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新年明けましておめでとうございます。
未だ終息の見えないコロナウイルスの影響で多くの会員の皆様が大変な
時を過ごされていると存じます。しかし朝の来ない夜はないと信じて、
この先の時代にふさわしい運営方法を取り込める絶好の機会と捉え、
武蔵野法人会 71 年を振り返りつつ、これから先のビジョンを模索し、
会員の皆様にとってより有意義な法人会となるよう努めてまいります。
皆様にとってこの１年が健やかで、満ち足りた時となることを御祈念申
し上げます。

「井の頭公園の福寿草」
写真提供

武蔵野法人会

写真同好会

五十嵐明一さん（井の頭支部）
福寿草の名には「幸福」と「長寿」の意味が込
められています。よく一緒に飾られる南天と合
わせると「難を転じて福となす」という意味に
なり、縁起のよい花として正月には欠かせない
存在です。今月の表紙は井の頭公園の池のほ
とりで撮影されたものだそうです。
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井の頭支部・吉祥寺南支部合同研修会

吉祥寺南支部講演会

プロ講師によるダンス＆ 税金クイズ
「DRI-V COORDINATION DANCE」

『 I LOVE CURRY!!
I LOVE MYANMAR!!!

〜ミャンマー国軍のクーデターに
巻き込まれてから帰国するまでの
83日間〜』

長引くコロナ禍で運動不足になっていませんか ? 体を動か
してクイズ形式で税金について楽しく学べるイベントを吉
祥寺南支部・井の頭支部合同で開催します。プロダンス
講師の指導の下、ダンス未経験、カラダを動かすことが苦
手な方でも楽しみながらカラダづくりの体験ができます。

日時：令和 4 年 2 月 17日（木）17：00〜
会場：武蔵野公会堂 会議室

日時：令和 4 年 1 月 22日（土） 9：30 〜 14：00
会場：吉祥寺東急 REI ホテル 3F「むさしの」
講師：ダンスインストラクター “DRI-V”

講師：ミャンマー料理研究家 保芦ヒロスケ

講師紹介 東京都吉祥寺出身。2003 年〜 2020 年ロックバンド「Dragon Ash」のダンサーとして活
躍。同時にダンスインストラクターとして実績を重ね、KIDSトレーナーの資格を取得し、ダンスとトレー
ニングを融合させた DRI-V Dance Coordination Lessonを考案。全国に Lesson 活動を広げている。

［内容］第一部、第二部は参加費無料
■ 第一部（対象：法人会員および会員以外の方の吉祥寺エリアの親子）… 定員 30 名
9：30 〜 10：30（受付開始 9：15）
キッズダンス体操（保護者の方も一緒に参加できます）
税金クイズ
■ 第二部（対象：吉祥寺南・井の頭支部の会員）……………………… 定員 50 名
11：00 〜 12：00（受付開始 10：45）
プロダンス講師の指導による軽い運動、ストレッチ等
税金クイズ
■ 第三部（対象：吉祥寺南・井の頭支部の会員） …………………… 定員 50 名
12：30 〜 14：00
支部会員交流会（昼食） 参加費 2,000 円

武蔵野法人会館
会議室

時間帯

午

前

講師紹介 1970 年武蔵野市生まれ武蔵野市育ちの
吉祥寺っ子。ミャンマー国内にて日本人として初と
なるレトルトカレーの製造販売を目指すが、コロナ
禍に苦戦を強いられていた中、ミャンマー国軍による
クーデターに巻き込まれ、志半ばにして一時帰国中。
現地スタッフ達と遠隔作業で商品の完成を目指す。

貸会議室のご案内
午

後

夜

間

終

日

９：００〜１２：００

１３：００〜１６：３０

１７：００〜２１：００

９：００〜２１：００

小会議室

￥1,500

￥2,000

￥2,500

￥5,000

大会議室

￥2,000

￥3,000

￥4,000

￥11,000

（注１）冷暖房費は上記室料に含まれます
（注２）備品代… ・プロジェクター：３００円 ・ワイヤレスマイク等の放送設備、演台、スクリーン、アクリルボード等の備品：上記室料に含まれます

●会議室の使用は会員に限定されます。また、使用目的が営利目的、特定の政治活動・宗教活動、その他事務局が管理上支障があると
認めた場合は、使用できませんのでご留意願います。
その他ご不明の点がございましたら、
事務局までご連絡ください
●予約方法：所定の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、事務局
までお送りください。
（ＦＡＸ、
Ｅ−ｍａｉｌ等）
【公益社団法人武蔵野法人会 事務局】
●お支払いは振込みか当日現金にてお支払いください。
〒180-0006 武蔵野市中町 2-11-13
振込先：多摩信用金庫武蔵野支店（普通）0083060
（口座名）公益社団法人 武蔵野法人会

TEL 0422-51-1441 FAX 0422-55-5544
E-mail mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

入会のご案内 ― 武蔵野法人会の「なかま」を増やしませんか！！―

お取引先・お知り合いの方を
ご紹介ください

法人会は、正しい税知識を身につけるためだけの団体ではありません。企業の経営者同士が、積極的に情報交換を行い、触発し合
いながら、それぞれの企業の発展、事業の継続を図っていけるのが法人会です。
◆年会費や実施事業等の詳細は、当法人会のホームページをご参照ください。 http://www.musashino-hojinkai.or.jp/
◆当法人会の目的、事業にご賛同いただき、当会への入会を希望される方がいらっしゃる場合は入会申込書をお渡しいただき、必要
事項をご記入の上、事務局まで送付願います（入会申込書は当法人会のホームページからダウンロードできます）
。
武蔵野法人会へのご質問、お問い合わせは、下記の連絡先（法人会事務局）まで、お気軽にどうぞ。

公益社団法人武蔵野法人会 〒180 ‑ 0006 東京都武蔵野市中町 2 ‑ 11 ‑ 13 三鷹ビル３ F
TEL：0422 ‑ 51 ‑ 1441
FAX：0422 ‑ 55 ‑ 5544
E-Mail：mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

3

2022年
（令和４年） 新年のご挨拶

吉兆の年に 願いを込めて

公益社団法人

武蔵野法人会

会長

清

水

宏

益

新年と新任の挨拶
謹んで新年のお慶び申し上げます。
旧年中はコロナ禍の中で、会員各位の皆様におかれましても、不安やもどかしさでいっぱいの一年であった
とお察し申し上げます。
このような中、私は、通常総会において公益社団法人武蔵野法人会の９代目会長に就任しました。
前会長である竹内氏が 10 年にわたり “ONE TEAM” の精神で築かれた会の方針を踏襲し、私ならではの色を
取り入れ、活発で開かれた法人会を目指していきたいと思います。

コロナ禍のもとでの活動
ようやく明るい兆しが見えつつも、さらなる変異株の感染者も確認され、予断を許さない状況です。一日も
早く穏やかな日常が戻ってくることを祈るばかりです。しかし、そのような中でも当会では昨年来、皆様のご
支援のもと、オンライン方式などの新たな方法を確立し、また大会議室を用いて参加人数を減らすなど工夫を
凝らし、会議やセミナー、また租税教室などいくつかの事業を継続することもできました。コロナ禍において
も歩みを止めることなく、事業を進めることができたことは、何をおいても会員の皆様のご理解とご協力の賜
物だと思っております。改めて御礼申し上げます。
昨年一昨年と行うことができなかった親交を深める懇親会や交流会なども、今年は盛大に行うことができ、
会員の皆様どうしが直接顔を合わせて親交を深めることができると信じています。
このような社会が大きく変化する時には、情報や間違いのない知識が必要です。安全性を確保しつつできる
限りスピーディに会員の皆様に提供するための事業が大事であり、それが法人会としての責務だと思っており
ます。そして交流会や懇親会もそうした提供の場になると思います。
なにしろ「楽しくなければ法人会じゃない」ですよね！

今年にかける思い
武蔵野法人会は、一昨年に公益社団法人となって 10 年を迎えました。竹内前会長はそれを一つの節目とされ、
次の 10 年を見据えて一般市民を対象とした事業をさらに拡大させる方針を打ち出され、あらゆる事業を積極的
に進められました。本年もその流れを受け止め、これからさらに進むべき道を改めて考え、それに沿った新し
い事業をどんどん進めていきたいと思っています。
そのために、新しく特別委員会を設けました。その委員会では、武蔵野法人会のあるべき姿を考えたり、そ
れに則した中長期の事業計画や組織体の変更などを検討していこうと思っております。
またさらに一つ別の特別委員会を設け、コロナ禍のもとであまりできなかった会員増強にも力を入れていき
たいと思っております。
会員の皆様におかれましても、ますます健康で充実した一年となりますようお祈り申し上げます。そして
公益社団法人武蔵野法人会がより力強く皆様をサポートする会となりえるよう、私も尽力していく所存です。
どうぞ、宜しくお願い致します。
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インボイス制度の円滑な導入に誠心誠意取り組む
武蔵野税務署長

櫻

井

元

博

新年明けましておめでとうございます。

令和４年の年頭にあたり公益社団法人武蔵野法人会の皆様方に謹んで新年の御挨拶を申し上

げます。

清水会長をはじめ役員並びに会員の皆様方には、平素から税務行政に対しまして深い御理解と多大な御協力を賜り

まして、厚く御礼申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、各事業の開催を断念せざるを得ない状況であり、非常に

困難極まる中、貴会におかれましては、オンラインによる会議や各種説明会を積極的に実施していただくとともに、
租税教室や絵はがきコンクールなどの事業を意欲的に推進されるなど、この局面を打開すべく奮闘されており、誠に

心強く感じております。このような会活動に携わる皆様の御尽力に対しまして、心より敬意を表する次第でございます。
さて、まもなく令和３年分の確定申告の時期を迎えます。確定申告期間中は税務署が最も混雑する時期でもありま

すので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも「ｅ-Ｔａｘ」による確定申告書の提出、また、納税に
当たりましては「キャッシュレス納付」を御利用いただき、混雑の緩和に御協力いただければ幸いでございます。

また、昨年 10 月から、令和 5 年 10 月から導入される適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の事業者登録

申請受付が開始されております。制度の円滑な導入に向け、引き続き、事業者の皆様への周知・広報に誠心誠意取り
組む所存でおりますので、武蔵野法人会におかれましても、より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。

結びに当たり、新しい年が武蔵野法人会にとって輝かしい年となりますように、また、会員の皆様方におかれまし

ても、充実した年となりますよう心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

価値観が変容していく中、協力関係をさらに密に
東京税理士会武蔵野支部

支部長

石

井

健

史

新年明けましておめでとうございます。

令和４年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。公益社団法人武蔵野法人会の皆さ

まにおかれましては、気持ちも新たにすがすがしい新年をお迎えのことと存じます。清水会長

をはじめ役員並びに会員の皆さま方には、平素より税理士会に対する深いご理解と多大なご協力を賜りまして、厚く
御礼申し上げます。また、旧年中は新型コロナウイルス感染症の影響により、弊会からの充分な協力を差し上げるこ

とができず、大変申し訳ございませんでした。改めてお詫び申し上げますとともに、ご理解をいただきましたことに
感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症とともに明け暮れる生活は、早くも２年が過ぎ、社会や経済情勢もなかなか落ち

着きを取り戻せていません。変異株の発生、感染拡大、そして縮小と、日々刻々と変化する状況の中にあって、我々
すべての人間が、状況に合わせた生活様式にせざるを得ず、常に変化を続けていかないと生き残ることはできなく
なっています。これは、まさにウイルスに学ぶとも言うべきところでありますが、この状況を契機にＤＸ
（デジタル

トランスフォーメーション）が一気に加速したことは、何よりも私たち事業者にとって、経営の効率化という点では
とても喜ばしいことだと思います。

一方で、効率だけでは表せない、古き良き伝統が失われてしまうことに一抹の不安と、寂しさも感じていますが、

ほぼすべての価値観が変容していく中で、今まで通りに季節がめぐり、暦が新しくなることに、改めて新鮮さを感じ

られる年明けとなりました。本年も、ともに様々な課題に取り組み、ともに発展していくことを目指して、これまで
の協力関係をさらに密にしていただけますこと、お願いを申し上げます。

結びにあたり、公益社団法人武蔵野法人会の皆さま方にとりまして、2022 年が雌伏雄飛の年となりますようお祈り

申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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﹁秋期経営者講座﹂報告

特集

司会

安藤公益委員長

今年の「夏期経営者講座」は新型コロナウイルスの感染状況やオリンピック開催
時期との兼ね合いから実施時期を延期し、
「税を考える週間」に因んで開催される
「記念講演会」と合体させ、
「秋期経営者講座」として税制・公益両委員会の共同
開催となりました。ハイブリッド方式（Zoom 配信を併用）を取り入れ、参加者は
会場参加者 91名、オンライン参加者37名と久々の規模の事業となりました。

主催者挨拶

コロナ禍の影響が大きい中、
会員の役に立てるように取り組みたい

清 水 宏 益 会長

今年の通常総会後の臨時理事会で会長に就任された清水会長にとっては、
多くの会員を前にして挨拶する初めての機会となりました。新会長はコロナ
の影響で会員の皆様が大変なご苦労をされていることを案じつつ、法人会と
してお役に立てるように取り組んで参りますと挨拶されました。

署長講和

「インボイス制度」から税務行政の将来像、
国税庁の組織理念まで
講師

武蔵野税務署長

櫻井 元博氏

櫻井署長は「税を考える週間」に因み、昭和 29 年に「納税者の声を聞く月間」に由来す
るこの週間の持つ意味について語った後、令和 5 年10月から始まる「インボイス制度」
についてその概要を分かり易く解説していただきました。さらに、税務行政の将来像（デ
ジタル・トランスフォーメーション）や国税庁の組織理念などについても触れ、短時間の
講話の中で多岐にわたりお話しいただきました。

記念講演会 15：30〜17：00

「ビジネスに活かす脳科学」
講師

時
吉祥寺第一ホテル

11

6

月８日︵月︶

17

令和３年

時〜

15

脳科学者・医学博士

中野 信子氏

本の執筆や大学の教壇に立つ傍ら、最近ではテレビなどのメディアで評論家としてもご活
躍の脳科学者・医学博士の中野信子氏を講師にお迎えし、
「ビジネスに活かす脳科学」と
題しご講演をいただきました。
講演の中では脳科学で使用される専門用語が数多く出てきましたが、話される内容から
日常行動やビジネスシーンを想起する方が多かったようで、合点がいった様子で何度も頷
いたり、熱心にメモを取る姿が非常に目についた講演でした。
終了後、もう一度講師に呼んで欲しいという声が聞かれるほどで、日常何気なく思っていたことが、脳科学的
アプローチによりその根拠が科学的に解明され、参加者にとっては様々なビジネスシーンで活用できる知識、
ノウハウが得られた狙いどおりの講演会となりました。

閉会の辞

会員一丸となってコロナに打ち克とう
前 川 秀 幸 副会長
閉会に際し、前川副会長は「来年こそ明るい年にしたい、会員一丸となってコロ
ナに打ち克ちましょう！」と結び、2 時間にわたる「秋期経営者講座」は散会と
なりました。

令和３年度

納税表彰式

さる 11 月 10 日（水）午後 2 時より、武蔵野税務署において令和３年度の納税表彰が行われました。本来であれば武蔵野
スイングホールにおいて表彰式と祝賀会が開催される予定でしたが、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止の観
点から、昨年同様、税務署の地下会議室に会場を移し、祝賀会の開催も中止という形での開催となりました。
当日は、法人会の活動を通じて申告納税制度の普及に尽力され、税務行政の運営に多大の寄与をされた各位に対し、
櫻井武蔵野税務署長より表彰状、感謝状がそれぞれ授与されました。受彰された皆様のますますのご活躍を祈念いた
＊
（
）
内は現在の役職
します。なお、表彰状・感謝状を授与された方々は、次の通りです。
（当会関連のみ）
■ 国税庁長官表彰

■ 東京国税局長表彰

竹 内 政 司 氏 （顧問 / 前会長 井の頭支部）
武蔵野法人会 女性部会

石黒

■ 武蔵野税務署長表彰

■ 武蔵野税務署長感謝状

関根
臺
山本

岩
小
中
星
三

美 英 氏 （副会長 武蔵野西支部）
孝 之 氏 （常任理事 総務委員長 吉祥寺第二支部 )
康 雄 氏 （常任理事 共益委員長 三鷹中央支部）

澤
川
村
野
笠

秀 男 氏 （顧問 / 前副会長 小金井南支部）

勝氏
恵氏
中氏
智樹氏
俊彦氏

（常任理事 吉祥寺南支部長）
（女性部会副部会長 小金井北支部 )
（常任理事 吉祥寺北第二支部長）
（常任理事 小金井南支部長）
（常任理事 副会長 小金井北支部）

■ 東京都主税局長表彰

納税協力団体の組織活動を通じて税務行政に貢献された方々に東京都主税局長から授与される東京都主税局長表彰を
当会から監事の伊藤隆子氏が受賞されました。

伊藤

隆 子 氏（監事 / 前副会長 吉祥寺北第一支部）

■ 税務功労者立川都税事務所長感謝状

令和 3 年度の「税務功労者立川都税事務所長感謝状」は当会から副会長の宮下真一氏が 受賞されました。
なお、今年度は新型コロナウイルスによる感染症予防のため、授与式は実施されず、直接本人への手渡しにより表彰
状が授与されました。

宮下

真 一 氏（副会長 吉祥寺北第一支部）

女性部会 国税庁長官表彰

令和３年度 納税表彰者

武蔵野税務署長感謝状授与
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令和４年度「税制改正提言」
訪問
全国法人会総連合では、税制に関する会員企業の意見や要望を「税制改正アンケート」等により十分反映
しながら、税制改正要望事項を取りまとめています。当会では毎年全国大会の後、武蔵野市、三鷹市、
小金井市の市長、市議会議長を訪問し、提言活動を行っております。
今年度は、清水宏益会長と横尾政明税制委員長と平田淳一事務局長が 11 月26日（金）に西岡真一郎小
金井市長に面会、また、12 月8日（水）には清水宏益会長と吉田政利副会長と平田淳一事務局長が河村
孝三鷹市長と土屋健一同市議会議長に面会、さらに12 月10日（金）には清水宏益会長と横尾政明税制
委員長と平田淳一事務局長が松下玲子武蔵野市長と土屋美恵子同市議会議長に面会しました。面会の
場で全法連より各単位会に配布された「令和４年度税制改正に関する提言」に基づき、主な内容を説明さ
せていただきました。
（なお、鈴木小金井市議会議長にはご多忙のため議会事務局経由でお渡ししました。
）
なお、例年通り地元選出の国会議員に対しては、秘書の方を通じて提言書を届けました。

税制改正
スローガン

令和 4 年度

○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！
○コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を！
○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！

小金井市

三鷹市

河村 孝市長への提言

武蔵野市
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西岡真一郎市長への提言

松下玲子市長・恩田秀樹副市長への提言

三鷹市

武蔵野市

土屋健一議長への提言

土屋美恵子議長への提言

第 37 回 法人会全国大会 岩手大会 開催
令和 3 年 10月7日（木）第 37 回法人会全国大会（岩手大
会）が開催されました。
当初は、全国から参加者が盛岡市に集まっての開催が予
定されていましたが、大会の約 1か月前になって新型コロナ
ウイルス感染状況を鑑み、オンライン形式での開催に変更と
なりました。
当日は、岩手のメイン会場（盛岡市民文化ホール）と東京
のサテライト会場（全法連会館）を結んだ2 元中継がイン
ターネット配信され、多くの法人会員がそれぞれの地元から
閲覧するという、法人会の全国大会としては初めての方式で
行われました。
第１部の記念講演会は、最近ユニークなＣＭをテレビで見
かけるアイリスオーヤマ株式会社の代表取締役会長大山健太
郎氏を講師にむかえ、消費者も気づかないニーズをメーカー

第１５回 全国女性フォーラム

が見つけてユーザーの需要を創出する「ユーザーイン」の経
営方針について、非常にわかりやすい語り口でご講演いただ
きました。
第２部の式典では、令和４年度税制改正にむけた提言の報
告や青年部会による租税教育活動の事例発表が行われました。
また大会宣言では、国家的課題である財政健全化の重要
性を訴えるとともに、
「中小企業の活性化に資する税制」
、
「事
業承継税制の抜本的改革」等を中心とした「税制改正に関す
る提言」の実現を強く求めました。
通常であれば 2,000 名を超える参加者が 1つの会場に集
まってにぎやかに開催される全国大会ですが、前回は中止、
今回はオンライン開催と、コロナ禍による影響を受けており、
次回こそは千葉の地で全国の法人会員が一堂に会することが
できることを祈念します。

新潟大会

新型コロナウイルス感染症拡大の為、前回の予定地・愛媛大会は中止となり、１１月１６日（火）に２年半ぶりに第 15
回「全国女性フォーラム（法人会女性部会 全国大会）
」新潟大会が開催されました。
第 1 部の記念講演会の講師は、前文化庁長官の宮田亮平氏。
「ときめきのとき」と題され
たご講演は、巧みな話術と秘蔵映像を使い、あっという間の１時間でした。
第 2 部大会式典では「新しい形、新潟から〜新時代 令和にはばたく女性の力〜」という
力強いスローガンが掲げられました。この日を迎えるにあたり、開催地となった新潟の県連
をはじめ、各単位会の皆様も大変な努力を要したと思われ、その分たくさんの絆が生まれ
た様子が会場の雰囲気、参加した女性部会員の皆様の立ち居振る舞いから感じられました。
第 3 部懇親会は着席・黙食スタイルとなりましたが、さすが新潟、米どころ酒どころ、
多種多様なお酒と、４つのホテルの合作豪華弁当が供されました。白ワインも美味しかっ
たです。
改めて女性の底力を感じつつ帰路につきました。次回は静岡大会（2022 年４月１４日）
、
記念講演は別所哲也氏とのことです。
（女性部会副部会長

第 35 回 全国青年のつどい

近藤君江）

佐賀大会

11月25日（木）、26日（金）に、第 35 回法人会全国青年の集いが佐賀県にて開催されました。
昨今の情勢から全国から部会長だけを集める少し寂しい大会でしたが、佐賀県連の皆様の開催にかける
思いの詰まった大会でした。
初日は部会長サミット、今期及び歴代全法連青年部会長の3 名の将来の日本を語るパネルディスカッ
ションが行われました。
懇親会では佐賀県出身のミュージシャン（？）
『どぶろっく』が登場し、会場を沸かせながら、佐賀の
名産を美味しく頂きました。その夜は佐賀の町で、東京 2、3、6ブロックの部会長の皆様と懇親して
きました。
二日目は租税教育活動プレゼンテーションと、健康経営大賞事例紹介が行われ
ました。各単位会の租税教育にかける熱意は素晴らしいものがありました。小学
生から大学生まで広い対象に様々な手法で行う、非常に勉強になるものでした。
健康経営事例紹介では、各企業の取組を詳細に紹介いただきました。禁煙を推
奨する企業の多さが印象に残りました。
二日間にわたり、法人会活動に真剣に取り組む経営者たちの姿を見て、改めて
自分たちの活動が、将来の日本を支えていく一つの土台になるのだと実感しました。
次回は沖縄です、みんなで行きたいですね！（青年部会部会長 河田守生）
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未来事業株式会社
管理栄養士

年齢を重ねるにつれて、心身の状態は徐々に変わってきま
す。
「なんだか、痩せにくくなった」
「体力がなくなってきた」
「疲れが取れにくくなった」などと、感じている方は多いのでは
ないでしょうか。

吉岡 美保

50 歳代以降の食事は、カロリーよりバランス
体重や体型が気になるからダイエットをしようと思って、食
事管理に取り組む方もいるかと思います。しかし、50 歳代以

心身が変化していけば、健康づくりの方法も、変化が必要

降の方の場合、若い頃のように単純に食事量やカロリーをむや

です。若い頃と同じやり方をしていると、かえって体調を崩し

みに減らすことはよくありません。必要な栄養素が不足し、筋

てしまうこともあります。

力低下や体調不良を招いてしまう可能性があります。

できるだけ、健康な状態を維持していきたい 50 歳代以降の
方々は、どのような点に気をつけて健康づくりをしていけば良

摂取カロリーのみを気にするのではなく、全体のバランスを
気に掛けるようにしましょう。

いのでしょうか。
「食生活などはあまり変わっていないはずなのに、だんだん
太ってきたような気がする」という50 歳代以降の方の声は少な
くありません。年齢を重ねると太ってしまうのは、なぜなので
しょうか。
日本人の基礎代謝量は、働き盛り30 〜 40 代をピークに、

50 歳代以降は軽度の肥満の方が良い？
日本人の高齢者を対象に行われた研究によると、痩せてい
る人よりも、太っている人の方が死亡するリスクが低かったと
いうことが分かっています。男女によって、肥満の程度には少

徐々に減少していきます。そのため、食事内容に変化がなかっ

し差があり、女性の場合は軽度肥満の方、男性の場合は中度

たとしても、太りやすくなってしまうのです。若い頃よりも、

肥満の方が、もっとも死亡リスクが低いという結果でした。

運動量が減ったり、外食の機会が増えたりすれば、その分余
計に体重は増えてしまいます。

もちろん、太りすぎはよくありませんが、50 代以降の方に
とっては、痩せすぎも問題であるということは知っておいた方
が良いでしょう。

１日３食、食事をしましょう
朝起きて、朝食を食べて１日を元気にスタートする生活を大
事にしましょう。

サルコペニア肥満って？
サルコペニアとは、病気や加齢のために筋肉量が減少して、

ごはん（主食）と野菜のみそ汁（副菜）を基本に、主菜（納

全身の筋力低下や機能低下が起きることを言います。近年は、

豆など）１品を定番の朝食メニューと決めてはいかがでしょう

このサルコペニアに、肥満が合わさった「サルコペニア肥満」

か？

が増えつつあります。

昼食は、午後の活力源です。
ごはん（主食）とおかず（主菜・副菜）がそろった食事を取

加齢に伴って増えるサルコペニア肥満は、単なる肥満よりも、
健康に悪影響を及ぼすとされています。これを防ぐためにも、

りましょう。もちろん、残り物でも。お昼が軽いと、午後の

できる限り早い段階から健康づくりに取り組むことが大切なの

お菓子の食べ過ぎにつながります。

です。

夕食は、快適な睡眠のためにも、軽く。
遅い時間に食べるなら、夕方におにぎりかパン（主食）を食
べておいて、夕食は油を使わないおかず（主 菜 1つ・副菜

適度な運動で食事をおいしく食べましょう

たっぷり）を食べる分散型もお薦めです。翌日の朝には、お

空腹は、最高の調味料と言いますね。

腹がすくような夕食の食べ方が理想です。

特別な運動でなくても、家の周りや住んでいる地域を歩い
たりするだけでも、適度な運動になります。空腹になって、
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食事もおいしく食べられます。

持病がある方なら、採血などのデータや症状が悪くなった、

ウォーキングでは、花や木だけでなく、あちこちの畑で栽

あるいは良くなった理由も振り返ることができます。検査結果

培している野菜を見て、季節を知ることが出来ますし、農産物

とご自身がつけた記録を照らし合わせることで、自分の生活

直売所ではそこで採れた野菜を買うこともできます。

習慣が、体にどう影響を与えているのかを自覚するきっかけに

ウォーキングで、軽い運動、住んでいる地域を知り、そこ
で採れた地場野菜を食べるなどもよいです。

なります。
記録が苦手で、マメに書くことができないという方は、少な
くとも体重だけは記録するようにしてみて下さい。

自分の身体を知ろう

お薦め食材

認知症・寝たきりなど原因の多くは、脳血管疾患などの生
活習慣病によるものです。
定期的な健診により、自分の身体の状況を知り、
〈血圧が高

最後に、血液をサラサラにする、お薦め食材を紹介します。
１つ目は「オ・サ・カ・ナ・ス・キ・ヤ・ネ」です。

くなりやすい〉
〈コレステロールが上がりやすい〉
〈血糖値が高

オ：お茶（カテキンがコレステロール値を下げます）

い〉などの傾向があったら、食生活の見直しをしていくことが

サ：青魚類（ＤＨＡやＥＰＡが豊富に含まれており血液の流れ

大切です。

をスムーズにします）
カ：海藻（ぬめり成分アルギン酸が血糖値の急上昇を防ぎコ

睡眠も大切に
高齢になってくると、体力が衰えるだけでなく、睡眠にも変
化が現れます。体内時計が加齢によって変化することで、早
寝早起きになったり、睡眠が浅くなって、ちょっとしたことで
すぐに目が覚めたりするようになるのです。
仕事がある方は、生活にメリハリをつけることができますが、
リタイアした人や専業主婦の方などは、日常に刺激が少なく、

レステロール値を下げます）
ナ：納豆（血栓を溶かす作用があります）
ス：酢（有機酸が赤血球の膜をしなやかにして血流を良くしま
す）
キ：キノコ類（免疫機能を活性化する上、コレステロールや血
糖値を下げます）
ヤ：野菜（コレステロール値を下げ動脈硬化を予防します）
ネ：ネギ類（消化促進や殺菌作用に加え、血栓を予防します）

不眠などの睡眠障害を起こすことがあります。運動不足や、
カフェイン、アルコールといった嗜好品が睡眠に影響している

２つ目は「マ・ゴ・ワ・ヤ・サ・シ・イ・コ」です。これ

ことも少なくありません。持病の治療薬が原因だった、という

は、豆、ゴマ、ワカメ、野菜、魚、椎茸、イモ、米を意味し

こともあります。

ます。日本の朝食をイメージしてください。日本の朝食は、非

質の良い睡眠をとるためには、以下のようなことに気をつけ
てみましょう。

常に健康に良いのです。
次に、お薦めとは言いませんが、
「オ・カー・サン・ハ・

寝室の環境を整える

ヤ・ス・メ」があります。これは、オムライス、カレー、サン

食事時間や就寝時間などの生活リズムを整える

ドイッチ、ハンバーグ、焼きそば、スパゲッティ、目玉焼きを

日中に日光を浴びる

意味します。子どもさんは、どれも大好きですね。大人も大

日中に適度な運動をする

好きな方が多いと思います。しかし、これらの食べ物はあまり

昼寝を避ける

噛まないため、能力の発達には良くありません。食べてはいけ

アルコールやカフェインを控える

ないということではなく、オカーサンハヤスメばかり食べない

禁煙する

で、オサカナスキヤネやマゴワヤサシイコなどの食材と、バラ

夜に水分をとりすぎない

ンス良く食べることが大切なのです。

持病がある方は、担当医に症状のコントロールや薬の相
談をする

また、ガンの細胞は 35℃以下で活発になると言われていま
す。体を温める食べ物を摂って下さい。そして、甘いものを
食べる習慣を見直してください。現在、２人に１人は生活習慣

記録をとること

病で亡くなっています。自分の体に責任を持つことが、人生
最大のお仕事であると思います。

50 代以降の方が健康管理をする時にお薦めなのは、記録を

健康を維持するための３つのバランスである栄養、適度な

することです。体重や食事、運動量、睡眠時間などを記録す

運動、心と体の休養を意識してこれからの毎日を過ごしてい

ることで、体調が変化した理由を把握できるようになるからで

ただきたいと思います。

す。
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税制委員会

1

「消費税インボイス制度対策セミナー」を開催
本年度第４回目の「税制実務研修会」は、税額の正確な計算や、

11 5

11
12

「年末調整説明会」
を開催
本年度第 5 回目の「税制実務研修会」は、毎年恒例となっている

軽減税率に関する事務処理の効率化などを目的に、令和 5 年 10

「年末調整説明会」として開催しました。昨年同様、コロナ感染

ました。講師の税理士・木村聡子氏はまだこの制度の影響が正し

した。講師は武蔵野税務署の職員の方々にお願いしました。今年

業者だけではなく免税事業者にとっても影響が及ぶこと、特例制

とから、参加者からは「法人会が開催してくれて助かった」との声

月1日から導入される「消費税インボイス制度」について取り上げ

く理解されていない点を踏まえ、従来と何が変わるのか、課税事

度を受けるためには早く事業者登録をすべきと強調されました。参

加者は29 名（会場参加者 6 名、オンライン参加者 23 名）でした。

（税制委員会

横尾政明）

三鷹西支部

防止のため会場参加者の分散を図るため 5 回にわたって開催しま

は三市で開催される税務署主催の説明会が開催されなかったこ
がありました。参加者は56 名（会場参加者 36 名、オンライン参
加者 20 名）でした。

（税制委員会

横尾政明）

青年部会

11

23

日帰りバス旅行
場所▶長瀞・秩父

・祝

長瀞・秩父への日帰りバス旅行を
楽しみました

第 2 回研修会
場所▶ライブ配信

10

15

「I LOVE CURRY!!
I LOVE MYANMAR!!!」
を開催

11月23日（火）
、天気も良く穏やかな日に三鷹西支部の長瀞・秩

本年度第 2 回研修会がYouTubeライブ配信で開催されました。

父への日帰りバス旅行が実施されました。
「荒川ライン下り」は、荒

ミャンマーカレー研究家の保芦ヒロスケさんを講師にお迎えし、
「I

を眺めながら、また岩を眺めて長瀞の地学的な歴史を感じつつ、

クーデターに巻き込まれてから帰国するまでの 83日間」をご講演

川を小ぶりな木造の船で30 分程度の間、紅葉に色づいている岸

学びもあり楽しくもあるライン下りでした。その後は散策と昼食を楽

しみ、バスは次の目的地である秩父の観光農園へ。原木しいたけ

LOVE CURRY!! I LOVE MYANMAR!!! 〜ミャンマー国軍の

いただきました。日本人としてミャンマーカレーを作り、ミャンマー

式チキンカレー「チェッターヒン」を商品化するまでの経緯やミャン

狩りにあたり、観光農園の社長から、しいたけは傘の開いたものが

マー人への思い、ミャンマーでクーデターが起こった2021 年 2月

価がますので持ち帰ったら冷凍庫で一度凍らせることを勧められま

だきました。他では聞くことのできないとても貴重なお話でした。

美味しく、フルーツでいえば完熟の状態、凍らすと旨味成分と栄養
した。渋滞にあいながらも無事に旅行を終えることができました。
（三鷹西支部

井野 拓輝）
詳細は
HPへ
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第 5 回税制実務研修会
場所▶法人会館大会議室・オンライン

・

第４回税制実務研修会
場所▶法人会館大会議室・オンライン

税制委員会

・

11

1日に現地にいた保芦さんが体験したことについて熱く語っていた

（青年部会 山浦友香）

士業専門部会
研修会
場所▶法人会館大会議室・オンライン

不動産賃貸経営専門部会

10

20

「“同一労働同一賃金” を学ぶ」を開催

研修会
場所▶法人会館大会議室・オンライン

10

25

「民事信託という選択」を開催

士業専門部会が企画した本

3 名の講師の方をお招きし、民

向 け セミナ ー「 “同 一 労 働

から具体的な手続き、また具体

20日（水）午後 5 時より開催

した。誰にでもやってくる相続や

の社会保険労務士須田事務

事（家族）信託という側面から

年度事業の第二弾となる会員

事（家族）信託の理論的な背景

同一賃金” を学ぶ」は、10月

的な事例を交えたお話を伺いま

されました。講師は、部会員

事業承継という問題に対し、民

所の須田真一社労士が担当

焦点を当てた内容で、今後の私たちの生活や事業運営と事業承

し、大企業に１年遅れで中小

継に対して、重要な示唆に富むものになったと思います。

企業にも適用になった “同一

（不動産賃貸経営専門部会 髙橋榮治）

労 働 同 一 賃 金” 制 度につい

て、正規労働者と非正規労
働者の間に不合理な待遇差

がないと説明できるようにす

詳細は
HPへ

ることがポイントであると力説しました。参加者は7 名でした（会場
参加 5 名、オンライン参加 2 名）
。

（士業専門部会

小澤和彦）

女性部会
研修会
場所▶法人会館大会議室

11

青年部会

4

「クリスマスリース作り」を開催
女性部会久しぶりの研修会は、今年で3 回目となる「クリスマス

11

17

第 3 回研修会
場所▶法人会館大会議室

武蔵野税務署長にご講演いただきました
武蔵野税務署長櫻井元博様に

リース作り」を開催しました。毎年大好評でリピートの方も多く、

「税金あれこれ」というテーマで

きますが、初参加の方にも先生方が丁寧に教えて下さって、同じ

ボイス制度の概要」
「2. 国税庁

27 名のご参加を頂きました。毎回センスあるオーナメントを用意頂

材料で作ったとは思えない、それぞれの個性が光る作品になりま

した。最後には、出来上がりを見せ合い、大いに盛り上がりました。
外出しにくい一年でしたが、リアルに会って、会話が出来る事の
大切さを感じることも出来ました。
( 女性部会 田中真理子 )

ご講演いただきました。
「1.イン
の組織理念や税務行政の将来
像」
「3. 相続税と贈与税」の 3 本

柱でお話しいただきました。事業
承継などなかなか聞けない情報

や制度の詳細などをお聞かせいただき、非常に有意義な講演でし

た。ご講演後に、来場していただきました皆様で名刺交換会を行
い終了しました。
（青年部会 成本淳平）
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あの顔 この顔

私の 仕 事
MY JOB

「心意気を売る」
補聴器専門店でありたい
補聴器を通じ人生を明るく楽しいものにする

鶴田 広幸 さん
器
株式会社 小金井補聴
5
小金井市本町 1−18−
村松ビル小金井 3F
☎ 042-316 -4347

小金井南

支部

■ お客様が納得されるまでご購入いただかない
2018 年、
「手話通訳士のいる補聴器専門店」として開業
しました。私の仕事は補聴器を買っていただくだけではなく、
補聴器を通じて明るい生活を取り戻していただくことです。
補聴器は、どれを買うかということよりも、どこで誰から買
うのかが大切です。それぞれの方に合うように調整が必要
で、他のお店で買ったけれど使えないから使えるようにして
ほしいというお客様がけっこういらっしゃるんです。
当店では試しに使っていただいて、納得されるまではご購
入いただきません。若い頃の “聞こえ” を100として、今は
50の “聞こえ” になった人にいきなり100の音を聞かせたらう
るさい補聴器になってしまいます。お客様の許容範囲を見極
めながら最初は60にして、10回程度通っていただきながら
調整し3〜4カ月後にしっかり聞こえるようにします。そういう
ことがちゃんとできる補聴器店は案外少ないんです。

■ 手話サークルでの活動が仕事の原点
生まれは熊本です。子どものころは野球一色で、上京し
て大学でも野球を続けましたが身体を壊してやめました。
アルバイトで始めた喫茶店の仕事が楽しく、この仕事をや
ろうと大学を中退、就職したコーヒー専門店で 22 年ほど接
客業を学びました。
22 歳のころから手話サークルの活動をはじめました。聴

左が現在主流となっている
「耳
かけ型」、右が「耳あな型」。
装着するとほとんど補聴器が
見えなくなる。

補聴器のサンプル

14

明るい店内

武蔵小金井駅前にある
店 舗。聴 覚 障 が いを
持っている知人の大工
さんにつくってもらった。

覚障がい者の生活を向上させる「ろう運動」にも携わり、
手話通訳士の資格も取得しました。多くの難聴の方と接す
るなかで補聴器に興味を持つようになり、補聴器販売会
社、さらに補聴器メーカーに転職。そこで勉強を重ね、経
験を生かして独立することにしました。
評判を聞いて遠くから来てくださる年配の方には、近くの
信頼できるお店を紹介します。買ってからもお店に通えるよ
う、家の近くがいいんです。それも自分の仕事だと思って
います。ろう者（手話を第一言語にしている方）の場合は
遠方からいらっしゃる方にも販売します。近くの店ではコミュ
ニケーションがうまくとれず、困って手話の通じる当店に来
られるからです。

■ご家族にも喜んでもらえる仕事
この仕事は、お客様ご自身はもちろんご家族や周りの
方々にも喜んでいただけることが嬉しいですね。聞こえにく
いために好きだった趣味の会に行くのを諦めていた人がま
た行けるようになり、人生が明るく楽しくなったと言っていた
だけることが喜びです。
当店は「心意気を売る」補聴器専門店でありたいと思っ
ています。
「お客様の利便と満足のために努力する」という
考え方で、はじめて就職したコーヒー専門店で学んだ理念
です。サービス業は利益だけを追求していてもうまくいきま
せん。これからもお客様の満足のために努力していきます。

パソコンと補聴器をつなげて聞こ
え方を細かく調整する。奥にある
の は 耳 型 をとる「３Dスキャ
ナー」
。お客様の負担を軽くする
ために導入した。

“聞こえ” を確認する防音室

vol. 04

会員の方同士のつながりが生まれていくように
「会員広場」と名付けたこのコーナー。
会員の方の「お仕事」
「人となり」に迫ります。

Simple is best！
機能に基づいたデザインを目指す
住宅から公共施設まで幅広く手がける一級建築士事務所

小山 雅巳 さん
一級 建築士事務所
MK PL ANNING

井の頭

支部

17
三鷹市井の頭 5−14−
51
-79
☎ 0422-46

■「設計をお願いしてよかった」

妻と二人で、設計、建築、内装のデザインから監理ま
でをしています。住 宅・店 舗・オフィス・公 共 施 設・ア
ミューズメント施設…仕事は多岐にわたります。独立前は
住宅メーカー、大手デザイン事務所に勤めていて、特にデ
ザイン事務所では内装デザインから建築、都市計画までさ
まざまな仕事を経験しました。そこで培った経験や出会い
はもちろんのこと、地元地域でのお付き合いや紹介、さら
には法人会での会員の方々とのご縁も現在の仕事につな
がっています。
大切にしているのはデザインへのこだわりを持つこと。機
能に裏付けされたデザインを目指したいと考えています。
誠心誠意それぞれのプロジェクトに携わり、できあがった
ときに「設計をお願いしてよかった」と言われるのがやりが
い、それに尽きますね。

■ 子どものころから進みたいと思った道で

オフィスと自宅がある井の頭で育ちました。祖父が建築
ジャーナリストで、幼い頃からインテリアや建築の雑誌が家
にたくさんあった影響もあり、自然とインテリアデザイン・建
築に興味を持ちました。絵が好きだったこともあり美術高校
に進学、大学で建築を学び、卒業後に住宅メーカーに就職
しました。
妻も建築士で 1988 年に私より先に独立しました。1995

西日が全面に当たる西
側壁面は、エントランス
のみの開口部を設けた

敷 地の 傾 斜を
利用した計画

群馬・赤城山荘
文京区の家

年にJR 鹿児島本線のスペースワールド駅の設計の仕事をす
ることになり、それをきっかけに私も独立、夫婦で設計事務
所を設立しました。その時に法人説明会に行って法人会に
勧誘されたんですよ。最初の社名は「小山設計事務所」で
したが、仕事の幅広さが伝わるように「MK PLANNING」
に変更しました。私も妻もイニシャルが MKなんです。一時
期は数人の所員もいましたが、今は事務所開設時と同じ
二人でやっています。小さいころから進みたいと思った道で
今食べていけているのはありがたいことだと思っています。

■ 地元に根付いて仕事ができることに感謝

国内外問わずサッカー観戦が大好きで、朝は事務所で
のメール確認後にサッカー情報のチェックから1日が始まり
ます。本はミステリー小説、音楽はロックやフュージョン系
のジャズが好きです。あとはおいしい食べ物（特にうな重と
焼肉）とお酒があれば最高ですね。
現在は住宅系の設計が大半を占めています。三鷹市内
の住宅やカフェ、既存の蔵をオフィスに改修する設計など、
おかげさまで地元での仕事にも携わる機会が増えてきまし
た。コロナでいくつかのプロジェクトが中止や見送りになり
打撃を受けましたが、最近少しずつですが盛り返していま
す。地元に根付いて、小さな事務所でもやっていけている
ことに感謝して、これからも健康で今まで通り仕事をしてい
きたいと思います。

屋内テニスコートから
生徒が集うラウンジま
でを備えている

横浜市私立中高等学校 テニスドーム
詳しくはホームページ www.mkplanning.proをご覧ください。
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税理士による無料申告相談
〜 混 雑 回 避 の た め 、 事 前 申 込 を お 願 い し ま す 。〜

次の日程で「税理士による無料申告相談」を実施しますのでご利用ください。

※８日
（火）
は休館日です
〇

小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得
税の申告書（ 土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。）を作成して提出できます。申告書等の提出のみ
の場合は、郵送又は所轄の税務署窓口にてご提出ください。

〇

令和３年分の税理士による無料申告相談は、混雑回避のため、オンライン又は電話による事前申込を受け付けます。

〇

オンラインによる事前申込は、令和４年１月５日（水）から可能となります。
詳細につきましては、右記事前申込サイトを参照願います。

〇

電話による事前申込は、令和４年１月 11 日（火）から可能となります。

事前申込専用番号：0570-007696

（受付時間：平日午前９時〜午後６時）

に電話の上、オペレーターに「管轄の税務署」
「ご希望の会場及び相談日時」
「ご相談者の
氏名・電話番号」をお伝えください。
事前申込専用番号以外（税務署及び地方団体）での電話申込は受け付けておりません。

https://coubic.com/musashinozei/
booking_pages#pageContent

また、電話が大変混みあう可能性がありますので、オンラインによる事前申込の利用をご検討ください。

申告書作成会場の開設について
〜混雑（３密）回避のため入場整理券を配付します〜

※
※土、日及び祝日を除きます。
（注）

（注）ただし、２月 20 日及び２月 27 日の日曜日は開場します。

〇

令和３年分の申告書作成会場では、混雑回避のために「入場整理券」を配付します。

〇

入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。

〇

３月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、２月中の来署をお勧めします。

〇

入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINE による事前発行で入手することが可能です。是非、
LINE による事前発行をご利用ください。

〇
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期間中、当署の駐車場は使用できませんので、お車での来署はご遠慮ください。

イン ボ イス 制 度 説 明 会 の 御 案 内
令和５年 10 月から消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入されますが、
適格請求書（インボイス）を発行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請手続は、令和
３年 10 月から受付が開始されています。

武蔵野法人会館内

3 階会議室

武蔵野市中町２丁目 11−13
三鷹ビル３階

武蔵野税務署

法人課税第１部門

☎0422−53−1311（代表）
（内線 512）

〇 参加を希望される方は、会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、
事前に連絡先まで申込みをお願いします。
なお、定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめ御了承
ください。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止する場合がございます。
○ 税務署の代表電話にお問い合わせいただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、
自動音声案内にしたがって、
「２」を選択してください。
○ 御来場には、公共交通機関を御利用ください。

軽減税率制度及びインボイス制度に関する情報については、

下のコードからサイトへ

国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の「消費税の軽減税率制度・
適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）
」を御覧ください。
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武蔵野ふるさと歴史館
令和３年度第４回企画展 学校教育連携展示

火のある暮らしのうつりかわり
現在の生活は、電気やガスの普及によって大変便利に
なっています。しかし、昔の生活は、かまどの火、ラン
プの火、いろりの火など火のある生活が当たり前だった
のです。本展では、衣・食・住と日常生活の火に着目し、
火を使う昔の道具を紹介します。

【日

時】2022 年 1 月 15 日（土）
〜4 月 21 日（木）
9：30〜17：00

【休館日】金曜日・祝日
【会

場】武蔵野ふるさと歴史館

【観覧料】無料

武蔵野市境 5−15−5

【問い合わせ】武蔵野ふるさと歴史館

TEL：0422−53−1811

布のシワを伸ばす
道具（右から火熨
斗、炭火アイロン、
電気アイロン）

収蔵作品展 II

三鷹市美術ギャラリー

三鷹市美術ギャラリーの収蔵作品展の第２回の後期が 1 月 22 日から始ま
ります。後期は現代美術の先駆者として幅広い抽象表現を展開した瑛九
の作品 112 点を展示します。自ら新しい芸術運動を巻き起こしながら生
涯にわたり制作に挑み続けた瑛九のエネルギー溢れる作品群をどうぞお
楽しみください。
【日

時】2022 年 1 月 22 日（土）
〜2 月 27 日（日）

10：00〜20：00（入館は 19：30 まで）

【休館日】月曜日
【会

場】三鷹市美術ギャラリー

コ ラ ル

三鷹市下連雀 3−35−1 CORAL ５階

【観覧料】無料

【問い合わせ】三鷹市美術ギャラリー

TEL：0422−79−0033

瑛九《指》1957年
リトグラフ/ 紙

江戸東京たてもの園
縄文 2021 ― 縄文のくらしとたてもの ―
江戸東京たてもの園の前身「武蔵野郷土館」収集の資料を中心に縄文人の
くらしぶりを紹介するとともに、園内東ゾーンに復元縄文住居を展示します。
１万年を超える歴史の流れを、目で見て、体感できる展覧会です。
【日

時】2021 年 10 月 9 日（土）
〜2022 年 5 月 29 日（日）9：30〜16：30
3 月 19 日（土）より 9：30〜17：30

【休園日】月曜日
【会

※入園は閉園の 30 分前まで

※月曜日が祝休日の場合はその翌日

※3 月 22 日（火）
、28 日（月）
、4 月 4 日（月）
、5 月 2 日（月）は開園

場】江戸東京たてもの園 展示室ほか

【観覧料】入園料でご覧になれます。
入園料（

装飾把手付土器

小金井市桜町 3−7−1（都立小金井公園内） （八王子市中原遺跡出土 縄文時代中期）
※事前予約制

）内団体〈20 名以上〉
： 一般 400 円（320 円） 65 歳以上の方 200 円（160 円）

【問い合わせ】江戸東京たてもの園

大学生（専修・各種含む）320 円（250 円） 高校生・中学生（都外）200 円（160 円）
中学生（都内在学または在住）
・小学生・未就学児童

TEL：042−388−3300（代表）

無料

※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。
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日

曜

1

土

2

日

3

月

4

火

5

水

6

木

7

行

事

日

曜

1

火

2

水

3

木

女性部会

4

金

三鷹中央支部

5

土

金

6

日

8

土

7

月

青年部会

9

日

10

月

8

火

11

火

正副会長会議
常任理事会
吉祥寺北第二支部

12

水

9

水

13

木

10

木

14

金

11

金

15

土

12

土

16

日

13

日

17

月

共益委員会

14

月

18

火

決算法人説明会
吉祥寺北第二支部

15

火

19

水

新設法人説明会

16

水

決算法人説明会

20

木

17

木

吉祥寺南支部

21

金

武蔵野西支部 役員会
三鷹西支部 役員会

18

金

理事会

19

土

22

土

吉祥寺南 ＆ 井の頭支部合同イベント

20

日

23

日

21

月

24

月

税制委員会

22

火

25

火

広報委員会

26

水

公益委員会

23

水

27

木

24

木

28

金

25

金

29

土

26

土

30

日

27

日

31

月

28

月

（元日）

事務局・年末年始休業（～ 1/5）

（成人の日）
新春セレモニー

三鷹中央支部

役員会

役員会

小金井ブロック会議

行

事

共益委員会

役員会
役員会

役員会

役員会

（建国記念の日）

講演会

広報委員会
（天皇誕生日）

武蔵野西支部

（2021 年 12 月 17 日現在）

研修会

（2021 年 12 月 17 日現在）

※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。
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公益社団法人

武蔵野法人会

編集責任者／後藤慶太

〒180-0006 武蔵野市中町 2-11-13（三鷹ビル 3 階）
TEL. 0422-51-1441 FAX. 0422-55-5544
E-mail : mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

印刷

株式会社 文伸

武蔵野法人会会員総数＝2,824 名

加入率＝27.7％（2021 年 11 月末現在）
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あけましておめでとうございます
公益社団法人 武蔵野法人会
会

長

清水商事 ㈱
代表取締役

清水

宏益

副会長

みすゞ建設 ㈱
代表取締役

宮下

真一

関根

美英

政利

岡

正典

三笠

俊彦

前川

秀幸

2022︵令和4︶年

臺

安藤

裕朗

山本

康雄

㈱ サンバレー
代表取締役

智樹

後藤

慶太

数彦

守生

あづみ

昭治

芳美

嗣人

中村

中

岩澤

勝

木村

賢次

宮﨑

好吉

㈱ サタケプランニングオフィス
代表取締役
佐竹 昭治
㈱ エフコネクト
代表取締役

清水亜希子

空想絵画工房（同）
代表社員
千葉

賢二

㈱ 日高ネオン
代表取締役

梅根

拓也

㈲ 花好
代表

磯野

茂

㈲ ジェイ・クリーン
代表取締役
成本

淳平

後藤

野口

㈲ ケイ・エステイト
代表取締役副社長 近藤

宏信

㈲ グリーンパーク
代表取締役社長

岡田

和泉

伊藤

隆子

田中

忠彦

小川

和男

監事

賢之

武蔵野硝子 ㈱
代表取締役社長
監事

亮司

㈲ 田中商店
代表取締役
監事

和史

㈱ イトーゴルフガーデン
代表取締役
伊藤

清治

ＯＣＭＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ㈱
代表取締役
米倉美和子

博通

理事・武蔵野ブロック委員

常任理事・三鷹中央支部長

藤橋

笹隈

理事・武蔵野西副支部長

常任理事・武蔵野西支部長

㈱ 宮崎製作所
代表取締役

理事・女性部会副部会長

理事・吉祥寺南副支部長

シンギ ㈱
代表取締役

山田誠一郎

理事・青年部会副部会長

宍戸美恵子

窓

㈱ Ａｌ
ｌｆ
ｏ
ｒＯｎｅ
代表取締役

理事・小金井ブロック委員

理事・吉祥寺北第二副支部長

㈱ カーテン館
代表取締役

良司

理事・小金井北副支部長

理事・吉祥寺北第一副支部長

小野山武男

石井

理事・小金井ブロック委員

是枝

㈲ 笹隈造園
代表取締役

㈲ 武三商事
代表取締役社長

理事・三鷹西副支部長

大澤智恵子

宍戸ビル ㈱
代表取締役

努

理事・小金井南副支部長

岩井

小金井祭典 ㈱
代表取締役

篠原

理事・三鷹ブロック委員

平

㈱ 劇団め組
専務取締役

富士建設工業 ㈱
代表取締役社長

理事・三鷹ブロック委員

河田

㈲ ミスティー
代表取締役社長

興一

理事・三鷹東副支部長

理事・広報副委員長

常任理事・吉祥寺南支部長
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直純

理事・共益副委員長

常任理事・吉祥寺北第二支部長

㈱ オール設計
代表取締役

橋田

齋藤

理事・井の頭副支部長

理事・公益副委員長

常任理事・吉祥寺北第一支部長

平山モータース ㈱
代表取締役

㈱ 七洋商会
代表取締役

政明

常任理事・広報委員長

㈱ ハーモニック
取締役

星野

理事・税制副委員長
㈲ エージェンシーあきこ
代表取締役
神林

常任理事・共益委員長

㈱ 三敬
代表取締役

㈲ 小金井家
代表取締役

孝之

常任理事・公益委員長

小野山興産 ㈱
代表取締役

桑原

㈱ ハウズ
代表取締役

常任理事・税制委員長

㈲ ユニット２６４
取締役社長

三鷹上連雀郵便局
局長

理事・総務副委員長

（税）アルファ会計事務所
代表社員
横尾

㈲ Ｒ＆Ｍ ’ カシマ
取締役

元

常任理事・女性部会長

常任理事・総務委員長

㈱ 安藤商事
常務取締役

高麗

㈱ 齋藤工務店
代表取締役

理事・三鷹中央副支部長

常任理事・青年部会長

副会長

ウテナ産業 ㈱
代表取締役

㈲ コマ企画
代表取締役社長

常任理事・小金井北支部長

副会長

多摩信用金庫
常務理事

義明

常任理事・小金井南支部長

㈲ ワイズパートナー
代表取締役
吉田

㈱ ミカサ
代表取締役

荻原

常任理事・三鷹西支部長

副会長

副会長
㈱ 三鷹金属化工所
代表取締役

㈱ 荻ＯＧＩ屋
代表取締役

常任理事・三鷹東支部長

副会長

㈲ ヴァンテ
代表取締役

理事・武蔵野ブロック委員

常任理事・井の頭支部長

㈱ Ｋ＆Ｍ
代表取締役

〒180-0006 武蔵野市中町 1‑23‑17‑2F
電話 0422（55）2313

東京税理士会武蔵野支部

石 井

支部長
事務所

健 史

厚生部担当

小金井市緑町 2 ‑ 2 ‑ 44
税理士法人石井税務会計事務所

TEL

阿 部

副支部長
事務所

042（384）0428

勉

小金井市本町 6 ‑ 5 ‑ 3
シャトー小金井 1001

TEL

042（380）5877

総務部担当
副支部長

五 老

慶 子

事務所 武蔵野市中町 1 ‑ 6 ‑ 4

綱紀監察部担当

三鷹山田ビル

副支部長

税理士法人五老会計事務所
TEL

事務所

0422（54）8287

中 野

竜 爾

武蔵野市吉祥寺南町 2 ‑ 6 ‑ 11
尾崎ビル４階

TEL

0422（43）2801

経理部担当
副支部長
事務所

花 﨑

靖

広報部担当

三鷹市下連雀 3 ‑ 43 ‑ 21

副支部長

藤和三鷹ホームズ 705
TEL

事務所

0422（44）4728

TEL

相 澤

豪

副支部長

事務所 武蔵野市吉祥寺南町 1 ‑ 3 ‑ 4 ‑ 504
TEL

圭 一

武蔵野市吉祥寺本町 1 ‑ 20 ‑ 1 ‑ 801

090（4124）7455

税務支援対策部担当

研修部担当
副支部長

芦 川

0422（77）3666

え と

事務所
TEL

保 坂

正 克

小金井市本町 2 ‑ 20 ‑ 17
042（383）1236

「壬寅（みずのえとら・じんすいのとら・じんいん）」

2022（令和 4）年の干支は

干支は正確には、十干（じっかん）と十二支（じゅうにし）の組み合わせです。今の日本では、
干支というと「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の十二支だけを指すことが
多いのですが、本来の干支は十干の「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」と、上記の十
二支の組み合わせが正しいのです。
今年は十干が壬（みずのえ）
、十二支は寅（とら）なので、
干支は「壬寅」
、読みは「みずのえとら」
「じんすいのとら」
「じんいん」となります。
前回 60 年前の「壬寅」の年、1962 年（昭和 37 年）はどんな年？
●

キューバ危機

●

東京の人口 1,000 万人突破。世界初の1,000 万都市に

●

マリリン・モンローが謎の死

●

若乃花（初代）引退。第 45 代横綱として「栃若時代」を築く

●「リポビタンD」を大正製薬が発売
●「可愛いベイビー」
「いつでも夢を」
「ルイジアナ・ママ」が流行
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本年もよろしくお願い申し上げます

令和四年 元旦
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R

おかげさまで本年（2022 年）8 月に
創立 60 周年を迎えます。

60 周年記念動画配信中！

代表取締役会長

川井

信良

代表取締役社長

川井

伸夫

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀 1 ‑ 12 ‑ 17
TEL：0422 ‑ 60 ‑ 2211 FAX：0422 ‑ 60 ‑ 2200
E-mail:oﬃce@bun-shin.co.jp
https://www.bun-shin.co.jp

2022 年 2023 年 2024 年に大きな周年を迎える
法人の周年事業を応援しています。
お気軽にご相談ください。

総合建設・総合物流企業

竹内運輸工業株式会社
代表取締役社長

謹賀新年

印刷・出版・Web・映像・記念誌

竹 内 政 司

〒181−0013 三鷹市下連雀６−１−１
TEL：0422−44−8264 FAX：0422−44−8771
http://www.takeuchi-uk.co.jp/
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〜企画から管理まで〜 不動産の総合システム

永谷商事株式会社
代表取締役社長

押川 知子

〒180 −0004 武蔵野市吉祥寺本町1−20−1
TEL
：0422−21−1711 FAX：0422−21−1710
http://ntgp.co.jp/

本年もよろしくお願い申し上げます

令和四年 元旦
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● 永谷の演芸場

お江戸日本橋亭
お江戸上野広小路亭
お江戸両国亭
新宿永谷ホール（新宿Fu−）
● 永谷の多目的ホール

バレエ・ダンススタジオ
ギャラリー
貸教室
催事場

AGC特約店・LIXIL代理店

武蔵野硝子株式会社
代表取締役

伊 藤 隆 子

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1−24−1
TEL：0422−21−1551
（代）FAX：0422−21−3189
http://www.musashino-glass.co.jp

代表取締役

臺

孝 之

強い絆と確かな技術力

ムラコシ精工

株式会社

代表取締役社長

村越 雄介

〒184-8595 小金井市緑町5−6−35
TEL：042−384−0330 FAX：042−385−3187
https://www.murakoshiseikou.com
あなたの暮らしをHOTにサポート
損保ジャパン代理店

株式会社
代表取締役

ミ

カ

サ

三笠 俊彦

〒184-0015 小金井市貫井北町 2−4−24
TEL：042−383−0534 FAX：042−381−0123
E-mail: kansya@mikasa-ag.com
http://www.sjnk-ag.com/a/mikasa

株式会社
代表取締役

安藤商事
安藤

智之

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1−12−6
TEL：0422−21−4177
FAX：0422−21−4176
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APARTMENTS RENT

有限会社

ケイ・エステイト

取締役副社長
専務取締役

近藤 宏信
近藤 君江

〒180-0005 武蔵野市御殿山 2−10−5
TEL ：0422−44−7373
FAX：0422−44−2244

良質の演劇を武蔵野から全国へ！

一般社団法人
制作部部長

楠脇 厚子

〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町 2−4−3 前進座ビル
TEL：0422−49−2811 FAX：0422−45−0312
E-mail：kusuwaki@zenshinza.com
http://www.zenshinza.com/

関東東急ホテルズ
吉祥寺東急REIホテル

株式会社

田 中 由美子

総支配人

〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町 1−6−3
TEL：0422−47−0109 FAX：0422−43−1811
https://www.tokyuhotels.co.jp

お客様の立場で考え行動します

平山モータース株式会社
木村 和史

代表取締役

〒180-0011 武蔵野市八幡町 3−1−1

TEL：0422−51−5517 FAX：0422−51−5229
E-mail: info@hirayama-motors.co.jp
http://www.hirayama-motors.co.jp/

インクルーシブ教育のパイオニア

学校法人

武蔵野東学園

理事長

寺田 欣司

〒180-0012 武蔵野市緑町 2−1−10

TEL：0422−52−2211 FAX：0422−53−1090
https://www.musashino-higashi.org

人の尊厳と地域への愛

医療法人社団
理事長

陽 和 会

長倉 和彦

〒180-0012 武蔵野市緑町 2−1−33

TEL：0422−52−3212 FAX：0422−52−3237
E-mail: nagakura@yohwakai.com
http://www.yohwakai.com
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介護付有料老人ホーム

シルバーシティ武蔵境・武蔵野・むさしの欅館

株式会社

太平洋シルバーサービス

代表取締役社長

奥谷 直澄

〒180-0023 武蔵野市境南町2−8−19
TEL：0422−34−1636 FAX：0422−34−1053
E-mail: otoiawase@t-silver.co.jp
https://www.kaiteki.info

あなたの街のリフォームショップ

株式会社
代表取締役

ハ ウ ズ
岩井 昭治

複合機・ＰＣ関連はお任せ下さい

有限会社

ワイズパートナー

代表取締役

吉田 政利

〒180-0011 武蔵野市八幡町2−2−2
TEL：0422−51−7046 FAX：0422−51−7092
E-mail: musashino@hauz-m.co.jp
http://www.hauz-m.co.jp

〒181−0013 三鷹市下連雀9−6−30
TEL：0422−43−2734 FAX：0422−43−2759
E-mail: mail@ys-partner.com
http://www.ys-partner.com

武蔵野法人会 提携葬儀社

ありがとうの心を形にする葬儀社

株式会社

セレモア

代表取締役社長

辻

正司

立川総本社：立川市柏町 1−26−4
TEL：042−534−1111 FAX：042−534−3434
E-mail: info@ceremore.co.jp
https://www.ceremore.co.jp/

「大器晩成」

大成学園
大成高等学校

学校法人

理事長
校

長

川平 悦郎
賀澤 恵二

〒181-0012 三鷹市上連雀6−7−5
TEL：0422−43−3196 FAX：0422−47−6302
https://www.taisei.ed.jp

株式会社
代表取締役

代表取締役

典

内田 一成

〒181-0014 三鷹市野崎 2−5−5

TEL：0422−26−1591 FAX：0422−26−1593
E-mail: info@nitten-sougi.jp
https://www.nitten-sougi.jp

夢とロマンの墓所作りは当社へ！

つくば家石材株式会社
代表取締役

信山 勝由

〒184-0013 小金井市前原町 1−13−1

TEL：042−381−1150 FAX：042−384−6622
E-mail: honsya@tukubaya.co.jp
https://www.tukubaya.co.jp

看板・サインの企画から施工まで

株式会社

日

経営改善計画策定支援

日高ネオン

さ

梅根 拓也

〒184-0003 小金井市緑町 5−4−14
TEL：042−384−3151 FAX：042−384−3148
E-mail: neon@hidakaneon.co.jp
http://www.hidakaneon.co.jp

（代）

https
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事前対策で安心をサポートします

税理士法人

法律事務所

アルファ会計事務所 笠井・金田法律事務所

代表税理士

横尾 政明

所長

弁護士

笠井

収

〒160-0022 新宿区新宿 2−11−7 第33宮庭ビル1003

〒184-0004 小金井市本町 5−17−20−504
T E L：042−386−8530
FAX：042−386−8531
E-mail: yokoo-kaikei@h4.dion.ne.jp

TEL：03−3356−7617 FAX：03−3356−8155
E-mail: skasai@oregano.ocn.ne.jp
http://www.kasai-law.com/

機械工具商社

株式会社
代表取締役

新

光

河村 忠之

〒184-0004 小金井市本町 4−13−2−105
T E L：042−383−3711
FAX：042−383−2911
共に明日へ

小野山興産株式会社
代表取締役

デザイン × コラボリフォーム

株式会社
代表取締役

たすかけ
大西

将

〒180−0004 武蔵野市吉祥寺本町 3−20−11−103
TEL：0422−56−8727 FAX：0422−56−8728
E-mail: contact@tasukake.tokyo
https://www.tasukake.tokyo

愛と感動をお届けします！

株式会社
専務取締役

劇団め組

大澤 智恵子

〒180−0006 武蔵野市中町1−34−5−102
武蔵野第2パークマンション
TEL：0422−56−8857 FAX：0422−56−8852
E-mail: oosawa@yogipro.co.jp
https://www.gekidan-megumi.co.jp
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小野山 武 男

不動産賃貸業

開 明 塾

有限会社
代表取締役

三澤 建美

TEL：0422−48−7111 FAX：0422−48−7116
http://www.onoyama.co.jp

〒180−0003 武蔵野市吉祥寺南町1−6−2

〒180−0001 武蔵野市吉祥寺北町2−5−6
TEL: 0422−21−6686 FAX: 0422−22−1536
E-mail: nqg31230@jcom.zaq.ne.jp

創業支援・シェアオフィス運営

34年間のご愛顧感謝いたします

株式会社

マネジメントブレーン

代表取締役社長

姫野 裕基

〒180−0004 武蔵野市吉祥寺本町2−8−4
i-oﬃce吉祥寺
TEL：0422−28−4330 FAX：0422−21−0330
E-mail: oﬃce@mb-brain.com
https://www.mb-brain.com/

総支配人

久保 圭太

〒180−0004 武蔵野市吉祥寺本町2−4−14
TEL：0422−21−4411 FAX：0422−21−8269
http://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/kichijojidh/

「油」のことなら、おまかせください

株式会社
代表取締役

三

敬

中村

中

〒180−0006 武蔵野市中町 1−38−3
TEL：0422−54−0567 FAX：0422−51−0231

E-mail: info@kk-sankei.com
http://www.kk-sankei.com

不動産の事お気軽にご相談下さい

不動産売買・賃貸・管理の事なら

横河パイオニックス株式会社

ヤマカ土地株式会社

代表取締役社長

蓮見

誠

〒180−0006 武蔵野市中町1−16−10
日本生命武蔵野ビル
TEL：0422−55−1111 FAX：0422−55−4567
E-mail: Ypk̲ad@cs.jp.yokogawa.com
http://www.yokogawa-ypk.co.jp/

吉住 淑子

代表取締役

〒180−0006 武蔵野市中町 1−9−5
TEL：0422−37−5151 FAX：0422−37−1117

E-mail: yamaka@oak.ocn.ne.jp
http://www.yamaka-t.co.jp

おそうじ本舗吉祥寺店

株式会社

武蔵野ソリューション

代表取締役

安井

力

〒180−0004 武蔵野市吉祥寺本町2−26−5
岩崎ビル１F
T E L：0422−27−5863 FAX：0422−27−5864
E-mail: osouzi-kitizyozi@kzf.biglobe.ne.jp
https://osouji-kitizyouzi.com

三味線製造直売

加藤邦楽器

代表取締役

加藤

田中 忠彦

〒180−0006 武蔵野市中町3−18−13
TEL：0422−55−3566
FAX：0422−55−4006

大栄製菓株式会社
星野 栄美
星野 高明

取締役会長
代表取締役

〒180−0003 武蔵野市吉祥寺南町1−2−2
TEL：0422−44−5112

有限会社

章

代表取締役

〒180−0014 武蔵野市関前3−33−12
T E L：0422−36−4080
FAX：0422−36−4080

オフィスビル

宍戸ビル株式会社
宍 戸 美恵子

〒180−0022 武蔵野市境1−15−14
T E L：0422−51−4448
FAX：0422−51−4447

株式会社

モンマーク

代表取締役

山浦 一樹

〒180−0023 武蔵野市境南町2−17−5
TEL：050−5278−6686
E-mail: mail@monmark.com
https://monmark.com

地域貢献を目指して

三鷹シティホテル
前田 典子

〒181−0013 三鷹市下連雀3−21−5
TEL：0422−48−4111
FAX：0422−48−3007

ヴァンテ
関根 美英

〒180−004 武蔵野市吉祥寺本町2−5−1
TEL ：0422−28−7080
FAX：0422−28−7080

各種施設の清掃・メンテナンス業

健康・変化の先に新ビジネス

株式会社

アサヒ総業

株式会社

代表取締役

児玉 博明

代表取締役

〒180−0022 武蔵野市境3−6−1
TEL：0422−55−0311 FAX：0422−55−3313
E-mail: asahi.k@proof.ocn.ne.jp

ウェブ・広告・映像制作

代表取締役

代表取締役

田中商店

コンビニエンスストアー

有限会社

代表取締役

有限会社

榎本興産
榎本 勝治

〒180−0014 武蔵野市関前3−4−11
TEL：0422−52−7172

E-mail: enomotokousan@jcom.zaq.ne.jp

身近な存在の設計事務所を目指す

三鷹中央支部

株式会社

オール設計

代表取締役

藤橋 清治

〒181−0013 三鷹市下連雀4−16−24
TEL：0422−72−1601
FAX：0422−72−1602

マーケティング・広告

安全で快適な住まい創りの応援団

有限会社
取締役

R＆Mʼカシマ
山本 康雄

〒181−0013 三鷹市下連雀2−14−43
T E L：0422−26−6022 FAX：0422−31−1450
E-mail: r.m-kashima@kmd.biglobe.ne.jp
http://www.rm-kashima.jp

株式会社

サタケプランニングオフィス

代表取締役

佐竹 昭治

〒181−0013 三鷹市下連雀3−27−1 三協ビル
T E L：0422−24−9818
E-mail: akiharu.satake@satake-p.com
http://www.satake-p.co.jp/
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株式会社
代表取締役

お話だけでもお気軽にどうぞ！

大工工事業

録画・録音・中継・配信

ル ミ ナ

富士建設工業株式会社

石田

代表取締役社長

賢

〒181−0013 三鷹市下連雀３−38−14−502
TEL：0422−26−7490 FAX：0422−26−7491
E-mail: post@lumina.tokyo
https://lumina.tokyo

篠原

金属表面処理のご用命は当社へ

業務用映像音響機材レンタル

三鷹金属化工所
岡

正典

〒181−0013 三鷹市下連雀7−16−8
TEL：0422−44−6131 FAX：0422−49−7207
https://www.mitakakinzoku.com

建築、内装のデザイン・設計監理

リコートップOAディーラー

一級建築士事務所

城西リコピー株式会社

小山 雅巳

代表取締役

〒181−0001 三鷹市井の頭 5−14−17
TEL：0422−46−7951 FAX：0422−46−7952
E-mail: m-koyama@mvd.biglobe.ne.jp
http://www.mkplanning.pro/

土屋 義明

代表取締役

〒181−0012 三鷹市上連雀8−4−15
シティハイツ1 F
TEL：0422−49−8850
（代）FAX：0422−47−2444
E-mail: yoshiaki@j-ricopy.co.jp
http://www.j-ricopy.co.jp

無駄を省いた良質中古車販売

有限会社

建築業・不動産賃貸管理

有限会社

ナ ヒ ロ

代表取締役

中野 信一

〒181−0012 三鷹市上連雀 7−2−6
TEL：0422−45−6551 FAX：0422−45−6572
E-mail: s.nakano@nahiro.co.jp
http://www.nahiro.co.jp/

働き方改革で業績を上げるなら！

株式会社
代表取締役

エフコネクト
清 水 亜希子

〒181−0005 三鷹市中原4−21−20
TEL：080−3931−1524
E-mail: info＠ff-connect.com
https://ff-connect.com
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コマ企画
高麗

代表取締役

三鷹東支部

青栁 剛史

〒181−0013 三鷹市下連雀3−43−21−406
T E L：0422−47−8151 FAX：0422−48−0713
E-mail: t̲shino@space.ocn.ne.jp

代表取締役

MK PLANNING

弁護士

〒181−0012 三鷹市上連雀2−2−16
The Pithos 2 階
TEL：0422−70−1135 FAX：0422−70−1136
E-mail: info@denshakodori.tokyo
https://denshakodori.tokyo

株式会社

井の頭支部

努

電車庫通り法律事務所

元

株式会社
代表取締役

荻ＯＧＩ屋

荻原 義明

〒181−0002 三鷹市牟礼6−23−7−522
TEL：090−3067−8527 FAX：0422−72−0602
E-mail: ogiogiya@jcom.zaq.ne.jp

燃料カードの発行・損害保険

有限会社

武三商事

代表取締役社長

石井 良司

〒181−0002 三鷹市牟礼2−11−17
T E L：0422−41−8666 FAX：0422−41−8669
E-mail: busanshoji@dune.ocn.ne.jp
http://busanshyoji.web.fc2.com/

アフラック保険代理店

株式会社

ライフデザイン

代表取締役

倉林 秀樹

〒181−0004 三鷹市新川6−35−31
ドルチェ三鷹
TEL：0422−49−4110
E-mail: fctrading2006@yahoo.co.jp

〒181−0005 三鷹市中原2−12−11
TEL：0120−781−655 FAX：0422−46−8352
E-mail: kuraag@biscuit.ocn.ne.jp

からだ元気館 ONLINE SHOP

武蔵野でICTサポートしています

株式会社

ジェイ・フューチャー
富士

代表取締役

智

〒180−0003 武蔵野市吉祥寺南町1−30−1−7Ｆ
TEL：0422−48−2560 FAX：0422−24−8981
E-mail: fuji@j-future.co.jp
https://www.j-genki.com

リハビリ

株式会社

ysdt ICT Support & Service
保田 剛志
TEL：090−2738−7351
E-mail: yasuda.tsuyoshi@ysdt.biz
http://www.facebook.com/yasuda.tsuyoshi

デイサービス

All for One

山 田 誠一郎
〒181−0002 三鷹市牟礼2−13−45
TEL：0422−70−3080 FAX：0422−70−3081
http://hp.kaipoke.biz/a1n/

三鷹西支部

有限会社

栄

企

画

代表取締役

永生 芳樹

アフラック

募集代理店

吉祥寺店

株式会社

ウ イ ル

代表取締役

久保 祥子

〒181−0011 三鷹市井口2−2−3
T E L：0422−39−4844
FAX：0422−34−0167

〒180−0003 武蔵野市吉祥寺南町 1−1−8
吉祥寺南町ビル
TEL：0120−878−355 FAX：0422−79−5546
E-mail: yokuwakaru@will-ins.com
http://www.will-ins.com

不動産管理・賃貸業

不動産賃貸業

小金井家

合名会社

星野 智樹

代表社員

有限会社
代表取締役

小金井南支部
不動産賃貸管理

信山商事
信山 光子

有限会社
代表取締役

誠 商 事
鴨下

勉

〒184−0004 小金井市本町1−19−9
TEL：042−387−1005
FAX：042−381−3345

〒184−0013 小金井市前原町4−13−26
TEL：042−381−1150
FAX：042−384−6622

〒184−0012 小金井市中町1−13−14
T E L：042−388−6002
FAX：042−388−6000

木製建具

仕出し料理・弁当・パーティ料理

明日への健康サポートします！

断熱防音安全ガラス

株式会社
代表取締役

吾

妻

狩野 宏明

〒184−0011 小金井市東町 5−21−19
T E L：042−384−6133
FAX：042−383−5641

株式会社
代表取締役

楽

膳

岩 重 十四三

小金井支店 〒184−0004 小金井市本町5−22−1
本
店 〒187−0004 小平市天神町1−4−38
T E L：042−347−0111／0120−37−3787
FAX：042−347−0112

E-mail: kouno@kenkou-kan.co.jp

葬送のかたちをともに考える

ハウスクリーニング住宅営繕工事

小金井祭典株式会社
代表取締役

小金井北支部

代表取締役社長

是枝 嗣人

〒184−0004 小金井市本町5−32−19
TEL：042−385−4700
FAX：042−207−7738

有限会社

ジェイ・クリーン

代表取締役

成本 淳平

〒184−0003 小金井市緑町 1−6−45
T E L：042−386−5937 FAX：042−386−5938
E-mail: j.clean@jcom.home.ne.jp
http://jclean-housecare.co.jp/

不動産・住まいの情報館

アリス株式会社
代表取締役

石原 孝治

〒184−0004 小 金 井 市 本 町 2 − 2 0 − 6
Kʼs SQUARE ALICE 203
TEL：042−386−7700 FAX：042−386−7701
E-mail: welcome@e-alice.co.jp
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