化と中小企業対策、地方のあり方、
震災復興などを求めております。
　当会といたしましても、税のオピニオンリーダー
として、企業経営の活性化に役立つ税制の実現に向
けて、一層の努力を傾注していく所存であります。
　ここに新しい年を迎えましたが、本年も「よき経
営者をめざすものの団体」として、地域や会員企業
の発展に貢献できる「魅力ある法人会」をめざします。
　最後になりましたが、税務ご当局をはじめ関係各
位の変わらぬご指導、ご支援をお願い申し上げます
とともに、会員の皆さまのますますのご繁栄とご健
勝を心からご祈念申し上げ、年頭のごあいさつとい
たします。
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年頭のごあいさつ
名古屋国税局　課税第二部長

北川　昌弘

　令和二年の年頭に当たり、公益社団法人熱田法人

会の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、平素から税務行政につきまして

深いご理解と格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

　昨年より、新たな「令和」の時代が始まりました。

　新しく迎える年が「令和」の出典である万葉集の

締めの句「新しき年の初（始）めの初春の今日降る

雪のいや重（し）け吉事」のように、良い事が積もり、

会員の皆様にとって希望の多い充実した年となりま

すことを祈念いたしますとともに、貴会が引き続き

魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会

の発展に一層の貢献をされますことをご期待申し上

げます。

　さて、近年、経済社会のＩＣＴ化やグローバル化

の進展を背景とした取引形態や決済手段の多様化な

ど、税務行政を取り巻く環境は大きく変化し、その

変化は加速しております。

　このような状況の下、「納税者の自発的な納税義務

の履行を適正かつ円滑に実現する」という私どもに

課せられた使命を果たすためには、納税者の皆様へ

のサービスを充実させるとともに、納税者の皆様が

自発的に納税義務を履行していただけるよう税務コ

ンプライアンスの向上に取り組む必要があると考え

ております。

　法人会において作成されております「自主点検

チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」は、

納税者全体の税務コンプライアンスの維持・向上に

資するものであり、国税庁の使命にも合致すること

から、更なる普及に向けて後押しをさせていただく

こととしておりますので、今後も積極的な取組をお

願いいたします。

　また、昨年10月から消費税率の引上げと同時に、

消費税の軽減税率制度が実施されました。

　軽減税率制度の円滑な導入に向けて、法人会の皆

様方のご協力を賜りながら制度の周知・広報の取組

を推進してきたところであり、この場をお借りして

厚く御礼申し上げます。

　今後とも、制度の定着に向けアンテナを高くして

取り組んでいくこととしておりますので、更なるお

力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　さらに、社会保障・税番号（マイナンバー）制度

につきましては、同制度の更なる定着に向けて、

ｅ‒Ｔａｘの利用促進と併せたマイナンバーカードの

取得促進や法人番号の社会的インフラとしての利活

用についての周知・広報にも取り組んでまいります。

　これらの取組を進めていくためには、法人会の皆

様のお力添えが不可欠であると考えており、国税当

局といたしましては、今後も法人会の皆様との連絡・

協調を密にしながら適切な対応に努めてまいります

ので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人熱田法人会の

更なるご発展と、会員の皆様のご健勝並びに事業の

ますますのご繁栄を祈念いたしまして、年頭のご挨

拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ
熱田税務署長

後藤　邦之

　令和二年の年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを

申し上げます。

　公益社団法人熱田法人会の会員の皆様には、平素

から税務行政に対しまして、深いご理解と多大なる

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　貴会におかれましては、税のオピニオンリーダー

として、長年にわたり企業の健全な発展と地域社会

の振興に寄与されるとともに、税務行政の円滑な運

営に貢献していただいております。

　現在、名古屋国税局管内でも屈指の法人会に発展

を遂げられ、公益社団法人として社会貢献活動にも

取り組むなど、活発な事業活動を展開されておりま

す。昨年11月には、熱田法人会は創立70周年という

節目を迎えられましたが、これまでのすばらしい発

展は、役員並びに会員の皆様方の長年にわたるたゆ

まぬ尽力の賜物であり、深甚なる敬意を表するとと

もに、更なるご発展を期待申し上げます。

　また、創立70周年の記念事業としまして、昨年の

「税を考える週間」において、税の制度や税金の使い

道を知ってもらう「税金展」を開催されましたが、

この「税金展」におきましても、税知識の普及と納

税道義の高揚にご尽力いただき、重ねて御礼申し上

げます。

　さて、税務行政を取り巻く環境の変化に対応する

ため、国税当局では税務署の内部事務等の集中処理

などの事務運営の最適化を通じた税務行政のスマー

ト化のほか、ＩＣＴやマイナンバーの活用による納税

者の皆様の利便性向上に取り組んでおります。

　マイナンバー制度につきましては、制度の更なる

定着に向けた周知・広報とともに、マイナンバーカー

ドの普及やマイナンバーの利活用の促進に取り組ん

でおります。貴会におかれましても、既にホームペー

ジ等で周知・広報にご協力を頂いているところでは

ございますが、引き続き、お力添えを賜りますよう

お願い申し上げます。

　また、間もなく令和元年分の所得税及び個人事業

者の消費税の確定申告が始まります。本年の確定申

告におきましても、ＩＣＴを活用した利便性の高い申

告・納付手段の充実に取り組んでまいります。会員

企業の役員並びに従業員の皆様方が確定申告書を提

出される際には、ｅ-ＴａｘをはじめとするＩＣＴを

活用した申告書の提出及び期限内納付の働き掛けに

つきまして、ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

　更に、本年４月１日以後開始する事業年度から、

資本金の額等が１億円超などの要件に該当する法人

の法人税及び消費税等の申告書につきまして、提出

方法が電子申告に義務化されます。この電子申告義

務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提

出できるよう環境整備を順次進めておりますので、

該当される会員企業におかれましては、適切に対応

いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人熱田法人会の

更なるご発展とともに、会員の皆様のご健康とご多

幸を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていた

だきます。
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年頭のごあいさつ
名古屋税理士会　熱田支部長

荒川　達典

　明けましておめでとうございます。

　令和二年の年頭にあたり、公益社団法人熱田法人

会会員の皆様に、謹んで新年のお慶びとご挨拶を申

し上げます。

　公益社団法人熱田法人会会員の皆様には、旧年中

も名古屋税理士会熱田支部の活動に対し、深いご理

解と温かいご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

　公益社団法人熱田法人会と名古屋税理士会熱田支

部は、熱田税務連絡協議会を通じて緊密な協力関係

を築かせていただいており、それぞれの会の相互理

解のもと、地域社会に貢献し、納税環境の整備と申

告水準の向上を目指し、活動を行ってきております。

今後とも信頼と協調をもとに一層の連携を図ってま

いりたいと存じます。本年もよろしくお願い申し上

げます。

　さて昨年を振り返りますと、新しい元号が始まり

記念すべき年でありました。また消費税率の引き上

げ、ラグビーワールドカップ、大雨、台風、火災等、

特筆すべきことの多い年でもありました。世界経済

では、とりわけ米中摩擦により製造業を中心として

世界的に景気が減速し、我が国の経済も大きく影響

を受けました。外需の不振が国内雇用・所得に波及し、

景気の伸びを鈍化させました。また記録的な大雨や

台風により、日本各地で甚大な被害があり、景気の

先行きに不安をもたらしました。税の面からみても、

消費税の複数税率、軽減税率が今後、社会経済にど

のような影響をもたらすかも注目されるところです。

新しい年を迎え、昨年の日本経済の不安を払しょく

し、希望に満ちた年になることを願わずにはいられ

ません。

　このような情勢の中、企業の経営者の方々は、慎

重な経営のかじ取りを求められております。社会・

経済環境の変化、税制等への対応を踏まえて、個々

の事業の発展と、正確な税務申告と納税の円滑な推

進を図るため、今後、税務連絡協議会のリーダー的

存在である公益社団法人熱田法人会の皆様が果たす

役割は、以前にも増して重要なものとなります。

　私ども名古屋税理士会熱田支部は、会員税理士が

300名にせまる、比較的大きな組織です。研修等の

一層の充実、会員相互の連携を密にして、支部会員

こぞって税の専門家としての資質の向上に努め、公

益社団法人熱田法人会との連携・協力をさらに進め

て、地域社会への貢献と、納税環境の整備改善、申

告水準の向上に努めてまいりたいと存じます。

　今後とも、一層信頼される納税協力団体としてご

活躍されることを期待申し上げるとともに、引き続

き当支部に対してもご支援・ご協力をお願い申し上

げます。

　結びにあたり、公益社団法人熱田法人会のますま

すのご発展と、ご繁栄並びにご健勝をご祈念申し上

げ、年頭のごあいさつとさせていただきます。
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このたび次の方々が表彰の栄誉を受けられました。
心からお祝い申しあげます。

熱田税務署長表彰

熱田税務推進協議会長表彰

金澤 英樹 氏
共栄運輸有限会社
代表取締役
本会理事

伊藤 龍二 氏
中京陸運株式会社
執行役員 経理部長
本会理事

森田 浩二 氏
和浩商事株式会社
代表取締役
本会理事

岡本 喜代嗣 氏
岡本食品株式会社
取締役会長
執行委員

堀江 秋人 氏
株式会社 瓢屋
代表取締役社長
本会理事

鈴木 康司 氏
鈴将鋼材株式会社
代表取締役
本会理事

小笠原 康洋 氏
有限会社 OfficeY’s
代表取締役
本会理事

納税表彰者
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第36回法人会全国大会（三重大会）

　令和元年10月３日（木）に三重県津市の「津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）」において、全国か

ら約1,700名の関係者が参集し、公益財団法人全国法人会総連合主催の「第36回法人会全国大会（三重大会）」

が開催された。

　第一部では、伊勢神宮広報室広報課長音羽悟氏より「皇室と神宮」をテーマに約1時間の記念講演が行わ

れた。

　第二部の大会式典は、宮崎三重県連会長のあいさつで開会し、小林全法連会長あいさつ、来賓祝辞、対象

県連に対する表彰に続き、「令和2年度税

制改正に関する提言」の報告がなされた。

　続いて、青年部会における租税教育活

動の報告の後、「大会宣言」を全員で確

認した。最後に、来年度の開催県である

岩手県県連高橋会長の閉会のあいさつで

終了した。

令和２年度税制改正スローガン

○　経済の再生と財政健全化を目指し、
歳出・歳入の一体的改革を！

○　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！

○　中小企業は日本経済の礎。
活力向上のための税制措置拡充を！

○　中小企業にとって事業承継は重要な課題。
本格的な事業承継税制の創設を！ 参加者　左から　湯浅専務理事、原田女性部会長、

　　　　　　　　辻本副会長、山田青年部会長
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税制研修会（署長講演）

大規模法人合同講演会・税務研修会
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　令和元年９月14日（土）緑ヶ丘カンツリークラブ
にて、ＯＢと現役会員の交流を目的としたゴルフコ
ンペ、第14回紅葉会を開催しました。
　総勢31名が参加し、普段はゆっくりと話す機会
の少ない方々とゴルフを通じ、とても有意義な時
間を過ごす事が出来ました。

　団体戦は経験豊富なＯＢチームに軍配が上がり
ましたが、個人戦では現役役員が見事優勝し、グ
リーンジャケットに袖を通しました。
　天候にも恵まれ終始笑いの絶えない楽しい１日
となりました。

　令和元年10月26日（土）名古屋都市センターにて
「コミュニケーション向上セミナー」を開催しまし
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富な講師をお招きし、「婚活パーティーを成功させ
る３つの秘訣」と題して講義していただきました。
　第一印象は出会って７秒で決まり見た目が55％
をしめること、好感を持ってもらえるプロフィー
ルの書き方、聞き上手が相手の心を掴むことを自

らの経験をもとに面白く紹介することで、分かり
やすくまた楽しく学ぶことが出来ました。参加者
から積極的に意見も出ていて、有意義なものとな
りました。
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　令和元年11月２日（土）名駅レジャックのウッド
デザインパークにて「Angel projectⅪ　BBQ婚活
しようゼイ」を開催しました。男女74人の25歳か
ら45歳までの参加者がグループを組み、バーベ
キューやアトラクションを楽しみながら交流を深
めました。

　立食でバーベキューという少しラフなスタイル
としたことで、堅くならず和やかな雰囲気で交流
する事ができ、税金クイズでは、消費増税におけ
る軽減税率の問題などの税について楽しく学びま
した。約７割の参加者が連絡先の交換をし、大盛
況で終えることが出来ました。今回の出会いがきっ
かけとなり、
婚活が成功す
ることを心か
ら願っており
ます。

　令和元年11月14日（木）アスナル金山にて「愛知
県横断税務広報活動」に参加しました。これは「税
を考える週間」に合わせ、愛知
県法人会連合会が実施し、一宮
駅－名古屋駅－金山駅－豊橋駅
と各駅を回り税知識の普及を目

的に広報活動するものです。当会は金山駅のアス
ナル金山で税務広報物を配布しました。

山田部会長
が

入っていま
す
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　令和元年９月27日（金）、女性部会
令和元年度第２回研修会を開催しま
した。講師に岐阜大学工学部社会基
盤工学科教授で理学博士の小嶋智様
をお迎えし、「日本列島の土台を作る
岩石は南半球生まれ！」と題して講
演いただきました。
　小嶋教授は、名古屋大学入学後に
山岳部入部、１年で150日くらい山ご
もりする生活を送り、山はなぜでき
るかということを研究されました。
山というのは、火山からもできます
が、ヒマラヤ山脈のような大山脈の
多くは、海底隆起によってできたの
だそうです。
　1997年に岐阜大学工学部教授に就
任された後は、構造地質学、造山論、応用地質学
を専門とされ、今度は逆に、山がどのように崩れ
るかということを、世界中を回って精力的に研究
されており、先週もスイスへ調査に行かれたそう
です。
　今回の講演は、①地質学の基礎　②プレートテク
トニクスの基礎　③美濃帯の地質と付加体地質学 
④地磁気の逆転とプレート運動　⑤付加体の広が
りと造山運動　の５つに分けて説明いただきまし
た。岩石の分類、46億年前に生まれた地球、地震
や噴火の原因となるプレート境界のお話をはじめ、
岐阜県周辺の地質図、美濃帯の岩石の種類、各務

９月研修会

原（岐阜県各務原市）のチャートといった身近な
地域のことまで、専門用語の解説を交えた奥の深
いお話でした。様々な研究の結果、各務原のチャー
トは南半球低緯度地域で形成された、つまるとこ
ろ演題のとおりというところに落ち着き、学生時
代の授業を思い出すひとときとなりました。今後
も小嶋教授のご活躍をお祈りしております。
　今回は残暑の中、37名が出席、タオル寄贈にも
ご協力をいただきました。ありがとうございまし
た。集まったタオルは、管内の社会福祉施設等に
寄贈予定です。

え、複雑な酒税法についてかみ砕いて説明いただ
き、大変勉強になりました。健康については、ご
自身が脳梗塞を２回経験されたことから、朝起き
られる喜びを健康の大切さとして実感していらっ
しゃることを語られました。税については、酒税
以外にも過去の物品税や今の消費税に触れられ、
他にも熱田税務署が昔どこにあったかなど、お話
は多岐に渡り、奥深さを感じる講演でした。
　第一部終了後、第二部の準備時間を使って、今
年度から開始した「絵はがきコンクール」について、
女性部会会員より簡単な報告を行いました。
　続く第二部では、金城学院大学文学部英語英米
文化学科准教授の
井之上洋子様に
「１万メートル上
空のおもてなしの
極意」と題して講
演頂きました。井
之上様は、大手航
空会社の国際線
チーフパーサーと
して、ファースト
クラス責任者、皇
室フライトパリ基
地乗務員などを歴任、最上級のマナーやおもてな
しを実践されました。退職後は、医療業界で接遇
研修等の講師を務め、2019年に現職に着任されま
した。今回は、マナーについてのポイントレッス
ンに加え、航空機搭乗任務中のエピソードをお話
しいただきました。
　井之上様の実践による美しい立ち姿勢や語先後
礼（言葉を発してからお辞儀すること、挨拶とお
辞儀を分けて行う）などは、普通の立ち方や同時

礼（話すのと同時にお辞儀すること）と比べて丁
寧な印象を受けるので、今後実践したいと思いま
した。また、幸運の女神は口角から落ちていくと
のことで、表情筋を鍛えることの大切さもご教授
頂きました。その後、ファーストクラスの裏側や
フライト中の緊急事態など様々なエピソードをご
披露され、乗務員のすばらしさとご苦労が伝わっ
てきました。しめくくりは、機内アナウンスにな
ぞらえた即興の女性部会限定人生航路案内で、有
意義かつ楽しい時間を過ごしました。
　会場を隣の部屋に移した第三部の懇談会は、原
田部会長の挨拶に続き、西川敏代重様社中による
西川流日本舞踊を、長唄「梅の栄」、大和楽「花だ
より」、長唄「越後獅子」の各曲にあわせて披露さ
れました。間にはさんだ三味線にあわせた小唄「日
吉さん」「きりぎりす」を含め、いずれもめでたさ
や楽しさを、花や蛇の目傘、さらしなどの小道具
を使っていきいきと表現されており、一足早いお
正月気分を味わうことができました。
　日舞のあとは、熱田税務署副署長の元松利孝様
に乾杯の音頭をとっていただき、和やかに会食、
歓談の時間となりました。おいしいお料理を堪能
した後は、当法人会の湯浅専務理事から締めの挨
拶があり、ゆるやかなひとときがお開きとなりま
した。年の瀬のご多用な中、参加された皆様が満
足していらっしゃれ
ば幸いです。
　末筆ながら、講師
のお二方、西川流の
方々、そして参加者
各位の今後ますます
のご活躍をお祈り申
し上げます。

　令和元年12月３日（火）、ＡＮＡクラウンプラザホ
テルグランコート名古屋において、女性部会令和
元年度第３回研修会・懇談会を開催致しました。
第一部、第二部は研修会、第三部は懇談会として、
35名に参加いただきました。
　第一部は、７月に熱田税務署長に就任された後
藤邦之様に「お酒と健康、そして税」と題して講
演いただきました。天皇陛下と同い年の後藤様は、
昭和58年、静岡税務署に配属されたのを皮切りに、
様々な業務を経験して現職に就かれました。
　演題のお酒については、楽しんで飲むお酒に加

12月研修会
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「可能性への挑戦」
～舞の海が語る大相撲の裏話～

講師／元小結　ＮＨＫ大相撲解説者
　　　舞の海　秀平  氏
日時／令和元年９月３日（火）　13:30 ～ 15:00
会場／日本特殊陶業市民会館　フォレストホール

大相撲は日本の伝統文化
　大相撲は古くからの日本の伝統文化・芸能、ま

た神事でもあります。武士道精神的なものも取り

入れ千年以上奇跡的に生き残ってきました。

　最大のピンチは明治時代です。西洋文化が入っ

てくると、野蛮な裸踊りと見られるようになり、

人前で裸になったと相撲をとって逮捕された力士

もいました。これで相撲は終わりだと思っていた

ら、明治天皇が天覧相撲を開き、また日本の伝統

や文化を見直そうとする人々も現れて新聞の論調

も変わってきました。明治になり、ちょんまげを

結う人がいなくなりましたが、相撲界ではちょん

まげを残しました。これは歴史上もっとも大切な

判断だったと思います。舞妓さんも歌舞伎役者も

被りものですが、お相撲さんは自分の髪で結って

います。

　相撲界は古い世界と思われがちですが、新しい

ものを取り入れるのは早いです。大相撲は昭和44

年にはビデオ判定を導入しました。当時、横綱大

鵬は45連勝中で、このままいくと双葉山の69連

勝を破るかも知れず、一番一番が大切な勝負です。

そういうとき「勝った！」と思った一番が負けに

なりました。翌日の新聞に大きく写真が載ってい

て、誰が見ても大鵬が勝っていたのです。歴史に

残る誤審です。こんなことを続けていては、大相

撲は見放されると、２カ月後の次の場所からビデ

オ判定を導入しました。

一度しかない人生、やりたいことに挑戦
　大学卒業後は、山形県の高校の教師になること

が決まっていました。

　卒業２カ月前に大学相撲部の後輩が突然亡く

なって、部員全員で葬式の手伝いに行きました。「人

間は常に死と隣り合わせ。一度しかない人生、い

ま本当にやりたいことに挑戦しよう。それは大相

撲だ。」と思ったのです。その気持ちを大学の相撲

部の監督に打ち明けました。監督は「お前の気持

ちはわかった。ところで身長はどれだけだ？」。

168.5センチです。173センチないと新弟子検査

に合格しません。１～２センチはごまかせるが、

相撲協会の偉い親方でないと裏で根回しして入れ

てくれないと、紹介されたのが出羽海部屋で、出

羽海親方（元横綱佐田の山）でした。

　しかし新弟子検査はなんと不合格。佐田の山の

親方のところに報告に行ったら「落ちたか！」と

笑っています。頭にきて、誰にも言わず勝手に東

京に戻りました。次の新弟子検査は２カ月後。相

談に行った美容外科で頭にシリコンを入れてみま

せんかと言われ、簡単な説明でしたから気楽に考

えていました。新弟子検査の１カ月前に手術。頭

蓋骨と頭の皮膚の間に袋を入れ、１カ月かけて、

この袋に注射器で生理食塩水を入れるそうです。

手術後の夕方から激痛でした。めまい、脂汗、吐

き気。抜け毛。３日間ほとんど眠れず。食塩水が

入って顔の皮膚が上に引っ張られた感じでした

が、検査の前日になってもまだ１センチ足りない。

新弟子検査日の朝、なかなか食塩水が注入できず、

ドクターが麻酔を追加して、やっと最後の水を注

入することに成功して、新弟子検査に臨みます。

二度目の新弟子検査で合格、日本相撲協会の力士

となることができました。

　正式に出羽海部屋に入りましたが、納得できな

いのは師匠がどうして根回ししてくれなかったの

か、です。師匠は「お前はこの世界でやっていく

にはあまりにも小さ過ぎる。余計な苦労するより

も、就職したほうがお前のためになると思った。

シリコンを入れて戻ってきてビックリした。そん

な奴は初めてだ」。本当にその体格でやる気がある

なら、一度検査を落ちても必ず戻ってくると、覚

悟を試されたのだとわかりました。

土俵に息づく武士道精神
　師匠からは「勝っても威張るな。奢るな。負け

てもひがむな。自分の努力が足りないだけ。自分

を倒した相手に拍手を送るような気持ちがないと

強くなれないぞ。勝った力士は相手を敬う感謝の

気持ち、負けた力士はもう一度鍛え直してきます

という気持ちになってしっかり礼をしなさい」と

教えられました。

　これは明治時代、出羽海部屋の大先輩である横

綱常陸山が、大相撲が野蛮な裸踊りと見られてい

たので、自分が学んだ武士道精神を力士たちに教

え込んで誇りをもたせ、様式美を完成させたので

す。そういう教えが、いまに引き継がれ土俵上に

息づいています。

　私の師匠の佐田の山の親方は厳しいなかにも寛

容でユーモアのある人でした。私の新十両の初日、

タクシーで場所に向かう途中、高速道路が渋滞に

巻き込まれて動きません。タクシーを降り羽織袴

で高速道路を走り、次の降り口でタクシーをつか

まえて大阪難波の府立体育館に到着したら、土俵

入りが終わっていました。土俵には間に合って勝

ちましたが、嬉しくありません。大変なことをした。

師匠は責任をとって降格・減給、私は解雇を言い

渡されると覚悟を決めていたところ、師匠は「土

俵入りに遅刻したから緊張しないで相撲をとれて

勝てた。今日も遅刻してみろ」（笑）。救われました。

　お金に困ったこともあります。意を決して師匠

のところに借りに行きました。給料が入ってすぐ

に借りたお金を返しに行ったら、「なんのことだ。

お前に貸した覚えはない。相撲を頑張れ」。なんと

粋な親方。師匠のためにも、部屋の名誉のためにも、

もっと努力して恩返ししたいと士気が高まります。

人の心を動かす、生きたお金を使うのはこういう

ことだと考えさせられました。

　普通の親方は「お前たちは稽古が足りない。もっ

と稽古をしろ」と話をするものですが、うちの師

匠は一切しません。「お前たち、辛いか？　学者は

頭を痛めて努力している。サラリーマンは心を痛

めて努力している。お前たちは力士だ。体を痛め

て努力しなさい」。甘えていられない。明日から心

を入れ替えて稽古に励もうと思いました。いろい

ろな話をして私たちを育ててくれました。

　肝心な相撲のとり方は何も教えてくれません。

それどころか入門してすぐに「お前、好きにやっ

ていいぞ」。「向かっていかず、飛んだり跳ねたり

してもいいですか？」。「お前だけは許す」。現役時

代、どんな負け方、勝ち方をしても一度も叱られ

たことはありません。

工夫次第で戦える！！
　地方巡業で曙関と稽古をしたとき、毎回一突き

で土俵下にひっくり返されました。ものすごい力

です。しかしひとつ気が付きました。私と相撲を

とるときだけ必ず、仕切り線に手をつくと同時に

両手で私の肩を一突きするので吹っ飛んでいまし

た。私は考えました。曙関は強いけれど体重のわ

りに足が細長い。弱点になるかも知れない。両手

が肩に当たる直前、真下から攻めたらどうか。そ

の手は、いつか本場所で当たったときのために取っ

ておきました。幕内に昇格して２場所目の九州場

所、11日目に曙関と対戦です。

　立ち合い、曙関が向かってきました。有り難い

ことに予想通り両手を伸ばしてきたので、しゃが

むと曙関は空振りし、私は相手の腰にピタッ。い

つも一突きで飛んでいく私が目の前から消えて腰

にくっついている。慌てて肩越しに私を吊って土

俵の外に出してしまおうとします。私は左足で内

掛けの作戦に出ますが、思った以上に曙関の足が

長くて内掛けが効かない。曙関のもう１本の足を

右手で取りに行くが、まだ倒れない。頭で曙関の

腹を押した。同時に３カ所押しているということ

で「三所（みどころ）攻め」という決まり手で勝

ちました。

　振り返ってみると、「なぜ173cm無いと相撲が

取れないのか。身長が足りなくても工夫次第で戦

えるかも知れない。こうなったら何としても、そ

れを証明したい」というのが素直な気持ちでした。

最後にたどり着いたのが美容外科でのシリコン

だったのです。

　最後になりますが「悩む人は体を壊す」と知り

合いの医者に言われました。皆様も、真面目は程々

にして、いい加減を大切に、笑って、いつまでも

ご活躍ください。

―――――――――――――――――――――――

※この記事は令和元年９月３日の講演の要約です。
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「可能性への挑戦」
～舞の海が語る大相撲の裏話～

講師／元小結　ＮＨＫ大相撲解説者
　　　舞の海　秀平  氏
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会場／日本特殊陶業市民会館　フォレストホール

大相撲は日本の伝統文化
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ら、明治天皇が天覧相撲を開き、また日本の伝統

や文化を見直そうとする人々も現れて新聞の論調

も変わってきました。明治になり、ちょんまげを

結う人がいなくなりましたが、相撲界ではちょん

まげを残しました。これは歴史上もっとも大切な
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そういうとき「勝った！」と思った一番が負けに
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て、誰が見ても大鵬が勝っていたのです。歴史に

残る誤審です。こんなことを続けていては、大相

撲は見放されると、２カ月後の次の場所からビデ
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工夫次第で戦える！！
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で土俵下にひっくり返されました。ものすごい力

です。しかしひとつ気が付きました。私と相撲を

とるときだけ必ず、仕切り線に手をつくと同時に
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た。私は考えました。曙関は強いけれど体重のわ

りに足が細長い。弱点になるかも知れない。両手

が肩に当たる直前、真下から攻めたらどうか。そ
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右手で取りに行くが、まだ倒れない。頭で曙関の

腹を押した。同時に３カ所押しているということ
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ちました。
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れを証明したい」というのが素直な気持ちでした。
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だったのです。
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なって、部員全員で葬式の手伝いに行きました。「人

間は常に死と隣り合わせ。一度しかない人生、い

ま本当にやりたいことに挑戦しよう。それは大相

撲だ。」と思ったのです。その気持ちを大学の相撲

部の監督に打ち明けました。監督は「お前の気持

ちはわかった。ところで身長はどれだけだ？」。

168.5センチです。173センチないと新弟子検査

に合格しません。１～２センチはごまかせるが、

相撲協会の偉い親方でないと裏で根回しして入れ

てくれないと、紹介されたのが出羽海部屋で、出

羽海親方（元横綱佐田の山）でした。

　しかし新弟子検査はなんと不合格。佐田の山の

親方のところに報告に行ったら「落ちたか！」と

笑っています。頭にきて、誰にも言わず勝手に東

京に戻りました。次の新弟子検査は２カ月後。相

談に行った美容外科で頭にシリコンを入れてみま

せんかと言われ、簡単な説明でしたから気楽に考

えていました。新弟子検査の１カ月前に手術。頭

蓋骨と頭の皮膚の間に袋を入れ、１カ月かけて、

この袋に注射器で生理食塩水を入れるそうです。

手術後の夕方から激痛でした。めまい、脂汗、吐

き気。抜け毛。３日間ほとんど眠れず。食塩水が

入って顔の皮膚が上に引っ張られた感じでした

が、検査の前日になってもまだ１センチ足りない。

新弟子検査日の朝、なかなか食塩水が注入できず、

ドクターが麻酔を追加して、やっと最後の水を注

入することに成功して、新弟子検査に臨みます。

二度目の新弟子検査で合格、日本相撲協会の力士

となることができました。

　正式に出羽海部屋に入りましたが、納得できな

いのは師匠がどうして根回ししてくれなかったの

か、です。師匠は「お前はこの世界でやっていく

にはあまりにも小さ過ぎる。余計な苦労するより

も、就職したほうがお前のためになると思った。

シリコンを入れて戻ってきてビックリした。そん

な奴は初めてだ」。本当にその体格でやる気がある

なら、一度検査を落ちても必ず戻ってくると、覚

悟を試されたのだとわかりました。

土俵に息づく武士道精神
　師匠からは「勝っても威張るな。奢るな。負け

てもひがむな。自分の努力が足りないだけ。自分

を倒した相手に拍手を送るような気持ちがないと

強くなれないぞ。勝った力士は相手を敬う感謝の

気持ち、負けた力士はもう一度鍛え直してきます

という気持ちになってしっかり礼をしなさい」と

教えられました。

　これは明治時代、出羽海部屋の大先輩である横

綱常陸山が、大相撲が野蛮な裸踊りと見られてい

たので、自分が学んだ武士道精神を力士たちに教

え込んで誇りをもたせ、様式美を完成させたので

す。そういう教えが、いまに引き継がれ土俵上に

息づいています。

　私の師匠の佐田の山の親方は厳しいなかにも寛

容でユーモアのある人でした。私の新十両の初日、

タクシーで場所に向かう途中、高速道路が渋滞に

巻き込まれて動きません。タクシーを降り羽織袴

で高速道路を走り、次の降り口でタクシーをつか

まえて大阪難波の府立体育館に到着したら、土俵

入りが終わっていました。土俵には間に合って勝

ちましたが、嬉しくありません。大変なことをした。

師匠は責任をとって降格・減給、私は解雇を言い

渡されると覚悟を決めていたところ、師匠は「土

俵入りに遅刻したから緊張しないで相撲をとれて

勝てた。今日も遅刻してみろ」（笑）。救われました。

　お金に困ったこともあります。意を決して師匠

のところに借りに行きました。給料が入ってすぐ

に借りたお金を返しに行ったら、「なんのことだ。

お前に貸した覚えはない。相撲を頑張れ」。なんと

粋な親方。師匠のためにも、部屋の名誉のためにも、

もっと努力して恩返ししたいと士気が高まります。

人の心を動かす、生きたお金を使うのはこういう

ことだと考えさせられました。

　普通の親方は「お前たちは稽古が足りない。もっ

と稽古をしろ」と話をするものですが、うちの師

匠は一切しません。「お前たち、辛いか？　学者は

頭を痛めて努力している。サラリーマンは心を痛

めて努力している。お前たちは力士だ。体を痛め

て努力しなさい」。甘えていられない。明日から心

を入れ替えて稽古に励もうと思いました。いろい

ろな話をして私たちを育ててくれました。

　肝心な相撲のとり方は何も教えてくれません。

それどころか入門してすぐに「お前、好きにやっ

ていいぞ」。「向かっていかず、飛んだり跳ねたり

してもいいですか？」。「お前だけは許す」。現役時

代、どんな負け方、勝ち方をしても一度も叱られ

たことはありません。

工夫次第で戦える！！
　地方巡業で曙関と稽古をしたとき、毎回一突き

で土俵下にひっくり返されました。ものすごい力

です。しかしひとつ気が付きました。私と相撲を

とるときだけ必ず、仕切り線に手をつくと同時に

両手で私の肩を一突きするので吹っ飛んでいまし

た。私は考えました。曙関は強いけれど体重のわ

りに足が細長い。弱点になるかも知れない。両手

が肩に当たる直前、真下から攻めたらどうか。そ

の手は、いつか本場所で当たったときのために取っ

ておきました。幕内に昇格して２場所目の九州場

所、11日目に曙関と対戦です。

　立ち合い、曙関が向かってきました。有り難い

ことに予想通り両手を伸ばしてきたので、しゃが

むと曙関は空振りし、私は相手の腰にピタッ。い

つも一突きで飛んでいく私が目の前から消えて腰

にくっついている。慌てて肩越しに私を吊って土

俵の外に出してしまおうとします。私は左足で内

掛けの作戦に出ますが、思った以上に曙関の足が

長くて内掛けが効かない。曙関のもう１本の足を

右手で取りに行くが、まだ倒れない。頭で曙関の

腹を押した。同時に３カ所押しているということ

で「三所（みどころ）攻め」という決まり手で勝

ちました。

　振り返ってみると、「なぜ173cm無いと相撲が

取れないのか。身長が足りなくても工夫次第で戦

えるかも知れない。こうなったら何としても、そ

れを証明したい」というのが素直な気持ちでした。

最後にたどり着いたのが美容外科でのシリコン

だったのです。

　最後になりますが「悩む人は体を壊す」と知り

合いの医者に言われました。皆様も、真面目は程々

にして、いい加減を大切に、笑って、いつまでも

ご活躍ください。

―――――――――――――――――――――――

※この記事は令和元年９月３日の講演の要約です。

　　　　　　　文責／公益社団法人　熱田法人会

名古屋市内９法人会合同講演会

名古屋市内９法人会合同講演会
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「可能性への挑戦」
～舞の海が語る大相撲の裏話～

講師／元小結　ＮＨＫ大相撲解説者
　　　舞の海　秀平  氏
日時／令和元年９月３日（火）　13:30 ～ 15:00
会場／日本特殊陶業市民会館　フォレストホール

大相撲は日本の伝統文化
　大相撲は古くからの日本の伝統文化・芸能、ま

た神事でもあります。武士道精神的なものも取り

入れ千年以上奇跡的に生き残ってきました。

　最大のピンチは明治時代です。西洋文化が入っ

てくると、野蛮な裸踊りと見られるようになり、

人前で裸になったと相撲をとって逮捕された力士

もいました。これで相撲は終わりだと思っていた

ら、明治天皇が天覧相撲を開き、また日本の伝統

や文化を見直そうとする人々も現れて新聞の論調

も変わってきました。明治になり、ちょんまげを

結う人がいなくなりましたが、相撲界ではちょん

まげを残しました。これは歴史上もっとも大切な

判断だったと思います。舞妓さんも歌舞伎役者も

被りものですが、お相撲さんは自分の髪で結って

います。

　相撲界は古い世界と思われがちですが、新しい

ものを取り入れるのは早いです。大相撲は昭和44

年にはビデオ判定を導入しました。当時、横綱大

鵬は45連勝中で、このままいくと双葉山の69連

勝を破るかも知れず、一番一番が大切な勝負です。

そういうとき「勝った！」と思った一番が負けに

なりました。翌日の新聞に大きく写真が載ってい

て、誰が見ても大鵬が勝っていたのです。歴史に

残る誤審です。こんなことを続けていては、大相

撲は見放されると、２カ月後の次の場所からビデ

オ判定を導入しました。

一度しかない人生、やりたいことに挑戦
　大学卒業後は、山形県の高校の教師になること

が決まっていました。

　卒業２カ月前に大学相撲部の後輩が突然亡く

なって、部員全員で葬式の手伝いに行きました。「人

間は常に死と隣り合わせ。一度しかない人生、い

ま本当にやりたいことに挑戦しよう。それは大相

撲だ。」と思ったのです。その気持ちを大学の相撲

部の監督に打ち明けました。監督は「お前の気持

ちはわかった。ところで身長はどれだけだ？」。

168.5センチです。173センチないと新弟子検査

に合格しません。１～２センチはごまかせるが、

相撲協会の偉い親方でないと裏で根回しして入れ

てくれないと、紹介されたのが出羽海部屋で、出

羽海親方（元横綱佐田の山）でした。

　しかし新弟子検査はなんと不合格。佐田の山の

親方のところに報告に行ったら「落ちたか！」と

笑っています。頭にきて、誰にも言わず勝手に東

京に戻りました。次の新弟子検査は２カ月後。相

談に行った美容外科で頭にシリコンを入れてみま

せんかと言われ、簡単な説明でしたから気楽に考

えていました。新弟子検査の１カ月前に手術。頭

蓋骨と頭の皮膚の間に袋を入れ、１カ月かけて、

この袋に注射器で生理食塩水を入れるそうです。

手術後の夕方から激痛でした。めまい、脂汗、吐

き気。抜け毛。３日間ほとんど眠れず。食塩水が

入って顔の皮膚が上に引っ張られた感じでした

が、検査の前日になってもまだ１センチ足りない。

新弟子検査日の朝、なかなか食塩水が注入できず、

ドクターが麻酔を追加して、やっと最後の水を注

入することに成功して、新弟子検査に臨みます。

二度目の新弟子検査で合格、日本相撲協会の力士

となることができました。

　正式に出羽海部屋に入りましたが、納得できな

いのは師匠がどうして根回ししてくれなかったの

か、です。師匠は「お前はこの世界でやっていく

にはあまりにも小さ過ぎる。余計な苦労するより

も、就職したほうがお前のためになると思った。

シリコンを入れて戻ってきてビックリした。そん

な奴は初めてだ」。本当にその体格でやる気がある

なら、一度検査を落ちても必ず戻ってくると、覚

悟を試されたのだとわかりました。

土俵に息づく武士道精神
　師匠からは「勝っても威張るな。奢るな。負け

てもひがむな。自分の努力が足りないだけ。自分

を倒した相手に拍手を送るような気持ちがないと

強くなれないぞ。勝った力士は相手を敬う感謝の

気持ち、負けた力士はもう一度鍛え直してきます

という気持ちになってしっかり礼をしなさい」と

教えられました。

　これは明治時代、出羽海部屋の大先輩である横

綱常陸山が、大相撲が野蛮な裸踊りと見られてい

たので、自分が学んだ武士道精神を力士たちに教

え込んで誇りをもたせ、様式美を完成させたので

す。そういう教えが、いまに引き継がれ土俵上に

息づいています。

　私の師匠の佐田の山の親方は厳しいなかにも寛

容でユーモアのある人でした。私の新十両の初日、

タクシーで場所に向かう途中、高速道路が渋滞に

巻き込まれて動きません。タクシーを降り羽織袴

で高速道路を走り、次の降り口でタクシーをつか

まえて大阪難波の府立体育館に到着したら、土俵

入りが終わっていました。土俵には間に合って勝

ちましたが、嬉しくありません。大変なことをした。

師匠は責任をとって降格・減給、私は解雇を言い

渡されると覚悟を決めていたところ、師匠は「土

俵入りに遅刻したから緊張しないで相撲をとれて

勝てた。今日も遅刻してみろ」（笑）。救われました。

　お金に困ったこともあります。意を決して師匠

のところに借りに行きました。給料が入ってすぐ

に借りたお金を返しに行ったら、「なんのことだ。

お前に貸した覚えはない。相撲を頑張れ」。なんと

粋な親方。師匠のためにも、部屋の名誉のためにも、

もっと努力して恩返ししたいと士気が高まります。

人の心を動かす、生きたお金を使うのはこういう

ことだと考えさせられました。

　普通の親方は「お前たちは稽古が足りない。もっ

と稽古をしろ」と話をするものですが、うちの師

匠は一切しません。「お前たち、辛いか？　学者は

頭を痛めて努力している。サラリーマンは心を痛

めて努力している。お前たちは力士だ。体を痛め

て努力しなさい」。甘えていられない。明日から心

を入れ替えて稽古に励もうと思いました。いろい

ろな話をして私たちを育ててくれました。

　肝心な相撲のとり方は何も教えてくれません。

それどころか入門してすぐに「お前、好きにやっ

ていいぞ」。「向かっていかず、飛んだり跳ねたり

してもいいですか？」。「お前だけは許す」。現役時

代、どんな負け方、勝ち方をしても一度も叱られ

たことはありません。

工夫次第で戦える！！
　地方巡業で曙関と稽古をしたとき、毎回一突き

で土俵下にひっくり返されました。ものすごい力

です。しかしひとつ気が付きました。私と相撲を

とるときだけ必ず、仕切り線に手をつくと同時に

両手で私の肩を一突きするので吹っ飛んでいまし

た。私は考えました。曙関は強いけれど体重のわ

りに足が細長い。弱点になるかも知れない。両手

が肩に当たる直前、真下から攻めたらどうか。そ

の手は、いつか本場所で当たったときのために取っ

ておきました。幕内に昇格して２場所目の九州場

所、11日目に曙関と対戦です。

　立ち合い、曙関が向かってきました。有り難い

ことに予想通り両手を伸ばしてきたので、しゃが

むと曙関は空振りし、私は相手の腰にピタッ。い

つも一突きで飛んでいく私が目の前から消えて腰

にくっついている。慌てて肩越しに私を吊って土

俵の外に出してしまおうとします。私は左足で内

掛けの作戦に出ますが、思った以上に曙関の足が

長くて内掛けが効かない。曙関のもう１本の足を

右手で取りに行くが、まだ倒れない。頭で曙関の

腹を押した。同時に３カ所押しているということ

で「三所（みどころ）攻め」という決まり手で勝

ちました。

　振り返ってみると、「なぜ173cm無いと相撲が

取れないのか。身長が足りなくても工夫次第で戦

えるかも知れない。こうなったら何としても、そ

れを証明したい」というのが素直な気持ちでした。

最後にたどり着いたのが美容外科でのシリコン

だったのです。

　最後になりますが「悩む人は体を壊す」と知り

合いの医者に言われました。皆様も、真面目は程々

にして、いい加減を大切に、笑って、いつまでも

ご活躍ください。

―――――――――――――――――――――――

※この記事は令和元年９月３日の講演の要約です。

　　　　　　　文責／公益社団法人　熱田法人会

名古屋市内９法人会合同講演会

名古屋市内９法人会合同講演会
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令和２年度税制改正要望活動

公益社団法人 熱田法人会

令和元年11月25日（月曜日）
　近藤 昭一 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　富田税制委員長

令和元年12月２日（月曜日）
　牧　義夫 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　富田税制委員長
　　　　　加藤副委員長

令和元年12月２日（月曜日）
　池田 佳隆 衆議院議員来訪
　面談者　鈴木税制担当副会長
　　　　　富田税制委員長

令和元年12月６日（金曜日）
　小浮 正典 豊明市長訪問
　面談者　鈴木税制担当副会長
　　　　　富田税制委員長

税制委員長　富田 勘司

　公益財団法人全国法人会総連合と一般社団法人愛知県法人会連合会では「令和２年度税制改正提言」
を実現するために衆参両国会議員、県市の行政長に直接要望書を手渡し、ご説明する活動を行なっていま
す。当法人会でも、立憲民主党の近藤昭一衆議院議員、希望の党の牧 義夫衆議院議員、自民党の工藤彰
三衆議院議員、小浮正典豊明市長を訪問し提言書を説明の上、お渡しいたしました。また、自民党の池田
佳隆衆議院議員は当法人会事務局を訪問されましたので、提言書を説明の上、お渡ししました。なお、自
民党の工藤彰三衆議院議員と国民民主党の伊藤孝恵参議院議員は秘書を通じてお渡しいたしました。
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　当熱田法人会は、昨年11月に創立70周年を迎えました。
　今回、更に地域社会住民や学生の皆さんに「税」に対する関心と正しい税知識を普及することを目的
に創立70周年記念事業「税金展」を開催しました。

【学園祭会場】
　令和元年10月26日（土）～27日（日）に名古屋学
院大学及び藤田医科大学の学園祭会場において
開催しました。
　税に関するポスター展示を行い、多くの学生
の来場があり、税に対する知識と関心を持って
いただきました。
　なお、名古屋学院大学の学生が作成された税
に対する研究結果のポスターも展示しました。

【金山会場】
　令和元年11月12日（火）～14日（木）の三日間、金山総合駅連絡橋内に設置した特設会場において開催し
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　11月12日11時から、ご来賓として後藤邦之熱田税務
署長をはじめ多くのご来賓をお迎えし、オープニング
セレモニーを開催し、安井会長とご来賓の皆様による
テープカットを行い、開場しました。
　会場では、税に関するポスター展示、電子申告ＰＲ
コーナーのほか、熱田税務署のご協力による「電子申
告ＩＤ・ＰＷ出張交付申請コーナー」や名古屋税理士会
熱田支部所属税理士による「無料税務相談コーナー」
も併せて開設しました。
　「税金展」の模様はテレビニュースや新聞で大きく報
道され、中にはテレビニュースを見て来場された方も
あり、大きな反響を得ることができました。

　なお、全会場で約1,250名の来場者があり、来場者にお願いしたアンケートを分析し、今後、税制改正
要望の参考にしていく予定です。

７０周年
記念事業「税金展」を開催しました！
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便利

e-Tax
納付指図・
引落し口座
を選択

口座引落し
で納付

複数の銀行や
口座を指定
できます

　日頃は法人会活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　名古屋市内の９法人会は、平成22年９月から連携して、「e-Tax利用の実施につ
いて」と題した依頼文により会員の方へe-Tax利用のご案内をしてまいりました。
この取り組みによって、名古屋国税局管内におけるe-Taxの利用割合の向上に少な
からず寄与することができたものと考えております。
　これも、一重に皆様方の活動へのご協力の賜物であり、深く感謝申しあげます。
　さて、皆様もご承知のとおり、従前の活動主体は「会員企業の関与税理士による
代理送信の依頼」でございましたが、平成25年度からは、この活動に加えてe-Tax
手続のうち、利用開始の手続きが非常に簡単であり、また、多くの会員企業の皆様
方が行っている源泉所得税の納付に非常に便利な「ダイレクト納付」の利用に向け
た周知活動にも取り組んでおります。

　ダイレクト納付とは、事前に税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出して
おけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操
作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付する
ことができる電子納税の納付手段です。

○インターネットを利用できるパソコンがあれば、利用可能です！
○インターネットバンキングの契約が不要です！
○利用者識別番号（ＩＤ）と暗証番号（ＰＷ）のみで手続きが行えます！
　⇒電子証明書の添付やＩＣカードリーダーは不要です！

○金融機関や税務署の窓口に出向く必要はありません！
　⇒源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
○即時又は納付日を指定して納付することができます！
○納付する際、預金口座を指定できます！

ダイレクト納付を利用するには
□  ダイレクト納付利用可能金融機関に預金口座がある

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください
□  利用者識別番号を取得する

e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から「e-Taxの
開始届出書」をオンラインで提出し、利用者識別番号を取得し
てください。（既に電子申告等をご利用の場合は不要です）

□  ダイレクト納付利用届出書を提出する
国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）から「ダイレクト納付利用届出書」を
出力し、署名、押印の上、書面で税務署に提出してください。なお、納付する
際に複数の預貯金口座を利用する場合は、ご利用になる預貯金口座全てについ
てあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要があります。

ダイレクト納付の利用方法
①　e-Taxで電子申告又は納付情報登録依頼を送信する
②　メッセージボックスに格納される通知を確認し「ダイレクト納付」を選択する
③　「今すぐ納付される方」又は「納付日を指定される方」を選択する
④　納付状況を確認する

　これまで、名古屋市内９法人会は連携して、会員の皆様から関与税理士の方に代
理送信依頼を行う活動に取り組んできました。その結果、名古屋市内のe-Tax利用
割合は、増加傾向にあります。
　引き続き、会員企業の皆様におかれましては、関与税理士の方に対しまして、機
会をとらえて

　「当社の申告は、e-Taxでお願いします」とお伝えください。

　会員企業の皆様のこの一言が、e-Tax利用割合の向上に繋がります。

ダイレクト納付のご利用ダイレクト納付のご利用
国税の納付は国税の納付は

名古屋市内法人会 e-Tax 推進合同会議
（公社）熱田法人会　　　　（公社）名古屋中法人会　　（一社）名古屋東法人会
（公社）千種法人会　　　　（公社）名古屋北法人会　　（公社）名古屋西法人会
（公社）名古屋中村法人会　（一社）昭和法人会　　　　（一社）中川法人会　　

ダイレクト納付とは・・・ダイレクト納付とは・・・

申告書の代理送信依頼のお願い申告書の代理送信依頼のお願い

✓

✓

✓
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中衛工業株式会社 株式会社 隆文社
有限会社 南部工業 金城ライト株式会社
鬼頭工業株式会社 株式会社 光金属工業所
株式会社 モリタ 菊池建装株式会社
有限会社 せきお硝子建材 有限会社 明昭設備工業 （順不同）

　令和元年10月16日（水）熱田神宮会館におい
て、講師に日本社会事業大学非常勤講師で町田
市介護人材開発センター理事の沼田裕樹氏をお
迎えし「もしもの時に困らない！知っておきたい
介護の基礎知識」と題して、講演をしていただき
ました。
　会場をリラックスした雰囲気にしてから講演さ
れているとのことで、当日は最初に「アサガオ」
の写真を紹介いただきながら、花言葉について
お話しいただきました。
　「介護とは」の説明から始まり、平均寿命と健
康寿命の違いをお話しされました。男性は９年、
女性は12年と差があること、その差を埋めるた
めには「介護予防」という考え方が必要であるこ
と、これは世界でも日本が進んだ考え方を持って
いることを紹介されました。名古屋市の取組につ
いても話され、特にＩＣＴ機器を使用していると
いうことで全国的にはまだ珍しいそうです。
　また認知症についての話の中では、日本での認

知症は治すことはできないが「認知症にならない
こと」「認知症を悪化させないようにすること」が
でき、これは世界に誇れることだ、とのことでした。
　最後に「介護が必要になったら、まずは相談か
らはじめましょう。行政・地域包括支援センター
等を中心に、どの地域にも相談できる場所が必
ずあります。そこで専門家等の担当者に詳しく相
談をしてください。また地域の助け合いがあれ
ば、そこにも協力を得られるとなお良いです。」
と話され、「シオン」
の写真と花言葉で締
められました。
　終了後は質疑応答
があり、10分ほどの
短い時間でしたが、
たくさんの質問にお
答えいただき、大変
有意義なものになり
ました。

　平成31年４月から令和元年９月に実施いたしました「福利厚生制度『見積りdeプレゼント』キャンペー
ン」につきまして、厳正なる抽選の結果、下記の10社が当選されました。

　当選されました企業へは、保険会社推進員または代理店が訪問し、図書カードをプレゼントいたしました。
　第二弾として令和２年２月までキャンペーンを行なっております。ぜひ、この機会にご検討されては
いかがでしょうか。
　見積りのご依頼・お問い合わせは、制度受託保険会社・事務局が承ります。下記までご連絡ください。
　・熱田法人会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：052－682－6200
　・大同生命保険株式会社　名古屋南支社　　　　　　　　　TEL：052－331－3360
　・ＡＩＧ損害保険株式会社　名古屋プロチャネル営業部　　TEL：052－857－1400
　・アフラック生命保険株式会社　愛知総合支社　　　　　　TEL：052－586－7673
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県内県内

２０１９年７－９月期実績、
10－12月期および

２０２０年１－３月期見通し

調査時点　２０１9年９月中旬
調査対象（愛知、岐阜、三重）

有効回答企業数　４０９社（回答率　４４．３％）

（日本政策金融公庫 熱田支店　中小企業事業提供）

中小企業の景況は、回復の動きに足踏みがみられる。

［業況判断D.I.］
　　今期（2019年７－９月期）の業況判断D.I.（全産業）は、前期（2019年４－６月期）の
1.4から4.4ポイント低下し▲3.0となった。

　　先行き（全産業）は、１期先（2019年10－12月期）は▲6.3に今期実績からマイナス幅が
拡大し、２期先（2020年１－３月期）は今期実績から横ばいの見通し。

　　産業別では、製造業の今期実績は前期から7.5ポイント低下し、▲12.1となった。先行
きは、１期先は▲14.7に今期実績からマイナス幅が拡大し、２期先は▲9.6に今期実績か
らマイナス幅が縮小する見通し。非製造業の今期実績は前期から1.5ポイント低下し、
5.3となった。先行きは、１期先は1.4に、２期先は2.9にいずれも今期実績からプラス幅
が縮小する見通し。

［業種別業況判断D.I.］
　　今期の業況判断D.I.を業種別に見ると、製造業は、主要７業種のうち金属製品を除く
６業種で低下した。先行きについては、業種によってまちまちであるが、製造業全体と
しては今期実績からマイナス幅が拡大する見通し。

　　非製造業は、主要４業種のうち建設業、運送業（除水運）、小売業の３業種で上昇した。
先行きについては、非製造業全体としてはプラス幅が縮小する見通し。

売上
利益
製品在庫

Ｄ．Ｉ．の推移

業況総合判断Ｄ．Ｉ． 東海三県
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豊 明 支 部 の 活 動
　令和元年11月３日（日）豊明市役所・豊明市商工会館において「豊明秋まつり」が開催されました。
　会場内での法人会案内と粗品（Zipackと玉子）430セットの配布や法人会の看板の設置により法人会活動を
アピールしました。

有 松 支 部 の 活 動
　令和元年12月７日（土）フィール有松ジャンボリー駐車場 赤十字テント内において、愛知県赤十字血液セン
ター協力のもと、献血の安全性向上と安定供給を図るため、地域の方々から献血にご協力いただけるように呼
びかけを行ない、59名の方にご協力いただきました。

名 光 支 部 の 活 動

　令和元年10月19日（土）名古屋市役所において、河村たかし名古屋市長より
「伊勢湾台風市民防災の集い実行委員会」が表彰を受けました。この委員会に
は名光支部が所属しており、長年にわたる活動が認められたものです。

税　金　ク　イ　ズ税　金　ク　イ　ズ

「終戦直後の入場税」

【問い】
戦時下にあった昭和13（1938）年に、臨時的に成立した支那事変特別税法によって、劇場や映
画館、競馬場など大衆向けの娯楽施設を課税対象とする「入場税」が国税として導入されましたが、
一部の事業に関しては、その課税が免除されていました。ところが終戦直後、その免除規定を利
用した不正が相次いでしまいます。不正があったのは、次のうちどれでしょうか?

　１．進駐軍が経営する舞踏場
　２．小学校等で行われる芸能祭
　３．引揚者援護のための興行

【答え】は30ページ

※本記事は国税庁広報広聴官広聴係より許可を得て国税庁メールマガジンより抜粋して掲載しております。
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セミナー名 講師 分数  セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人

材
育
成

 
  心を届けるビジネスメールの 

  基礎知識 高嶋 幸太 47分 

一
般
経
営

 

950人の村「新庄村」に 
なぜ惹かれるのか 佐川 旭 44分 

働き方改革時代に求められる 
組織活性化のあり方 和田 勉 63分 地方におけるインバウンドの 

将来像・講演編 太見 洋介 32分 

相手を不快にさせない 
言葉遣いの実践講座 池田 泰美 51分 やさしく学ぶ「事業承継」 

はじめの一歩 宮井 英行 45分 

★ モチベーションを無理に 
上げずに楽しく仕事ができる方法 中野 美加 15分 

経営者・後継者必見！ 
会社を“繋げる”セミナー 

～第６回：事業承継の支援策～ 
井手 美由樹 8分 

良い人材が辞めない 
会社のつくり方 宮井 英行 40分 税

務
・
経
理
 

特例事業承継税制を活用し、 
自社株を無税で次世代経営者に譲る 佐伯 優 60分 

労
務 

社長の「想い」が次世代に 
つながるカンタンすぎる人事評価制度 山本 昌幸 49分 認知症で困らない！ 

「家族信託」活用ガイド 柴崎 智哉 54分 

改正労働基準法で今すぐ始めるべき 
実務対応のポイント 赤澤 将 43分 横山式シンプル・キャッシュフロー 

計算書でキャッシュの増減理由をつかむ 横山 悟一 64分 

政
治
・
経
済

 

日本のこころと、歴史認識 倉山 満 85分 実
務
家

 

元地域土着 
スーパー社長が語る地域の未来 小林 久 40分 

正念場の世界経済と日本の 
構造問題 中原 圭介 90分 AIに負けない 

これからの人づくり 篠木 雄司 53分 

ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 
 

社長必見！！会社の資金繰り 物と時間の整理整頓講座 

 

お問い合わせは 公益社団法人 熱田法人会事務局まで ＴＥＬ：052-682-6200 

会員の方は５００タイトル以上のセミナーが無料で受講できます 

熱田法人会よりインターネットセミナーのご案内 
公益社団法人 熱田法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます 

           会員ID：hj1815 パスワード：6200 ID・パスワードは 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 
（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）

http://www.atsutahojinkai.or.jp/ 

「令和」の新時代明治以降の 
改元と日本経済の変遷 前編 

経済評論家 大阪経済大学客員教授代表取締役 
岡田 晃 

ログインID パスワード ログイン 

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください 

●●●●● ●●●●● 

会員は専用IDとパスワードを入
れてログインする事により多くのコン
テンツが視聴可能となります。 

熱田法人会 検索 で検索いただけます 

※ 画面はイメージとなります。 

視聴は無料です 

株式会社クイック・ワーカー 代表取締役税理士 
富山 さつき 

ビジネス整理収納アドバイザー 
江間 みはる 

ＮＥＷ ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 
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税　金　ク　イ　ズ　（解答）税　金　ク　イ　ズ　（解答）

終戦直後の入場税

【答え】
　　3．引揚者援護のための興行

【解説】
入場税は、事業の主催者や設備の経営者が、大衆向けの娯楽施設等を催し物の運営や一般利用に

供した際に、その入場料金に応じた金額を納めていた税です。演劇場、競馬場など公衆の観覧に

供する施設のほか、舞踏場、麻雀場、ゴルフ場など公衆の遊技に供する施設が、主な課税対象と

されていました。

ただし、その事業内容によっては入場税が免除される場合もあり、入場税法の第五条には「其ノ

入場料又ハ収益ノ総額ヲ慈善事業其ノ他命令ヲ以テ定ムル目的ニ充ツル場合ニ於テハ入場税ヲ免

除ス」との免除規定が設けられていました。

入場税を巡っては、滞納者や脱税者が多く、申請受理時の混乱が相次いでいたため、税務署の側

でも、担当職員の理解を高めて取締りを強化することを目指しました。入場税は、昭和23年に地

方税になりましたが、昭和29（1954）年に再び国税になり、平成元（1989）年の消費税導入まで

存続しました。

※本記事は国税庁広報広聴官広聴係より許可を得て国税庁メールマガジンより抜粋して掲載しております。
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区民・市民まつり会場で法人会をＰＲ

　地域社会貢献活動の一環として、熱田区・南
区・緑区の区民まつりと豊明市の豊明秋まつり
会場にて「熱田法人会コーナー」を開設、全法
連発行「ほうじん」・児童向け冊子「タックスフ
ントくんとけんたくん」等を配付し、納税意識
の高揚と法人会のＰＲに務めました。

「税を考える週間」の街頭広報

　「税を考える週間」協賛事業の一環として、
令和元年11月12日（火）朝８時から金山総合駅に
て全法連発行「ほうじん」等を配付しました。
　配付にあたっては、事業委員、税制委員、青
年部会役員、女性部会役員、事務局職員のほか、
熱田税務署より後藤署長、元松副署長、中尾
第一統括官にもご協力をいただき、納税意識の
高揚と熱田法人会のＰＲに務めました。

熱田区区民まつり　　令和元年10月13日（日）　　名古屋国際会議場

緑区区民まつり　　　令和元年10月26日（土）　　大高緑地公園

豊明秋まつり　　　　令和元年11月３日（日）　　豊明市役所

南区区民まつり　　　令和元年11月10日（日）　　大磯小学校

　また、子どもたちは熱田税務連絡協議会コー
ナーで税金クイズに参加して得たゲーム利用券
を使い「アンパンマンかくれんぼ作戦」や「ワ
ニワニパニック」を楽しんでいました。

熱田区

緑区 南区 豊明市

　令和元年12月８日（日）緑区役所講堂におい
て、熱田納税貯蓄組合連合会主催の令和元年度
「税に関する作品」表彰式が行なわれ、小学生「税
に関する習字」の部で大高南小学校５年生 井上
結来さん、中学生「税についての作文」の部で

　令和元年12月８日（日）緑区役所講堂におい
て、熱田納税貯蓄組合連合会主催の令和元年度
「税に関する作品」表彰式が行なわれ、小学生「税
に関する習字」の部で大高南小学校５年生 井上
結来さん、中学生「税についての作文」の部で

大高中学校３年生 近藤玲音さん、中学生「税に
関するポスター」の部で豊明市立沓掛中学校１
年生 横山蒼乃さんの３名が公益社団法人熱田法
人会長賞を受賞されました。

大高中学校３年生 近藤玲音さん、中学生「税に
関するポスター」の部で豊明市立沓掛中学校１
年生 横山蒼乃さんの３名が公益社団法人熱田法
人会長賞を受賞されました。

「税に関する作品」表彰
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●会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。

●駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

●会場は、名古屋西税務署・名古屋中村税務署・熱田税務署・中川税務署の合同会場となります。

●開設期間中は、税務署内では申告書の作成指導を行っておりませんので、ご了承ください。

【所　在　地】 名古屋市中村区名駅４丁目４－３８　

【開設期間】 令和２年２月１７日(月)～令和２年３月１６日(月)

【開設時間】 午前９時１５分 ～ 午後５時（受付終了時間：午後４時）

※ 土曜日・日曜日は開設しませんが、２月２４日(月：祝日)と３月１日(日)に限り開設
します。

パソコン・タブレット・スマートフォンから『スマート！確定申告』 

愛知県産業労働センター （ウインクあいち）

令和元年分確定申告相談会場は

６階 です。

地下鉄

４番出口 
５番出口

 ﾕﾆﾓｰﾙ 
地下鉄

６番出口 

確定申告会場のお知らせ

作成コーナー
確定申告書等作成コーナーのメリット
１ 税務署・申告会場に出向く必要なし！ 時間いつでも利用可

２ 自動計算機能で計算誤りの心配がありません。

３ コンビニ等のプリントサービスにも対応しています。
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研＝研修会・視察研修会、役＝役員会・役員研修会、地＝地域社会貢献

開催年月日 支部名 区分 主　　な　　内　　容 出席数

元. 8 . 1

8 . 2

8 . 5

8 . 5

8 . 5

8 . 5

8 . 7

8 . 22

8 . 30

9 . 4

9 . 5

9 . 6

9 . 7

9 . 9

9 . 13

9 . 17

9 . 17

9 . 17

9 . 17

9 . 20

10 . 2

10 . 3

10 . 7

10 . 11

10 . 11

10 . 11

10 . 11

10 . 18

10 . 18

10 . 18

10 . 18

10 . 18

10 . 18

11 . 7

11 . 19

11 . 19

本 城

豊 明

鳴 海

大 高

緑 東

豊 明

高 蔵 旗 屋

鳴 海

名 光

高 蔵 旗 屋

日 比 野

鳴 海

名 光

大 高

本 城

鳴 海

大 高

緑 東

豊 明

大 高

明 治

名 光

有 松

高 蔵 旗 屋

日 比 野

白 鳥

熱 田 南

鳴 海

緑 西 部

有 松

大 高

緑 東

豊 明

明 治

熱 田 南

大 高

役

役

役

役

役

役

役

役

役

研

役

研

地

役

研

役

役

役

役

役

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

役

役

研

「会員増強」等協議

「合同セミナー」「豊明まつり」「視察研修会」等協議

合同役員会「合同セミナー」協議

合同役員会「合同セミナー」協議

合同役員会「合同セミナー」協議

合同役員会「合同セミナー」協議

「合同研修会」「視察研修会」等協議

「収支報告・予算」「視察研修会・合同研修会」「加入勧奨」等協議

「会員増強」「活動状況」「４支部合同研修会」等協議

視察研修会「ハウス食品静岡工場」

「会員増強」「４支部合同研修会」「税務研修会」等協議

視察研修会「トヨタ産業技術記念館・トヨタ博物館」

地域社会貢献「伊勢湾台風60年市民防災の集い　協賛」

「視察研修会」「支部役員補充」等協議

視察研修会「トヨタ博物館」

「合同セミナー」等協議

「合同セミナー」等協議

「合同セミナー」等協議

「合同セミナー」等協議

「講演会及び交流会の役割分担等の連絡」

視察研修会「（株）菊一文珠四郎包永」

視察研修会「国立印刷局　彦根工場」

税務研修会「消費税軽減税率制度に対応した経理の仕方」

合同研修会「日本文化である落語に親しむ」

合同研修会「日本文化である落語に親しむ」

合同研修会「日本文化である落語に親しむ」

合同研修会「日本文化である落語に親しむ」

合同セミナー「日本文化とこれからの経営」

合同セミナー「日本文化とこれからの経営」

合同セミナー「日本文化とこれからの経営」

合同セミナー「日本文化とこれからの経営」

合同セミナー「日本文化とこれからの経営」

合同セミナー「日本文化とこれからの経営」

「会員増強運動」協議「視察研修会結果」報告等

「加入勧奨」「未加入法人確認」「次年度事業」「次回研修会」協議等

視察研修会「デンソー高棚製作所、九重みりん時代館」

16

12

1

1

14

1

13

8

16

27

17

13

4

9

18

1

2

12

1

6

32

29

13

20

37

20

9

4

2

1

10

61

3

9

13

24

支 部 の 動 き
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　令和元年11月22日（金）、奈良県方面にて会
員企業経理担当者71名の参加で実施しました。
　熱田神宮を出発した後、バス車中にて税理
士先生による税金に関する研修と興福寺や東
大寺にまつわるご当地クイズを行いました。
　奈良ロイヤルホテルで地元の食材を使った
昼食を楽しんだ後、興福寺へ向かいました。
　興福寺では、昨年301年ぶりに再建された
中金堂や国宝の五重塔などを拝観し、その後、
東大寺・大仏殿を拝観しました。当日は、名
古屋市内でG20の開催があり、帰着時間への
心配もありましたが、参加者の皆様のご協力
もあり、ほぼ予定どおりの時間に名古屋へ戻っ
てくることができました。

◆経理担当研修会◆

　令和元年11月20日（水）に名古屋市教育センターにて、熱田税務署 法人課税第一部門上席国
税調査官　馬場瑞恵氏をお迎えし、新設法人説明会を開催しました。内容は「法人税の基本的
事項」「消費税の仕組みと手続き」「源泉徴収の仕方」「印紙税の基本的事項」など、新しく起
業された法人へお話をしていただきました。
　引き続き、出席者の皆様に、公益社団法人熱田法人会の事業活動の概要、入会のメリットな
どについて、湯浅専務理事から説明を行いました。

◆新設法人説明会◆

新会員紹介
（令和元年９月～令和元年11月末） （敬称略）

支　部　名 法　人　名　・　個　人　名 所　　在　　地

高蔵旗屋

高蔵旗屋

高蔵旗屋

熱田南

新瑞南

本城

本城

鳴海

有松

有松

大高

緑東

株式会社　藤本工業

株式会社　吉川機械製作所

株式会社　tｉｄｅ

平松　豊

株式会社　加藤熔材

株式会社　明伸タイヤサービス

株式会社　名南フロアー

株式会社　鶏工房

株式会社　泉重量

クラシスホーム株式会社

ルネ音楽教室　渡邉智哉

株式会社　デザインルームベル

半田市苗代町２－57－２

大府市北崎町井田１－４

瑞穂区十六町１－38－１

熱田区八番二丁目８－19

南区千竈通４－23

南区南野二丁目10

南区南野二丁目353－１

緑区鳴海町下汐田31－１　サンハウス大高駅Ⅱ

緑区桶狭間上の山1601

緑区桶狭間清水山1306－１

緑区大高町鶴田54－３

緑区諸の木二丁目101
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主な事業予定

お知らせのページ

あつたの杜
令和2年1月

第126号（通巻171号）

ホームページ http://www.atsutahojinkai.or.jp

発行／公益社団法人 熱田法人会

印刷／株 式 会 社 鈴活印刷
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編集後記
　平成から令和元年・２年と歴史は大きくうねり、元号について興味を持ちました
ので、掲載してあったある文面を、ご紹介したいと思います。
―日本では古来、色 な々理由で改元が行われていた。特に多いのが、天変地異や飢饉、
戦乱などによる改元だ。例えば、関東地方が舞台となった平将門の乱などが引き金
となって938年天慶に改元となった。989年にはハレー彗星の出現がきっかけで永祚

に改元された。当時の人々は彗星を「不吉な兆候」と受け止めた。改元の甲斐なく、この年には
近畿地方を巨大台風が襲い、大きな被害が出たという。逆に、縁起の良い出来事が改元理由の例も
ある。白い雉が見つかったことをめでたいとして、大化の次の元号は「白雉」になった。天皇一代
に元号一つと定める一世一元制は、明治時代から導入された。―
　歴史をひもとくと、とても面白いと思いました。皆様はどう思われたでしょうか。　　　（Ｎ.Ｔ）
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◎日 時
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令和２年１月21日（火）
13：30～15：00
熱田神宮会館　２階
同志社大学法学部教授／
国際政治学者　村田 晃嗣 氏
「国際社会の中にある日本の課題」
～グローバル社会に学ぶ～

令和２年１月29日（水）
13：30～15：00
熱田神宮会館　２階
熱田税務署担当官　２名
「確定申告前研修会」

令和２年３月12日（木）～14日（土）
秋葉山圓通寺

新春経済講演会

税制研修会（確定申告前研修会）

生活習慣病予防健診
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◎日 時

◎講 師
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令和２年２月13日（木）
13：30～15：00
日本特殊陶業市民会館　フォレストホール
外交政策研究所代表／立命館大学客員教授
キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
宮家　邦彦 氏
「激動する国際情勢と今後の日本の対応」
～日本の外交・経済・安全上、最大の課題は
中国問題である。直面する最新の国際情勢
と、日本は外交・経済・安全保障上、いかに
対応すべきか～

令和２年５月28日（木）
15：00～16：15（予定）
ＡＮＡクラウンプラザホテル
グランコート名古屋　７階

令和２年５月28日（木）
16：30～18：00（予定）
未定
未定

名古屋市内９法人会合同講演会

公益社団法人熱田法人会　定時総会

定時総会記念講演
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アフラック生命保険株式会社 愛知総合支社
〒451-6029 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー29階アフラック生命保険株式会社 愛知総合支社
〒451-6029 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー29階
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公益

当法人会は、会員に関する「個人情報」を、研修会・各種会議などの開催通知、広報誌

などの送付、福利厚生制度等のご案内など、本会の事業活動のために利用し、それ以

外の目的で利用することは一切ありません。



名古屋南支社/
名古屋市中区金山1-13-13(金山プレイス7F)
TEL 052-331-3360

名古屋プロチャネル営業部/
愛知県名古屋市中区栄5-27-12(富士火災名古屋ビル2Ｆ)
TEL 052-857-1400


