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入賞作品および応募作品は、今後、武蔵野法人会の催事や、市内各所（市役所・税務署・商業施設など）で展示を予定しております。
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６年　溝口　沙瑛子さん

税務署長賞
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６年　寺島　颯佑さん

武蔵野市長賞
三鷹の森学園  三鷹市立高山小学校

６年　石井　希実さん
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三鷹の森学園  三鷹市立高山小学校
６年　加藤　来実さん
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吉田政利

INFORMATION お知らせ

特集 1 「新春セレモニー」「早春会員のつどい」報告

特集 2 令和 5年度 税制改正大綱

税制のペぇじ 税務のじかん 

会員広場〈あの顔 この顔 私の仕事〉Vol.11

　有限会社 プレ・バランス　倉橋ふみえさん

　一般社団法人 ハナミズキ  八丁はなみずき保育園　近藤 健太郎さん

 委員会・支部・部会活動報告

令和 5年度「税制改正提言」訪問

武蔵野税務署からのお知らせ

新入会員のご紹介

まちかど情報局

3・4月の行事予定
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「春の競演」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会
宮﨑好吉さん（三鷹西支部）

三鷹市の「大沢の里」には水車やワサビ田、
古民家があり、里山の風景を今に残します。
春には桜、初夏には蛍と、四季折々に散策を
楽しめます。

今年は兎年ですので、兎起鳧挙（ときふきょ）のごとく初めから色々な

ことにチャレンジする年度にしていきたいと考えます。

２年間担当させて頂いた特別委員会（組織再編）で審議、上程した組織

委員会の創設と三鷹支部の再編（現４支部→新３支部）が、この春から

運営体制の変更として実行予定です。会の中では一部変更ですが、この

再編が今後の法人会が進むべき方向、ビジョン策定の第一歩となり飛躍

の新年度となることを期待いたします。

「支部・部会・専門部会 全体会議」
を開催します

恒例の全体会議を2023年４月に開催いたします。（日程・
会場、調整中）
詳細については３月中にお届けいたしますので、出欠席の
ご返信、また、欠席の方は委任状の提出をお願いいたします。

年会費のお支払いのご案内

代表者・連絡先に変更がありましたら
「変更届」で

通常総会の案内状（招集通知）
の送付にむけて、登録の住所
あるいは代表者に変更がある
場合は、事務局までお知らせ
ください。（今号の広報誌に
「変更届」を封入しています）

恒例の「令和5年度税制改正解説・対策セミナー」を開催
いたします。

日　　時： 2023年3月23日（木）　15：00～ 16：30
会　　場： 武蔵野法人会　大会議室 & Zoom配信
講　　師： ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社
 ＴＯＭＡ税理士法人　部長　若林　寛 氏
受講人数： 会場  30名 ／ Zoom視聴  50 名
 （ともに先着順）　
受 講 料： 会員無料 ／ 非会員  1,500円 

口座引落：引落日は４月27日（木）
　　　　　※事前に日本システム収納（株）より通知(ハガキ)をお送りいたします。
お振込み：４月下旬に振込用紙と会費請求書をお送りする予定です。

2023年度からの組織再編について（三鷹ブロック）
2022年 9月開催の理事会で4支部から3支部に再編する旨、決議いただいた三鷹ブロックの支部再編につき、地域割り
が下記の通り決定しましたのでご報告致します。　

2023年度の年会費のお支払いにつきましては、次の通りとなっておりますので、宜しくお願いいたします。

第57回   通常総会のご案内
「第57回 通常総会」を開催します。
※新型コロナウイルスの感染状況により、開催時期がずれる
場合がございます。

日　時：2023年6月13日（火）
会　場：吉祥寺エクセルホテル東急

「令和５年度税制改正解説・対策セミナー」
のお知らせ

現　行 2023年４月～

支部名

三鷹中央
下連雀1－10～ 35　　下連雀2～ 4
上連雀 1～ 5

三鷹中央 下連雀　　井の頭

三鷹東 北野全域　　新川全域　　中原全域 三鷹東 北野　　新川　　中原　　牟礼

三鷹西
上連雀6～ 9　　井口全域　　大沢全域
深大寺全域　　野崎全域

三鷹西
上連雀　　井口　　大沢　　深大寺　　
野崎

井の頭
下連雀1－1～ 9　　下連雀5～ 9
井の頭全域　　牟礼全域

地　域 支部名 地　域

2



吉田政利

INFORMATION お知らせ

特集 1 「新春セレモニー」「早春会員のつどい」報告

特集 2 令和 5年度 税制改正大綱

税制のペぇじ 税務のじかん 

会員広場〈あの顔 この顔 私の仕事〉Vol.11

　有限会社 プレ・バランス　倉橋ふみえさん

　一般社団法人 ハナミズキ  八丁はなみずき保育園　近藤 健太郎さん

 委員会・支部・部会活動報告

令和 5年度「税制改正提言」訪問

武蔵野税務署からのお知らせ

新入会員のご紹介

まちかど情報局

3・4月の行事予定

3

4

6

8

10

12

14

15

16

18

19

「春の競演」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会
宮﨑好吉さん（三鷹西支部）

三鷹市の「大沢の里」には水車やワサビ田、
古民家があり、里山の風景を今に残します。
春には桜、初夏には蛍と、四季折々に散策を
楽しめます。

今年は兎年ですので、兎起鳧挙（ときふきょ）のごとく初めから色々な

ことにチャレンジする年度にしていきたいと考えます。

２年間担当させて頂いた特別委員会（組織再編）で審議、上程した組織

委員会の創設と三鷹支部の再編（現４支部→新３支部）が、この春から

運営体制の変更として実行予定です。会の中では一部変更ですが、この

再編が今後の法人会が進むべき方向、ビジョン策定の第一歩となり飛躍

の新年度となることを期待いたします。

「支部・部会・専門部会 全体会議」
を開催します

恒例の全体会議を2023年４月に開催いたします。（日程・
会場、調整中）
詳細については３月中にお届けいたしますので、出欠席の
ご返信、また、欠席の方は委任状の提出をお願いいたします。

年会費のお支払いのご案内

代表者・連絡先に変更がありましたら
「変更届」で

通常総会の案内状（招集通知）
の送付にむけて、登録の住所
あるいは代表者に変更がある
場合は、事務局までお知らせ
ください。（今号の広報誌に
「変更届」を封入しています）

恒例の「令和5年度税制改正解説・対策セミナー」を開催
いたします。

日　　時： 2023年3月23日（木）　15：00～ 16：30
会　　場： 武蔵野法人会　大会議室 & Zoom配信
講　　師： ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社
 ＴＯＭＡ税理士法人　部長　若林　寛 氏
受講人数： 会場  30名 ／ Zoom視聴  50 名
 （ともに先着順）　
受 講 料： 会員無料 ／ 非会員  1,500円 

口座引落：引落日は４月27日（木）
　　　　　※事前に日本システム収納（株）より通知(ハガキ)をお送りいたします。
お振込み：４月下旬に振込用紙と会費請求書をお送りする予定です。

2023年度からの組織再編について（三鷹ブロック）
2022年 9月開催の理事会で4支部から3支部に再編する旨、決議いただいた三鷹ブロックの支部再編につき、地域割り
が下記の通り決定しましたのでご報告致します。　

2023年度の年会費のお支払いにつきましては、次の通りとなっておりますので、宜しくお願いいたします。

第57回   通常総会のご案内
「第57回 通常総会」を開催します。
※新型コロナウイルスの感染状況により、開催時期がずれる
場合がございます。

日　時：2023年6月13日（火）
会　場：吉祥寺エクセルホテル東急

「令和５年度税制改正解説・対策セミナー」
のお知らせ

現　行 2023年４月～

支部名

三鷹中央
下連雀1－10～ 35　　下連雀2～ 4
上連雀 1～ 5

三鷹中央 下連雀　　井の頭

三鷹東 北野全域　　新川全域　　中原全域 三鷹東 北野　　新川　　中原　　牟礼

三鷹西
上連雀6～ 9　　井口全域　　大沢全域
深大寺全域　　野崎全域

三鷹西
上連雀　　井口　　大沢　　深大寺　　
野崎

井の頭
下連雀1－1～ 9　　下連雀5～ 9
井の頭全域　　牟礼全域

地　域 支部名 地　域

3



挨拶　清水会長

司会　是枝共益副委員長

清水会長を囲んで

鈴木武蔵野税務署長

松下武蔵野市長

※白井小金井市長からはメッセージをいただきました。

清水立川都税事務所長
挨拶　山本共益委員長

中締め　前川副会長乾杯　和田武蔵野税務署副署長

河村三鷹市長

乾杯　 前川副会長

中締め　山本共益委員長率いる「中締め隊」

司会　和田山共益委員　是枝共益副委員長

「ためになる」「たのしい」「たよりになる」 3つの「た」で  進んでいこう
今年の新年の交流会は２回に分けて新しいスタイルで行いました。
1月はご来賓と法人会の理事監事で行う年始の挨拶を中心にした
「新春セレモニー」、2月は全会員を対象とした交流会「早春会員の
つどい」。両会ともに楽しく晴れやかな会となりました。

情報のインプット、そして地域に
頼りにされる活動を楽しく行う

2023年 1月12日（木）　吉祥寺東急REIホテル
3年ぶりのビュッフェ・立食形式で
会員同士の交流を楽しむ

2023年 2月15日（水）　吉祥寺エクセルホテル東急

　1月12日午後6時より、吉祥寺東急REIホテルにて「新春セレモニー」
が開催されました。冒頭のあいさつで清水会長がお話しになったのは「今
年は3つの『た』を考えながら事業を行っ
ていく」ことです。「ためになる＝講演会・
交流会など情報をインプットする事業」
「たのしい＝楽しい企画」「たよりになる＝
フードバンクなど地域に根付いた社会貢

献」。これを皆様と一緒に進めていきたいと力強く語りました。
　その後鈴木武蔵野税務署長、清水立川都税事務所長、松下武蔵野市長、河村三鷹市長から
祝辞をいただきました。続いて和田武蔵野税務署副署長より乾杯のご発声をいただき、交流
会では歓談の輪が広がりました。結びは前川副会長の中締めでお開きとなりました。

　2月15日午後6時より、吉祥寺エクセルホテル東急にて「早春会員の
つどい」が開催されました。お祭りサンバをBGMに始まった会の冒頭、

清水会長は「3つの『た』」のお話を
され、これからの事業への会員の
皆様の一致団結を呼びかけました。
前川副会長より乾杯のご発声をいた
だき、「新春セレモニー」の祝辞がビ
デオ上映されるなか、懇親会は3年ぶりのビュッフェ・立食形式で華やいだ雰囲気に
包まれました。会の中盤、山本共益委員長から新入会員が紹介され、続いて支部・部
会からの活動PRの時間となり大いに盛り上がりました。中締めは共益委員会の「中締
め隊」が務め、三本締めでお開きになりました。

特集１「新春セレモニー」「早春会員のつどい」 報告

お土産
スタッフからの
「気持ち」のチョコ

お土産
スタッフからの
「気持ち」のチョコ

ビュッフェビュッフェ
お土産
ご縁を願う
ミニ鏡餅

お土産
ご縁を願う
ミニ鏡餅

軽食軽食

祝辞 交流会 新入会員紹介 支部・部会活動PR
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買手側 売手側

適格請求書発行事業者は、買手である取引相手（課税事
業者）から求められたときは、インボイスを交付し、そ
の写しを保存しなければなりません。

仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相
手(売手)である適格請求書発行事業者から交付を受けた
インボイスの保存等が必要となります。

期間 仕入税額控除できる金額

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額控除相当額×80％

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額控除相当額×50％

令和11年10月1日以降 控除不可

選択肢 メリット デメリット

インボイス発行事業者となる
（課税事業者となる）

インボイス発行事業者とならない
（免税事業者のまま）

対応

取引対価の引下げ

内容

仕入税額控除ができないことを理由に取引価格の引下げを要請し、形式的な交渉しか行わ
ず、著しく低い価額を設定する行為

商品等の受領拒否、返品 仕入先が免税事業者であることを理由に、商品や役務の成果物の受領を拒否し、または正
当な理由がなく返品する行為

協賛金等の負担の要請等 取引価格を据置く代わりに、別途、協賛金や販売促進費等の名目での負担の要請や発注以
外の無償による役務の提供を要請する行為

購入・利用強制

購入・利用強制

取引価格を据置く代わりに、当該取引以外の商品・役務の購入、利用を要請する行為

一方的に著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、
これに応じない相手方との取引を停止する行為

登録事業者となる慫慂等 課税事業者にならなければ取引価格を引き下げるや、それに応じなければ取引を打ち切る
などと一方的に通告する行為

・販売先の仕入税額控除が可能となる
ため、取引が継続する可能性が高い

・消費税の申告及び納付が発生するため、納税事
務の負担が増える

・消費税分を販売価格に転嫁できない場合は利益
が減少する

・消費税の申告及び納付が不要
・インボイスの発行、保存が不要

・販売先の仕入税額控除ができないため、取引を
見直される可能性がある

しょうよう

（財務省ほか『免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ＆A』より作成）

税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー29

インボイス制度
法人（課税事業者）における免税事業者対応について

　令和5年10月1日からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が始まります。大きな変更点の一つとして、
買手は免税事業者からの仕入について、仕入税額控除を基本的に受けられなくなるという内容があります。そ
のため、免税事業者との取引については、取引価格の交渉を行うことなども考えられます。今回は、独占禁止
法や下請法の観点も交えて、価格交渉などを行う際に気を付けるべき点などについて解説します。

　消費税の納税額は、売上に係る消費税から仕入に係る
消費税を差し引いて ( これを仕入税額控除といいます )
計算します。買手は、仕入税額控除のために、帳簿及び
適格請求書（インボイス）の保存が必要になります。そ

のため、インボイス制度では、売手は、適格請求書発行
事業者の登録を行ったうえで、インボイスの交付義務が
発生します。

　インボイス制度開始後は、買手は、インボイスを発行
できない免税事業者からの仕入について、経過措置（Q
２参照）経過後は仕入税額控除を行うことができなくな

ります。取引価格が変わらなければ、免税事業者からの
仕入は仮払消費税が計上できない分、費用が増加するこ
とになります。

A．「優越的地位の濫用」とは、例えば、事業規模の小さ
い下請業者が売上の大部分を規模の大きい事業者から
の発注に依存している場合など、取引上の力関係が優
位な立場にあるものが、劣位にある取引の相手方に対

し、その優位な地位を利用して、購入や利用を強制す
る行為や経済上の利益の提供を要請する行為、相手方
に不利益となる取引条件の設定等の商慣習に照らし不
当に不利益を与える行為を要求することをいいます。

A．免税事業者等からの仕入が、インボイス制度開始後
すぐに仕入税額控除できなくなるわけではありませ
ん。経過措置により、次の表の仕入税額控除できる金
額を仕入税額として控除できます。　　

　　なお、経過措置の適用を受けるためには、区分記載
請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの
経過措置の規定の適用を受ける旨の記載をした帳簿を
保存しなければなりません。

A．インボイスは、インボイス発行事業者への登録申請
を行った課税事業者のみ発行できます。免税事業者が
インボイス発行事業者になるには、課税事業者を選択
し、インボイス発行事業者への登録申請を行う必要が

あります。課税事業者となってインボイス発行事業者
登録を行った場合と、免税事業者のままでいる場合の
一般的なメリットとデメリットは以下のとおりです。

３．Q & A１．インボイス制度の概要

●「独占禁止法」及び「下請法」とは
　独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限、不公正な
取引方法などの行為を規制する法律です。一方、下請法
は独占禁止法を補完する法律で、一定の商品やサービス
について、親事業者と下請事業者との間の取引を公正に
し、下請事業者の利益を保護することを内容とする法律
で、親事業者による受領拒否、不当な代金の減額、返品、
支払い遅延、買いたたきなどの行為を規制しています。

●取引条件の交渉について
　免税事業者との取引については、インボイス制度を機
に、条件の見直しなどの対応が取られることも考えられ
ます。事業者がどのような条件で取引をするかについて
は、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられ

るものであり、インボイス制度を契機に免税事業者と取
引条件を見直すことは、直ちに問題とはなりません。た
だし、一方的な取引対価の引き下げとならないように、
双方が納得したうえでの、適正な価格交渉が必要となり
ます。例えば、免税事業者の消費税負担を考慮の上、双
方納得して取引価格を設定し、結果的に取引価格が引き
下げられた場合や、取引先の免税事業者に対し、課税事
業者になるよう強制することはできませんが、提案する
こと自体は独占禁止法上問題となるものではないと考え
られております。

●独占禁止法等により問題となる行為
　次のような対応は、優越的地位の濫用として、独占禁
止法や下請法等により問題となるおそれがあります。

２．「独占禁止法」及び「下請法」とインボイス制度との関係

Ｑ１．「優越的地位の濫用」とはどういうものでしょうか。

Ｑ２．制度開始後、すぐに免税事業者等からの仕入は仕入税額控除が受けられなくなるのでしょうか。

Ｑ３．免税事業者が課税事業者となりインボイス発行事業者になった場合と免税事業者のままでいる場合にそれぞれ
　どのような影響が考えられますか。
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買手側 売手側

適格請求書発行事業者は、買手である取引相手（課税事
業者）から求められたときは、インボイスを交付し、そ
の写しを保存しなければなりません。

仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相
手(売手)である適格請求書発行事業者から交付を受けた
インボイスの保存等が必要となります。

期間 仕入税額控除できる金額

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額控除相当額×80％

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額控除相当額×50％

令和11年10月1日以降 控除不可

選択肢 メリット デメリット

インボイス発行事業者となる
（課税事業者となる）

インボイス発行事業者とならない
（免税事業者のまま）

対応

取引対価の引下げ

内容

仕入税額控除ができないことを理由に取引価格の引下げを要請し、形式的な交渉しか行わ
ず、著しく低い価額を設定する行為

商品等の受領拒否、返品 仕入先が免税事業者であることを理由に、商品や役務の成果物の受領を拒否し、または正
当な理由がなく返品する行為

協賛金等の負担の要請等 取引価格を据置く代わりに、別途、協賛金や販売促進費等の名目での負担の要請や発注以
外の無償による役務の提供を要請する行為

購入・利用強制

購入・利用強制

取引価格を据置く代わりに、当該取引以外の商品・役務の購入、利用を要請する行為

一方的に著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、
これに応じない相手方との取引を停止する行為

登録事業者となる慫慂等 課税事業者にならなければ取引価格を引き下げるや、それに応じなければ取引を打ち切る
などと一方的に通告する行為

・販売先の仕入税額控除が可能となる
ため、取引が継続する可能性が高い

・消費税の申告及び納付が発生するため、納税事
務の負担が増える

・消費税分を販売価格に転嫁できない場合は利益
が減少する

・消費税の申告及び納付が不要
・インボイスの発行、保存が不要

・販売先の仕入税額控除ができないため、取引を
見直される可能性がある

しょうよう

（財務省ほか『免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ＆A』より作成）

税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー29

インボイス制度
法人（課税事業者）における免税事業者対応について

　令和5年10月1日からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が始まります。大きな変更点の一つとして、
買手は免税事業者からの仕入について、仕入税額控除を基本的に受けられなくなるという内容があります。そ
のため、免税事業者との取引については、取引価格の交渉を行うことなども考えられます。今回は、独占禁止
法や下請法の観点も交えて、価格交渉などを行う際に気を付けるべき点などについて解説します。

　消費税の納税額は、売上に係る消費税から仕入に係る
消費税を差し引いて ( これを仕入税額控除といいます )
計算します。買手は、仕入税額控除のために、帳簿及び
適格請求書（インボイス）の保存が必要になります。そ

のため、インボイス制度では、売手は、適格請求書発行
事業者の登録を行ったうえで、インボイスの交付義務が
発生します。

　インボイス制度開始後は、買手は、インボイスを発行
できない免税事業者からの仕入について、経過措置（Q
２参照）経過後は仕入税額控除を行うことができなくな

ります。取引価格が変わらなければ、免税事業者からの
仕入は仮払消費税が計上できない分、費用が増加するこ
とになります。

A．「優越的地位の濫用」とは、例えば、事業規模の小さ
い下請業者が売上の大部分を規模の大きい事業者から
の発注に依存している場合など、取引上の力関係が優
位な立場にあるものが、劣位にある取引の相手方に対

し、その優位な地位を利用して、購入や利用を強制す
る行為や経済上の利益の提供を要請する行為、相手方
に不利益となる取引条件の設定等の商慣習に照らし不
当に不利益を与える行為を要求することをいいます。

A．免税事業者等からの仕入が、インボイス制度開始後
すぐに仕入税額控除できなくなるわけではありませ
ん。経過措置により、次の表の仕入税額控除できる金
額を仕入税額として控除できます。　　

　　なお、経過措置の適用を受けるためには、区分記載
請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの
経過措置の規定の適用を受ける旨の記載をした帳簿を
保存しなければなりません。

A．インボイスは、インボイス発行事業者への登録申請
を行った課税事業者のみ発行できます。免税事業者が
インボイス発行事業者になるには、課税事業者を選択
し、インボイス発行事業者への登録申請を行う必要が

あります。課税事業者となってインボイス発行事業者
登録を行った場合と、免税事業者のままでいる場合の
一般的なメリットとデメリットは以下のとおりです。

３．Q & A１．インボイス制度の概要

●「独占禁止法」及び「下請法」とは
　独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限、不公正な
取引方法などの行為を規制する法律です。一方、下請法
は独占禁止法を補完する法律で、一定の商品やサービス
について、親事業者と下請事業者との間の取引を公正に
し、下請事業者の利益を保護することを内容とする法律
で、親事業者による受領拒否、不当な代金の減額、返品、
支払い遅延、買いたたきなどの行為を規制しています。

●取引条件の交渉について
　免税事業者との取引については、インボイス制度を機
に、条件の見直しなどの対応が取られることも考えられ
ます。事業者がどのような条件で取引をするかについて
は、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられ

るものであり、インボイス制度を契機に免税事業者と取
引条件を見直すことは、直ちに問題とはなりません。た
だし、一方的な取引対価の引き下げとならないように、
双方が納得したうえでの、適正な価格交渉が必要となり
ます。例えば、免税事業者の消費税負担を考慮の上、双
方納得して取引価格を設定し、結果的に取引価格が引き
下げられた場合や、取引先の免税事業者に対し、課税事
業者になるよう強制することはできませんが、提案する
こと自体は独占禁止法上問題となるものではないと考え
られております。

●独占禁止法等により問題となる行為
　次のような対応は、優越的地位の濫用として、独占禁
止法や下請法等により問題となるおそれがあります。

２．「独占禁止法」及び「下請法」とインボイス制度との関係

Ｑ１．「優越的地位の濫用」とはどういうものでしょうか。

Ｑ２．制度開始後、すぐに免税事業者等からの仕入は仕入税額控除が受けられなくなるのでしょうか。

Ｑ３．免税事業者が課税事業者となりインボイス発行事業者になった場合と免税事業者のままでいる場合にそれぞれ
　どのような影響が考えられますか。
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Happy Endingカード

女性専用健康サロン
「ウ～ル」

三鷹ベルマーク大使も 園庭 食育・クッキング保育 専門の先生による体操

子どもたちが思い切り遊
べるよう、遊具と人工芝
を設置

フットケアの機器や体をリフ
レッシュするチェアなどの健
康機器、小物が揃っている

「終活はじめの一歩」
としてゲームのように
取り組める

法人会や商工会、
地域での活動に
も熱心に取り組ん
でいる

体の成長を「自信」
につなげる

横河電機のグラウンドで凧あげ

自分で作った
凧を大空へ

包丁や火を使って
カレーライスなどを作る

■成長の瞬間、その表情がやりがい
　「八丁はなみずき保育園」は2018年4月に武蔵野市の
グループ保育室として開園し、同年11月に東京都の認証
保育所となった、0～5歳児、定員30人の保育園です。
お子様の「自ら頑張る力」を引き出し、小学校生活を安心
して過ごせるように保育をしています。食育・クッキング保
育やワークブックを使った学習時間、専門の先生の運動教
室などの活動を通し自信を積み上げ、心身を成長させてい
きます。人の目を見て自分の思ったことを伝える、30分間
集中して机に向かえる―そういったことが自然にできるよう
になります。
　子どもと触れ合う時間を優先するため、IT化や業務効率
化にも力を入れ、保護者と保育者双方の負担を軽減して
います。オムツやお昼寝のシーツは園で用意。保育士は
一人一台パソコンを持ち、クラウド上で保護者とやり取りが
できます。
　子どもの成長が見られたとき、保護者が成長を喜んでく
れたとき、保育士が達成感を感じたとき―その瞬間の表
情にやりがいを感じます。

■システムエンジニアから保育園の経営へ　
　私は高校、大学とラグビー部で、高校3年生のときには
全国ベスト8までいきました。その経験が自分自身の考え方

の土台や自信になっています。大学卒業後は15年ほどシ
ステムエンジニアとして会社員をしましたが、青年会議所に
入り、独り立ちして仕事をしている周囲の人に影響を受け、
事業を立ち上げたいと思うようになりました。父が建設会社
を経営していた影響もあると思います。そんなときに長男が
生まれ、保育園を探すのに苦労をしたことで、自分で保育
園を経営することにしたんです。
　未経験からの参入のため国の認可が下りず苦労しました
が、他業種の経験があるからこそ保育園業務を効率化する
ことができたと思います。園長先生の教育方針に私も影響
を受け、一緒に今の園を形作ってきました。

■少子化の中で特色を打ち出す
　今は「保育園あまり」の時代に入りつつありますが、武
蔵境や中町はまだ足りません。家から離れた保育園に子ど
もを預けて働く保護者の負担を考えると、保育の枠はもっ
と確保しておくべきだと思います。今後複数の園を開園す
ることが理想で、少子化のなかでどうやって特色を打ち出
していくかが課題です。
　今、うちの子どもたちは小２、年中、１歳。長男はうち
の保育園の最初の卒園生、次男も今通園しています。休
みの日は子ども中心ですが、居酒屋に行って一人でお酒を
飲みながら小説を読むのが大切な時間です。

■「Happy Endingカード」で老後に備える
　仕事のテーマは「健康」と「お金」です。この二つがバラ
ンスよく整うことで安定した幸せを実感できると考えていま
す。マネーセミナーを活動の中心に、介護予防を目的とし
たマッサージやセルフケアを教え、健康サロン「ウ～ル」で
健康機器や美容商品を販売しています。
　20年間保険の仕事をしてきましたが、お客様が高齢に
なり手続きに困ることが増えてきました。終活セミナーはたく
さんありますが、聞くだけでは自分ごととして捉えにくいんで
す。そこで「Happy Endingカード」を使うことにしました。
　「介護・看取り」「相続」などの9項目、49枚のカードに
「Yes」か「No」で答えていくことで、これから自分にどんな
リスクがあるかを確認できます。「No」に置いたカードをやる
こととやらないことに分け、さらに専門家に頼むのか自分で
するのかに分けます。その後最初に取り組むことを決めて
一つずつ解決していく仕組みです。解決の道筋をサポートす
るため、今後地域でチームを作っていきたいと思っています。

■自身が本当にいいと思ったものを紹介
　三鷹で生まれ育ち、服飾専門学校を卒業して就職、ポー

チやエプロンなど小物のデザインの仕事をしていました。体
調を崩して働けない時期もありましたが、体質改善を始め
自己管理ができるようになり、保険会社に再就職。その後
セミナー中心に仕事をしたいと2000年に会社を設立、市
町村や保険代理店からの依頼を受け話をしています。
　ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、
健康管理士などの資格を持ち、今までの経験のなかで私
自身が本当にいいと思ったものを紹介、販売しています。
今の状況を正直に伝えること、専門用語は使わずにお客
様に寄り添った言葉で伝えることを大切にしています。

■90歳までセミナーを続ける
　高齢化に伴い、お客様自身でさまざまな手続きができな
くなるケースは増えていくでしょう。保険の場合、本人の請
求する意思が必要なのですが、認知症だとそれができませ
ん。家族は指定代理人になっていないと請求できないの
で、早めに準備しておくことが必要です。最近はデジタル
資産の問題などもあります。時代とともにルールが変わって
いるので、そのサポートをしていきたいと思います。
　目標は90歳までセミナーを続けることです。バランスの
取れた生活を無理なく続けて長生きしていきましょう。

子どもに自信を、
保護者に安心を
「自ら頑張る力」を引き出す保育園

お客様に寄り添う言葉で
伝える
「健康」と「お金」をテーマにセミナーを行う

吉祥寺北
第一
支部

一般社団法人 ハナミズキ
八丁はなみずき保育園
武蔵野市中町
2－21－14－103
☎ 080-3556-8732

三鷹西
支部

有限会社 プレ・バランス
三鷹市大沢 2－1－5

☎ 090-4941-3533

倉橋 ふみえさん 近藤 健太郎さん

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔 vol.11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。
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女性部会

税務研修会

忘年研修会を開催
署長による北海道話に部会員傾聴

場所▶吉祥寺エクセルホテル東急

不動産賃貸経営専門部会

見学研修会

木造ビル・大林組
次世代研修施設見学 

場所▶横浜　大林組次世代研修施設

大林組のTVCMで見た人も多いと思いますが、12月26
日（月）に横浜にある木造高層ビル・大林組次世代研修施
設を見学しました。木造ビルは最近増えましたが、多くは構
造体が鉄骨やRC等のハイブリッド型です。しかし、同ビル
は構造体も木材の純木造ビルです。木造ビルについて詳し
くは1月28日（土）付けの日経新聞夕刊などを参照して頂
ければと思います。同ビルは11階建で、外壁はガラスと
鉄で囲まれていますが、ファサードも内装も現しは全て“木”
です。内部は吹き抜けが多く、その分、梁が多用されてい
るのですが、火打ち梁のような空間を邪魔する梁は一切な
く、しかも全く圧迫感がないのは不思議でした。普段は一

部のみ見学可能との
事ですが、ご縁があ
り全館見学できたの
はとてもラッキーで
有意義な研修でし
た。
（不動産賃貸経営専
門部会　宮下真一）

女性部会

交流会

茶話会で
楽しい会話の花が咲く 

場所▶三鷹
　　　カフェテラスヴェルト

第11回「税に関する絵はがきコンクール」
受賞作品展示

2022年12月12日から16日まで、武蔵野
市役所一階ロビー正面に、令和4年度・
第 11回「税に関する絵はがきコンクール」
最優秀賞と優秀賞受賞者の作品パネル6枚
を飾りました。
武蔵野・三鷹・小金井市の1000枚を超
える作品の中から選ばれた、創意工夫され
た色とり
どりの絵

はがきが並ぶと、ロビーもパッと
華やいだ明るい雰囲気に変わり
ました。
（女性部会　岡田和泉）

★最優秀賞作品は今号の裏表紙
に掲載されています

今年も忘年研修会が吉祥寺エク
セルホテル東急の「オークルー
ム」で開催され、武蔵野税務署
長の鈴木久志氏による講演が行
われました。講演は「北海道の
あれこれ」と題し北海道の税務
署事情や豆知識、また方言など
の話もあり、参加者は皆興味深く耳を傾けました。講演後は同ホ
テルの昼食を愉しみ、年の瀬のしばしのひとときを一堂に会し過ご
すことができました。（女性部会　甲斐久美子）

女性部会

「税に関する絵はがきコンクール」展示
場所▶武蔵野市役所 

女性部会『茶話会』が、令和5年1月24
日（火）のお昼から三鷹駅北口にあるカ
フェテラスヴェルトで開催され、22名が
参加しました。コロナ禍でなかなか顔を合
わせる機会がなくて、寂しい思いをしてい
た部会員も気楽な茶話会で近況報告に盛
り上がるなど、楽しい会話の花が咲きまし
た。（女性部会　野村澄子）

吉祥寺南支部

交流会

「ビジネス交流会」を開催
情報交換が活発に行われる

場所▶CAFE & WEDDING 22

青年部会

公開役員会・大忘年会

公開役員会・大忘年会は総勢40名を超える
参加者で盛り上がる

場所▶本町コミュニティセンター・バネバグース　吉祥寺店

2022年12月5日（月）青年部会の会
員交流事業として、公開役員会・大
忘年会が開催されました。たくさんの
オブザーバーの方にもご参加いただ
き、総勢40名を越える参加者で大い
に盛り上がりました。
公開役員会では、平時、部会役員会でどのように協議・審議を重ね
て部会事業が構築されているのか、オブザーバーの方々に見ていただ
きました。大忘年会ではダーツ大会を行い、会員同士の親睦を深める
と共に、オブザーバーの方々にも青年部会の活動を知っていただける
良い機会となりました。
私たち青年部会は、多くの仲間と一緒に活動していきたいと思ってい
ます。50歳までの若い仲間が楽しく活動しています！　今後も
Facebookで青年部会の活動を発信していきますので、ご興味のあ

る方は是非、武蔵野法人会
青年部会で、一緒に活動しま
しょう！ご参加を心よりお待ち
しております。武蔵野法人会
青年部会のFacebookフォ
ローもよろしくお願い致します。
（青年部会　山浦友香）

2022年12月7日（水）に武蔵野税務
署長鈴木久志様をお招きし、税務署
長講演をしていただきました。当日は、
鈴木署長をはじめ、和田副署長、立
山法人第一統括官、野村審理担当
上席、佐藤審理担当にもご来場いた
だきました。

「国税庁の組織理念～適正・公平とは～」と題してご講演いただきまし
た。税務行政における適正・公平とはどのようなものか、また、適正・
公平な税務行政の推進のためにどのような取り組みをしているのか、
事例を交えながらとても分かりやすくご講義いただき、大変勉強になり
ました。ご講演後は、来場していただきました皆様で名刺交換会を行
い終了いたしました。
本来ならばご講演後に懇親
会を開催して、より一層の
交流ができるはずでしたが、
このコロナ禍で、懇親会は
見送られました。また次回
は懇親会まで開催できるよ
うに願いたいです。
（青年部会　山浦友香）

青年部会

税務研修会

税務署長講演会
「国税庁の組織理念～適正・公平とは～」を開催

場所▶法人会館大会議室

「日本酒 “酒母と造り”の違いを楽しむ」を
開催
講師には、新橋でこだわりの日本
酒を楽しめる店「まごころいし井」
代表の石井英行氏をお迎えし、
「酒母（しゅぼ）と造りの違いを楽し
む」と題し、日本酒の味わいの違
いについて教えていただきました。
酒母は、大きく「速醸（そくじょう）
系酒母」と「生酛（きもと）系酒母」
の2種類に分かれさらに発酵工程
で酵母を雑菌から守る為に必要な乳酸の得方によって「速醸酛（そ
くじょうもと）」「生酛（きもと）」「山廃酛（やまはいもと）」「菩提酛
（ぼだいもと）」の4つに分かれます。それぞれの製法により味わい
に違いが生じ、銘柄毎の特徴的な味わいを醸し出すそうです。
講師はワインスクール講師を務める経歴もあり、日本酒伝道師とし
て日本酒の美味しさ・楽しさを伝えるをモットーにされており今回
の研修会では、それぞれ製法の異なる日本酒へのマリアージュ提
案もいただき、いつもとは違う日本酒の楽しみかたを教えていただ
きました。（吉祥寺北第二支部　森　正太郎）

２月10日に「ビジネス交流会」を開
催しました。参加者には事前にアン
ケートでどのような業種の人を必要
としているのか？等をお答え頂き、そ
の内容に沿って我々支部役員がコー
ディネイトして良い出会いが生まれる
場を目指しました。当日は法人会会
員のみならず一般の方にも多数ご参
加頂きました。チーム対抗ゲームやクイズ大会で親睦を深めつつ、
ビジネスの情報交換も活発に行われました。吉祥寺南支部では今

後もこのようなビジ
ネスマッチングを主
眼に置いた事業を
定期的に企画して
いきたいと考えてお
ります。
（吉祥寺南支部

岩澤　勝）

吉祥寺北第二支部

研修交流会
場所▶法人会館大会議室
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は懇親会まで開催できるよ
うに願いたいです。
（青年部会　山浦友香）

青年部会

税務研修会

税務署長講演会
「国税庁の組織理念～適正・公平とは～」を開催

場所▶法人会館大会議室

「日本酒 “酒母と造り”の違いを楽しむ」を
開催
講師には、新橋でこだわりの日本
酒を楽しめる店「まごころいし井」
代表の石井英行氏をお迎えし、
「酒母（しゅぼ）と造りの違いを楽し
む」と題し、日本酒の味わいの違
いについて教えていただきました。
酒母は、大きく「速醸（そくじょう）
系酒母」と「生酛（きもと）系酒母」
の2種類に分かれさらに発酵工程
で酵母を雑菌から守る為に必要な乳酸の得方によって「速醸酛（そ
くじょうもと）」「生酛（きもと）」「山廃酛（やまはいもと）」「菩提酛
（ぼだいもと）」の4つに分かれます。それぞれの製法により味わい
に違いが生じ、銘柄毎の特徴的な味わいを醸し出すそうです。
講師はワインスクール講師を務める経歴もあり、日本酒伝道師とし
て日本酒の美味しさ・楽しさを伝えるをモットーにされており今回
の研修会では、それぞれ製法の異なる日本酒へのマリアージュ提
案もいただき、いつもとは違う日本酒の楽しみかたを教えていただ
きました。（吉祥寺北第二支部　森　正太郎）

２月10日に「ビジネス交流会」を開
催しました。参加者には事前にアン
ケートでどのような業種の人を必要
としているのか？等をお答え頂き、そ
の内容に沿って我々支部役員がコー
ディネイトして良い出会いが生まれる
場を目指しました。当日は法人会会
員のみならず一般の方にも多数ご参
加頂きました。チーム対抗ゲームやクイズ大会で親睦を深めつつ、
ビジネスの情報交換も活発に行われました。吉祥寺南支部では今

後もこのようなビジ
ネスマッチングを主
眼に置いた事業を
定期的に企画して
いきたいと考えてお
ります。
（吉祥寺南支部

岩澤　勝）

吉祥寺北第二支部

研修交流会
場所▶法人会館大会議室
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令和５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、12月23日（金）に、清水宏益会長と吉田政利副会長と横尾政明税制委員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しました。
また同日、清水宏益会長と平田淳一事務局長は、松下玲子武蔵野市長と土屋美恵子同市議会議長にも面会しました。
さらに12月28日（水）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白井亨小金井市長に面会しま
した。（鈴木小金井市議会議長はご多忙のため、議会事務局経由でお渡ししました。）
面会の場では全法連より各単位会に配布された「令和5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、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。

令和5年度

武蔵野市　土屋美恵子議長への提言

三鷹市　土屋健一議長への提言

小金井市　白井 亨市長への提言

武蔵野市　松下玲子市長への提言

三鷹市　河村 孝市長への提言

●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承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

税
制
改
正

ス
ロ
ー
ガ
ン
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合同会社 ＡＫＡＮＥＳＡＳＵ
［デザイン・アート］

吉
祥
寺
北
第
一

株式会社 ダイナインシュアランス
［保険代理業］

武
蔵
野
西

有限会社 サンオオクラ三
鷹
東

［不動産業］

株式会社 Ｒ．Ｈｏｍｅ
［不動産業リフォーム業］

小
金
井
北

有限会社 Ｍ・Ｍ・Ｋ
［医療関係（医療事務）］

吉
祥
寺
北
第
一

ハウジングスカイ株式会社
［不動産業］

武
蔵
野
西

株式会社 アシスト井
の
頭

［清掃業・ビルメンテナンス業］

合同会社 Ｓ ＆ Ｂｅａｎ小
金
井
北

株式会社 ＳＡＤＲＡＢＢＩＴ
［お酒・キャンディの販売］

吉
祥
寺
北
第
一

ｍｉｔｔｅ株式会社
［デザイン業］

武
蔵
野
西

株式会社 テスコ三
鷹
中
央 ［総合工事業 /設備機器の清掃系メンテナンス］

ＮＰＯ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｉｒｓｔ Ｊａｐａｎ
［教育］

小
金
井
北

ステラベガ合同会社
［情報通信業］

吉
祥
寺
北
第
一

特定非営利活動法人  鷹ロコ・ネットワーク大楽
［教育事業・社会教育］

吉
祥
寺
南

オオウチトモ企画株式会社三
鷹
中
央 ［サービス業］

株式会社 山善　
［建設業 /配管工事］

小
金
井
南

合同会社 Ｌｅ ｌｉｅｎ
［不動産業（賃貸管理・所有・運用）］

吉
祥
寺
北
第
一

Ｓａｍコンサルティング株式会社
［不動産仲介・コンサルティング業］

吉
祥
寺
北
第
二

合同会社 インベスティーレ三
鷹
中
央 ［金融・不動産業］

合同会社 ａｒａｋａｊｉｍｅ
［サービス業］

小
金
井
南

株式会社 トライセクトデザイン三
鷹
中
央 ［コンサル・デザイン］

公益財団法人 正派邦楽会

代表者：高橋　諒
住所：〒180-0004
 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1  吉祥寺ＰＡＲＣＯ 8Ｆ（ＳｋｉｉＭａ内）
電話：050-5052-1601

代表者：須田　恵寿
住所：〒180-0012
 武蔵野市緑町1-3-2
電話：0422-50-3131

代表者：倉田　己喜男
住所：〒181-0003
 三鷹市北野2-6-44
電話：0422-43-9219

代表者：井手籠　直樹
住所：〒182-0017
 調布市深大寺元町4-34-30
電話：042-426-7101

代表者：水谷  紀子　
住所：〒180-0004
 武蔵野市吉祥寺本町1-21-2-603
電話：0422-23-0527

代表者：阿部　謙次郎
住所：〒180-0013
 武蔵野市西久保1-5-8
電話：0422-60-2866

代表者：塩谷　誠
住所：〒181-0002
 三鷹市牟礼6-24-20-210

代表者：安倍　徹
住所：〒184-0004
 小金井市本町5-11-2
電話：042-388-1011

代表者：松浦　菜摘
住所：〒180-0004 
 武蔵野市吉祥寺本町1-13-2  シラカバビル5Ｆ
電話：050-3577-6562

代表者：中村　彩子
住所：〒180-0011
 武蔵野市八幡町3-2-29-10

代表者：佐伯　博之
住所：〒181-0012
 三鷹市上連雀1-12-17
電話：0422-54-8066

代表者：伊藤　真人
住所：〒184-0004
 小金井市本町5-8-7

代表者：古川　雅史
住所：〒180-0004 
 武蔵野市吉祥寺本町2-8-4  ｉ-ｏｆｆｉｃｅ吉祥寺　

代表者：林田　昭子
住所：〒181-0013
 三鷹市下連雀3-38-4  三鷹産業プラザ
電話：0422-24-7500

代表者：大内　トモ
住所：〒181-0013
 三鷹市下連雀3-35-1-6Ｆ
電話：0422-66-2817

代表者：村山　善彦
住所：〒184-0014
 小金井市貫井南町4-3-4
電話：042-383-0968

代表者：中尾　京子
住所：〒180-0002
 武蔵野市吉祥寺東町2-32-9

代表者：青山　幸弘
住所：〒180-0001
 武蔵野市吉祥寺北町5-3-4
電話：0422-52-2343

代表者：石川　靖
住所：〒181-0013
 三鷹市下連雀3-33-5-503

代表者：戸田　智彦
住所：〒184-0011
 小金井市東町3-6-37

代表者：小林　大輔
住所：〒181-0012
 三鷹市上連雀5-24-7 エヴァーグリーン303

代表者：奥田　一子
住所：〒184-0013
 小金井市前原町3-29-14
電話：042-316-4211

［技芸教授業］

小
金
井
南

［整体サロン経営］
カラダファクトリー
MEGAドン・キホーテ武蔵小金井店

のご紹介
順不同／敬称略　2022年12月31日現在　入会申込書より引用

新入
会員 どうぞよろしく

お願いします！

２０２２年 １月１日  ～  ２０２２年 １２月３１日

（正会員のみ）

WELCOME

16



合同会社 ＡＫＡＮＥＳＡＳＵ
［デザイン・アート］

吉
祥
寺
北
第
一

株式会社 ダイナインシュアランス
［保険代理業］

武
蔵
野
西

有限会社 サンオオクラ三
鷹
東

［不動産業］

株式会社 Ｒ．Ｈｏｍｅ
［不動産業リフォーム業］

小
金
井
北

有限会社 Ｍ・Ｍ・Ｋ
［医療関係（医療事務）］

吉
祥
寺
北
第
一

ハウジングスカイ株式会社
［不動産業］

武
蔵
野
西

株式会社 アシスト井
の
頭

［清掃業・ビルメンテナンス業］

合同会社 Ｓ ＆ Ｂｅａｎ小
金
井
北

株式会社 ＳＡＤＲＡＢＢＩＴ
［お酒・キャンディの販売］

吉
祥
寺
北
第
一

ｍｉｔｔｅ株式会社
［デザイン業］

武
蔵
野
西

株式会社 テスコ三
鷹
中
央 ［総合工事業 /設備機器の清掃系メンテナンス］

ＮＰＯ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｉｒｓｔ Ｊａｐａｎ
［教育］

小
金
井
北

ステラベガ合同会社
［情報通信業］

吉
祥
寺
北
第
一

特定非営利活動法人  鷹ロコ・ネットワーク大楽
［教育事業・社会教育］

吉
祥
寺
南

オオウチトモ企画株式会社三
鷹
中
央 ［サービス業］

株式会社 山善　
［建設業 /配管工事］

小
金
井
南

合同会社 Ｌｅ ｌｉｅｎ
［不動産業（賃貸管理・所有・運用）］

吉
祥
寺
北
第
一

Ｓａｍコンサルティング株式会社
［不動産仲介・コンサルティング業］

吉
祥
寺
北
第
二

合同会社 インベスティーレ三
鷹
中
央 ［金融・不動産業］

合同会社 ａｒａｋａｊｉｍｅ
［サービス業］

小
金
井
南

株式会社 トライセクトデザイン三
鷹
中
央 ［コンサル・デザイン］

公益財団法人 正派邦楽会

代表者：高橋　諒
住所：〒180-0004
 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1  吉祥寺ＰＡＲＣＯ 8Ｆ（ＳｋｉｉＭａ内）
電話：050-5052-1601

代表者：須田　恵寿
住所：〒180-0012
 武蔵野市緑町1-3-2
電話：0422-50-3131

代表者：倉田　己喜男
住所：〒181-0003
 三鷹市北野2-6-44
電話：0422-43-9219

代表者：井手籠　直樹
住所：〒182-0017
 調布市深大寺元町4-34-30
電話：042-426-7101

代表者：水谷  紀子　
住所：〒180-0004
 武蔵野市吉祥寺本町1-21-2-603
電話：0422-23-0527

代表者：阿部　謙次郎
住所：〒180-0013
 武蔵野市西久保1-5-8
電話：0422-60-2866

代表者：塩谷　誠
住所：〒181-0002
 三鷹市牟礼6-24-20-210

代表者：安倍　徹
住所：〒184-0004
 小金井市本町5-11-2
電話：042-388-1011

代表者：松浦　菜摘
住所：〒180-0004 
 武蔵野市吉祥寺本町1-13-2  シラカバビル5Ｆ
電話：050-3577-6562

代表者：中村　彩子
住所：〒180-0011
 武蔵野市八幡町3-2-29-10

代表者：佐伯　博之
住所：〒181-0012
 三鷹市上連雀1-12-17
電話：0422-54-8066

代表者：伊藤　真人
住所：〒184-0004
 小金井市本町5-8-7

代表者：古川　雅史
住所：〒180-0004 
 武蔵野市吉祥寺本町2-8-4  ｉ-ｏｆｆｉｃｅ吉祥寺　

代表者：林田　昭子
住所：〒181-0013
 三鷹市下連雀3-38-4  三鷹産業プラザ
電話：0422-24-7500

代表者：大内　トモ
住所：〒181-0013
 三鷹市下連雀3-35-1-6Ｆ
電話：0422-66-2817

代表者：村山　善彦
住所：〒184-0014
 小金井市貫井南町4-3-4
電話：042-383-0968

代表者：中尾　京子
住所：〒180-0002
 武蔵野市吉祥寺東町2-32-9

代表者：青山　幸弘
住所：〒180-0001
 武蔵野市吉祥寺北町5-3-4
電話：0422-52-2343

代表者：石川　靖
住所：〒181-0013
 三鷹市下連雀3-33-5-503

代表者：戸田　智彦
住所：〒184-0011
 小金井市東町3-6-37

代表者：小林　大輔
住所：〒181-0012
 三鷹市上連雀5-24-7 エヴァーグリーン303

代表者：奥田　一子
住所：〒184-0013
 小金井市前原町3-29-14
電話：042-316-4211

［技芸教授業］

小
金
井
南

［整体サロン経営］
カラダファクトリー
MEGAドン・キホーテ武蔵小金井店

のご紹介
順不同／敬称略　2022年12月31日現在　入会申込書より引用

新入
会員 どうぞよろしく

お願いします！

２０２２年 １月１日  ～  ２０２２年 １２月３１日

（正会員のみ）

WELCOME
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※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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風琴サロン

第21回 ファミリー・コンサート
「風の楽器あつまれ！」

風琴サロンシリーズは、パイプオル
ガンを気軽に楽しんでいただく、
トークを交えたサロン・コンサート
です。

あなたの自由な発想で作った絵本の原画を、三鷹市星と森と絵本の家の回廊ギャラリーに飾りませんか。
物語絵本や科学絵本、写真絵本など、ジャンルは問いません。星や月などの「天体」や、広く「宇宙」をテー
マにした、小さなお子さんから大人まで、たくさんの方々に楽しんでいただく絵本作品を募集します。
【募集期間】2023年4月1日（土）～15日（土）（消印有効）
【応募方法】無料・未発表作品・プロアマ不問・郵送のみ。作品の枚数やサイズなど詳しくはHPをご覧ください。
【問い合わせ】三鷹市星と森と絵本の家　TEL：0422－39－3401

【日　時】 2023 年 4月29日（土・祝）
 第1部14：00（13：30 開場）　第2部15：15　
 定員　第1部 300 名  第 2部 30 組
【料　金】 第1部 大人 2,000 円／友の会会員1,800 円／
 中学生以下500 円（４歳以上入場可）
 第 2部 1組 500 円　
 ※第1部お申し込みの方限定です。
 　第1部とは別に追加のお申し込みが必要です。
【出演者】 杉山 卓（ポルタティーフ・オルガン&アコーディオン）
 加藤 万梨耶（ポルタティーフ・オルガン）
 松居 直美（パイプオルガン）

【会　場】 武蔵野市民文化会館小ホール　武蔵野市中町 3－9－11
【問い合わせ・申し込み】 武蔵野文化生涯学習事業団　
チケット専用予約番号　TEL：0422－54－2011（9：00
～22：00） www.musashino.or.jp

江戸東京たてもの園　
日本のタイル100年―美と用のあゆみ

タイル文化の変遷を辿りながら、台所、トイレや洗面所、ビルや大学、地下鉄の駅、銭湯など、さまざま
な場で多種多彩に使われてきた日本のタイル100 年のあゆみを時代背景とともに紹介します。

【日　時】 2023年3月11日（土）～8月20日（日）　 3月17日（金）まで9：30～16：30、
 3月18日（土）から9：30～17：30 　※入園は閉園の30分前まで
【休園日】 月曜日
 ※月曜日が祝休日の場合はその翌日　※3月20日、3月27日、4月3日、5月1日は開園
【会　場】 江戸東京たてもの園 展示室　小金井市桜町3－7－1（都立小金井公園内）
【観覧料】入園料でご覧になれます。※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、展示室内は人数制限を行う場合があります。
 入園料（　 ）内団体〈20名以上〉：一般400円（320円）　65歳以上の方200円（160円）　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　無料
【問い合わせ】江戸東京たてもの園　TEL：042－388－3300（代表）

第10回  三鷹市星と森と絵本の家
回廊ギャラリー展示絵本作品公募

ふうきん

第１部 コンサート ～風の楽器、あつまれ～
第2部 ワークショップ ～ポルタティーフ・オルガンと大オルガンを体験しよう！～

第22回　0歳からのパイプオルガン
「オルガンの音をたのしもう！」

【日　時】 2023 年 5月4日（木・祝）
 10：30（10：00 開場）定員 200 名
【料　金】 未就学児 500 円（未就学児兄弟姉妹の小学生は入

場可）　保護者500 円（ただし2歳以下膝上は無料。
席が必要な場合は有料）

 ※未就学児とその保護者以外はご入場いただけません。
【出演者】 永瀬 真紀（パイプオルガン）篠﨑 和子（ハープ）

※この後もシリーズは続きます。

大オルガン、小さなオルガン、アコーディオンが集まるコンサートです。 オルガンとハープの楽しいコンサート。

風の楽器
パイプオルガンを楽しむ
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です。
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物語絵本や科学絵本、写真絵本など、ジャンルは問いません。星や月などの「天体」や、広く「宇宙」をテー
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【募集期間】2023年4月1日（土）～15日（土）（消印有効）
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【料　金】 第1部 大人 2,000 円／友の会会員1,800 円／
 中学生以下500 円（４歳以上入場可）
 第 2部 1組 500 円　
 ※第1部お申し込みの方限定です。
 　第1部とは別に追加のお申し込みが必要です。
【出演者】 杉山 卓（ポルタティーフ・オルガン&アコーディオン）
 加藤 万梨耶（ポルタティーフ・オルガン）
 松居 直美（パイプオルガン）

【会　場】 武蔵野市民文化会館小ホール　武蔵野市中町 3－9－11
【問い合わせ・申し込み】 武蔵野文化生涯学習事業団　
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江戸東京たてもの園　
日本のタイル100年―美と用のあゆみ
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 3月18日（土）から9：30～17：30 　※入園は閉園の30分前まで
【休園日】 月曜日
 ※月曜日が祝休日の場合はその翌日　※3月20日、3月27日、4月3日、5月1日は開園
【会　場】 江戸東京たてもの園 展示室　小金井市桜町3－7－1（都立小金井公園内）
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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　無料
【問い合わせ】江戸東京たてもの園　TEL：042－388－3300（代表）

第10回  三鷹市星と森と絵本の家
回廊ギャラリー展示絵本作品公募

ふうきん

第１部 コンサート ～風の楽器、あつまれ～
第2部 ワークショップ ～ポルタティーフ・オルガンと大オルガンを体験しよう！～

第22回　0歳からのパイプオルガン
「オルガンの音をたのしもう！」

【日　時】 2023 年 5月4日（木・祝）
 10：30（10：00 開場）定員 200 名
【料　金】 未就学児 500 円（未就学児兄弟姉妹の小学生は入

場可）　保護者500 円（ただし2歳以下膝上は無料。
席が必要な場合は有料）

 ※未就学児とその保護者以外はご入場いただけません。
【出演者】 永瀬 真紀（パイプオルガン）篠﨑 和子（ハープ）

※この後もシリーズは続きます。

大オルガン、小さなオルガン、アコーディオンが集まるコンサートです。 オルガンとハープの楽しいコンサート。

風の楽器
パイプオルガンを楽しむ

※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。

日 曜 行　　　事
1 水 総務委員会
2 木 小金井ブロック「昭和歌謡コンサート」
3 金
4 土
5 日
6 月 青年部会　役員会
7 火 共益委員会
8 水 武蔵野西支部　役員会

9 木

女性部会　役員会
決算法人説明会
経営実務研修会（サイバーセキュリティ対策）
オンライン経営実務研修（決算整理・決算書
作成講座） ～ 3/22

10 金
11 土
12 日
13 月

14 火
正副会長会議
常任理事会
吉祥寺北第二支部「講談師・日向ひまわり　
独演会」

15 水

16 木 吉祥寺北第一支部「世界を知ろう　ボリビア
編」

17 金 三鷹中央支部　役員会・お茶会（会員交流会）
18 土 井の頭支部　会員交流会
19 日
20 月
21 火 （春分の日）
22 水 決算法人説明会

23 木 税制実務研修会
吉祥寺北第一支部　役員会

24 金 理事会
青年部会　研修会

25 土 井の頭・三鷹東支部　一泊旅行　～ 3/26
26 日

27 月 新設法人説明会
税制委員会

28 火 広報委員会
29 水
30 木
31 金

（2023年3月3日現在）

日 曜 行　　　事
1 土

2 日

3 月 青年部会　役員会

4 火 新設法人説明会
共益委員会

5 水

6 木 女性部会　役員会・全体会議

7 金 吉祥寺南支部　役員会

8 土

9 日

10 月

11 火 吉祥寺北第二支部　役員会・全体会議

12 水 三鷹ブロック　全体会議

13 木 第 16 回 全国女性フォーラム
武蔵野西支部　全体会議

14 金 三鷹中央支部　役員会
小金井ブロック　全体会議

15 土

16 日

17 月

18 火 決算法人説明会
青年部会　全体会議

19 水 広報委員会

20 木

21 金 吉祥寺南支部　全体会議

22 土

23 日

24 月

25 火 吉祥寺北第一支部　全体会議

26 水 士業専門部会　役員会・全体会議

27 木

28 金

29 土 （昭和の日）

30 日
（2023年3月3日現在）
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小金井市立本町小学校
６年　中釡　おりはさん

女性部会長賞
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総応募枚数1002

枚！

みんな、ありが
とう！     

入賞作品および応募作品は、今後、武蔵野法人会の催事や、市内各所（市役所・税務署・商業施設など）で展示を予定しております。
 

第11回

武蔵野市立大野田小学校
６年　溝口　沙瑛子さん

税務署長賞

武蔵野市立第二小学校
６年　寺島　颯佑さん

武蔵野市長賞
三鷹の森学園  三鷹市立高山小学校

６年　石井　希実さん

三鷹市長賞

三鷹の森学園  三鷹市立高山小学校
６年　加藤　来実さん

三鷹市教育長賞
武蔵野東学園  武蔵野東小学校
４年　福田　朋禾さん

武蔵野市教育長賞
小金井市立小金井第四小学校
６年　奥能谷　百恵さん

小金井市教育長賞

小金井市立小金井第一小学校
６年　中野　衣織さん

小金井市長賞

小金井市立緑小学校
６年　青木　里優さん

都税事務所長賞

にしみたか学園  三鷹市立井口小学校
６年　梅村　仁菜子さん
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