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「秋の光」
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）

今月の表紙は、秋色に染まった葉を透かす光
が美しい一枚です。初秋、井の頭池には越冬
するカモたちが渡ってきてにぎやかになりま
す。散策に出かけてみてはいかがでしょうか。
五十嵐明一さんは8/6（土）にご逝去されました。こ
れまでのご協力に感謝申し上げるとともに、謹んで
お悔やみ申し上げます。

ピステ

コミュニケーションの道具が、電話から携帯へ、携帯からスマホへ変化

してきたことで、子どもたちの能力はますます衰えていっているように

感じます。私には中学生と小学生の娘がおりますが、その当時の自分と

比べると、今の子は肌で感じられていない感覚的なことがたくさんあり

ます。時間の感覚、気温や季節の感覚、立体感覚、そして他人の気持ち

を汲み取る感覚などなど。

スティーブ・ジョブズは自分の子どもには決してiPadをさわらせなかっ

たという。

子どもたちの未来がいろいろ心配です。

昨年度は東京都環境局への「温暖化対策報告書」提出にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。今年度
も東京都への提出にご協力よろしくお願いいたします。事務局で記入代行も行っています（応募用紙は今月号に挟み
込まれています/会員のみ）。詳しくはホームページをご参照または法人会事務局までお問い合わせください。

地球温暖化対策報告書（2020年度分） 提出企業一覧 （順不同）

株式会社  ウイル
ウテナ産業株式会社
株式会社  All  for  One
有限会社  武三商事
税理士法人  東京さくら会計事務所
有限会社  R&M'カシマ
有限会社  MK  PLANNING
有限会社  ワイズパートナー
株式会社  共進プロセス
株式会社  武蔵境自動車教習所
禅林寺
株式会社    東京ハウス
株式会社　三鷹金属化工所

清水商事株式会社
平山モータース株式会社
株式会社  ハウズ
富士建設工業株式会社
株式会社  文伸
株式会社  サタケプランニングオフィス
株式会社  ルミナ
有限会社  グリーンパーク
株式会社  蔵王
有限会社  花好
株式会社  三敬
みすゞ建設株式会社
公益社団法人  武蔵野法人会

株式会社  小金井自動車学校
株式会社  オール設計
株式会社  エスアンドシー
有限会社  開明塾
武蔵野硝子株式会社
竹内運輸工業株式会社
株式会社  安藤商事
有限会社  ナヒロ
コメット電機株式会社
吉祥寺駐車場株式会社
小野山興産株式会社
久保田　晃弘（ギャラリーケイ）
株式会社  リベスト

11月11日～17日の「税を考える週間」に、恒例の記念講演会を開催します。

《予告》「税を考える週間」記念講演会を開催します 新年号 賀詞広告を
募集しています

日　時：2022年11月17日（木） 時間未定
会　場：吉祥寺東急REIホテル

募集期間
2022年11月21日（月）まで

【講演内容】

※詳細につきましては決定次第、ご案内いたします。

①　武蔵野税務署　署長  鈴木久志 氏
②　「日本の政治は良くなるか」  政治ジャーナリスト  田﨑史郎 氏

活動報告に夏の記事が掲載されている、「法人会の健康診断」が11月にも開催され
ます。（三鷹市公会堂ではインフルエンザ予防接種も可能です。詳細は事務局まで）

《予告》秋に法人会の健康診断を開催予定です（会場参加のみ）

【日程・会場】 ①　2022年11月1日（火）　三鷹市公会堂　さんさん館
②　2022年11月7日（月）　メガロス武蔵小金井

2023年新年号への賀詞広告を
募集します。
今回から２万円枠に、ＱRコード
の記載が可能になります。
自社ホームページやSNS、メール
アドレスなど、【見せたい】メディ
アへの入口として活用ください。

※お申し込みはこの号に挟み込ま
れている申込書（会員のみ）、また
は法人会事務局までお問い合わせ
ください。

本誌の中で企業ＰＲしませんか？
会員の方ならどなたでも、

リーズナブルな価格でご利用いただけます。

ハウジングスカイ株式会社
弊社は不動産売買の仲介手数料を
無料または半額にして他社との差別
化を図り、お客様のご負担を最小限
に抑えてご成約までサポートさせて
頂いております。また高齢化社会に
伴い相続、贈与等のご相談も承って
おります。武蔵野法人会で沢山の
方々に出会い、少しでも皆様のお役
に立てるよう邁進してまいります。

〒180-0013
武蔵野市西久保1－5－8
TEL：0422－60－2866
FAX：0422－60－2867

広告募集中！

タテ60ミリ×ヨコ100ミリ

1件1万円（入会後１年以内の方は1回目のみ無料）
お申し込み順
原則として偶数月の10日（掲載は翌奇数月になります）

サイズ
内　容

掲載料
掲載順
締　切
お申し込み　（公社）武蔵野法人会事務局　広報委員会
　　　　　　TEL：0422－51－1441

大きさに合わせて原稿を作成してお送りください。
または制作（有料）をご希望の方は本文140文字
程度・企業名・住所・電話・FAXを明記のうえ、
お申し込みください。

●応募要項
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特集

吉祥寺東急REIホテルのSDGs

お客様×地域×企業が生み出す好循環

３つのサステナビリティ

　私たち東急ホテルズは、SDGsという言葉が広がる前から地球環境に配慮した活動をしてきました。
例えばホテルで日々使われているアメニティ。ご使用にならなかったら「グリーンコイン」をフロントのス
タンドにかけていただき、環境保全活動の基金といたします。最近はSDGｓが社会に浸透し、お客様
に活動についてお褒めの言葉をかけていただくこともあり、それがスタッフの誇りにもなっています。
　レストランでも、管理部門でも、どんな部署にいても、日々の小さな工夫でSDGsにつながる活動は
できます。それがお客様の快適な滞在と「ありがとう」の言葉につながる、そんな好循環を生み出して
いきたいと思います。

東急ホテルズは、サステナブル方針として“地球にやさしいホテル・まちにやさしいホテ
ル・ひとにやさしいホテル”という３つのサステナビリティ（目指す姿）と６つのサステナ
ブル重要テーマ（社会課題の中から重点的に取り組んでいくテーマ）を定め、SDGs（持
続可能な開発目標）の観点を深く認識しながら、ホテル事業を通じて「持続可能な社
会」の実現に貢献してまいります。

ストローは2020年から紙ストローを使用しています。また、廃棄す
る食材を極力減らすよう、朝のフレッシュジュースの搾りかす＝副産
物を再利用し、パウンドケーキやコンフィチュールの材料にしていま
す。８月は、この副産物を使って愛媛県の郷土料理の「あけぼのめ
し（柑橘風味の炊き込みご飯）」をご提供しました。残った食材（肉
など）は煮込んでリエット（ペースト）に生まれ変わります。野菜の
皮はブイヨンに。食材の旨味を余すところなく使えるよう、料理長が
知恵を絞っています。

吉祥寺東急REIホテル

総支配人　田中由美子様（右）　
販売促進　アシスタントマネジャー
　　　　　杉山麻衣子様（左）

外観

プレミアム
ツイン

レストラン

「秋のパーティープラン」

鯛そうめんとあけぼのめし

│ ２ │
まちにやさしいホテル

地域に根ざした愛されるホテルを目指して、お
祭りや行事に積極的に参加したり、災害時の
帰宅困難者受け入れや営業の早期再開などを
通じて地域の発展に貢献します。

│ ３ │
ひとにやさしいホテル

“居心地のいいホスピタリティ”の提供を目指し
て、ユニバーサルルームやベジタリアンメニュー
などを充実させるとともに、働きやすい職場づ
くりや人財育成を通じてホテルの財産である
“人”づくりを進めます。

10月28日、「吉祥寺エクセルホテル東急」が開業します。多様なニー
ズにお応えする14タイプ・全99室の客室、開放的な空間でこだわり
の料理が楽しめるレストラン、400名規模のパーティーにも対応する
宴会場を有し、さまざまな場面でご利用いただけます。目的やご要
望に応じて吉祥寺東急REIホテルとあわせてご利用ください。今後、
両ホテルで吉祥寺の街の活性化に努めていきたいと思います。

│ １ │
地球にやさしいホテル

地球環境に負荷の少ないホテルを目指して、グ
リーンコイン活動や食品廃棄物の削減やリサイ
クルなどで脱炭素・循環型社会の実現に貢献
します。

アメニティをご使用にな
らなかったらコインをフ
ロントのスタンドにかけ
ていただき環境保全活
動の基金とします。

グリーンコイン

連泊時のお部屋の清掃、リネン類の交換を3日ご
ととさせていただき、清掃に使われる資源の削減
を目指しております。清掃、リネン類の交換が不
要な場合、リネン費の一部を環境保全活動の基
金といたします。

アース・フレンドリー・ステイ
（地球にやさしい滞在）

レストラン
化粧品やボディーソープなどのアメニティグッズは必要なものだけをお
持ちいただけるよう、フロントで「アメニティバイキング」にしていま
す。歯ブラシなどのプラスチック製品も水溶性プラスチックに変更し
ているところです。また、ミネラルウォーターのペットボトルのゴミ削
減のため、各階にウォーターサーバー、客室にはカップとして「森の
タンブラー」を設置しています。「森のタンブラー」はパルプ成分樹
脂を55%含むエコカップで、気に入って購入されるお客様もいらっ
しゃいます。

客室

エコバッグを使うことによりプラスチックゴミの削減につながるのはも
ちろんのこと、ご購入いただくことで、売り上げの一部を東急ホテル
ズが2008年から参画している山梨県丹波山村での「森づくり活動」
の基金として寄付させていただきます。“買って使ってエコ活動に参
加”することで多くの方に環境問題を考えていただくきっかけになれ
ばという思いを込めて制作しました。

オリジナルエコバッグ
半世紀以上にわたり、東急グループ各社で組織する「東急会」の一員とし
て、さまざまな活動を通じて地域の皆様とのコミュニケーションを深めてい
ます。吉祥寺地区では子育て世代を応援し、赤ちゃんを連れて一緒に参加
できる講演会や、中学受験をテーマにした漫画の著者によるオンラインセミ
ナーなどを開催しています。また吉祥寺の商店会の方 と々ともに清掃活動を
行ったり、地域の秋祭りでは東急REIホテルの前で縁日を開くなど、住み
やすい街づくりにも努めるとともに、参加するスタッフも楽しんでいます。

地域とともに

NEWS1
10月28日（金）、

吉祥寺に「エクセルホテル東急」開業！

11月12、13、19、20、23日、大好評のランチ＆ディナー
ビュッフェを、期間限定で開催いたします。人気のロース
トビーフも登場。ご家族皆様でお楽しみください。

NEWS2
 今年、吉祥寺東急REIホテルは開業40周年。

感謝を込めたプランをご用意

詳しくは東急ホテルズの
ホームページをご覧ください。

フレッシュジュースの「副産物」を使っ
たコンフィチュール

森のタンブラーアメニティコーナー

吉祥寺秋まつりではホテル前で縁日も
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丹波山村のマスコットキャラクター「タバスキー」が目をひく
オリジナルデザイン

た ばやま

今月号では、吉祥寺東急REIホテルのSDGsの取り組みをご紹介します。
法人会の会員企業の皆様がSDGsを考えるうえでの参考になれば幸いです。

吉祥寺東急REIホテルのSDGs

東急ホテルズのSDGs

吉祥寺東急REIホテル開業40周年記念
感謝ランチ＆ディナービュッフェ

ホテル開業40周年を記念し、乾杯ドリンクサービスやご利用人数40
名様につき1名様分のご料金サービスなどの特典付き。大切な方との
時間を、安心してお過ごしいただけるプランをご提案いたします。
※2022年11月30日まで
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特集

吉祥寺東急REIホテルのSDGs

お客様×地域×企業が生み出す好循環

３つのサステナビリティ

　私たち東急ホテルズは、SDGsという言葉が広がる前から地球環境に配慮した活動をしてきました。
例えばホテルで日々使われているアメニティ。ご使用にならなかったら「グリーンコイン」をフロントのス
タンドにかけていただき、環境保全活動の基金といたします。最近はSDGｓが社会に浸透し、お客様
に活動についてお褒めの言葉をかけていただくこともあり、それがスタッフの誇りにもなっています。
　レストランでも、管理部門でも、どんな部署にいても、日々の小さな工夫でSDGsにつながる活動は
できます。それがお客様の快適な滞在と「ありがとう」の言葉につながる、そんな好循環を生み出して
いきたいと思います。

東急ホテルズは、サステナブル方針として“地球にやさしいホテル・まちにやさしいホテ
ル・ひとにやさしいホテル”という３つのサステナビリティ（目指す姿）と６つのサステナ
ブル重要テーマ（社会課題の中から重点的に取り組んでいくテーマ）を定め、SDGs（持
続可能な開発目標）の観点を深く認識しながら、ホテル事業を通じて「持続可能な社
会」の実現に貢献してまいります。

ストローは2020年から紙ストローを使用しています。また、廃棄す
る食材を極力減らすよう、朝のフレッシュジュースの搾りかす＝副産
物を再利用し、パウンドケーキやコンフィチュールの材料にしていま
す。８月は、この副産物を使って愛媛県の郷土料理の「あけぼのめ
し（柑橘風味の炊き込みご飯）」をご提供しました。残った食材（肉
など）は煮込んでリエット（ペースト）に生まれ変わります。野菜の
皮はブイヨンに。食材の旨味を余すところなく使えるよう、料理長が
知恵を絞っています。

吉祥寺東急REIホテル

総支配人　田中由美子様（右）　
販売促進　アシスタントマネジャー
　　　　　杉山麻衣子様（左）

外観

プレミアム
ツイン

レストラン

「秋のパーティープラン」

鯛そうめんとあけぼのめし

│ ２ │
まちにやさしいホテル

地域に根ざした愛されるホテルを目指して、お
祭りや行事に積極的に参加したり、災害時の
帰宅困難者受け入れや営業の早期再開などを
通じて地域の発展に貢献します。

│ ３ │
ひとにやさしいホテル

“居心地のいいホスピタリティ”の提供を目指し
て、ユニバーサルルームやベジタリアンメニュー
などを充実させるとともに、働きやすい職場づ
くりや人財育成を通じてホテルの財産である
“人”づくりを進めます。

10月28日、「吉祥寺エクセルホテル東急」が開業します。多様なニー
ズにお応えする14タイプ・全99室の客室、開放的な空間でこだわり
の料理が楽しめるレストラン、400名規模のパーティーにも対応する
宴会場を有し、さまざまな場面でご利用いただけます。目的やご要
望に応じて吉祥寺東急REIホテルとあわせてご利用ください。今後、
両ホテルで吉祥寺の街の活性化に努めていきたいと思います。

│ １ │
地球にやさしいホテル

地球環境に負荷の少ないホテルを目指して、グ
リーンコイン活動や食品廃棄物の削減やリサイ
クルなどで脱炭素・循環型社会の実現に貢献
します。

アメニティをご使用にな
らなかったらコインをフ
ロントのスタンドにかけ
ていただき環境保全活
動の基金とします。

グリーンコイン

連泊時のお部屋の清掃、リネン類の交換を3日ご
ととさせていただき、清掃に使われる資源の削減
を目指しております。清掃、リネン類の交換が不
要な場合、リネン費の一部を環境保全活動の基
金といたします。

アース・フレンドリー・ステイ
（地球にやさしい滞在）

レストラン
化粧品やボディーソープなどのアメニティグッズは必要なものだけをお
持ちいただけるよう、フロントで「アメニティバイキング」にしていま
す。歯ブラシなどのプラスチック製品も水溶性プラスチックに変更し
ているところです。また、ミネラルウォーターのペットボトルのゴミ削
減のため、各階にウォーターサーバー、客室にはカップとして「森の
タンブラー」を設置しています。「森のタンブラー」はパルプ成分樹
脂を55%含むエコカップで、気に入って購入されるお客様もいらっ
しゃいます。

客室

エコバッグを使うことによりプラスチックゴミの削減につながるのはも
ちろんのこと、ご購入いただくことで、売り上げの一部を東急ホテル
ズが2008年から参画している山梨県丹波山村での「森づくり活動」
の基金として寄付させていただきます。“買って使ってエコ活動に参
加”することで多くの方に環境問題を考えていただくきっかけになれ
ばという思いを込めて制作しました。

オリジナルエコバッグ
半世紀以上にわたり、東急グループ各社で組織する「東急会」の一員とし
て、さまざまな活動を通じて地域の皆様とのコミュニケーションを深めてい
ます。吉祥寺地区では子育て世代を応援し、赤ちゃんを連れて一緒に参加
できる講演会や、中学受験をテーマにした漫画の著者によるオンラインセミ
ナーなどを開催しています。また吉祥寺の商店会の方 と々ともに清掃活動を
行ったり、地域の秋祭りでは東急REIホテルの前で縁日を開くなど、住み
やすい街づくりにも努めるとともに、参加するスタッフも楽しんでいます。

地域とともに

NEWS1
10月28日（金）、

吉祥寺に「エクセルホテル東急」開業！

11月12、13、19、20、23日、大好評のランチ＆ディナー
ビュッフェを、期間限定で開催いたします。人気のロース
トビーフも登場。ご家族皆様でお楽しみください。

NEWS2
 今年、吉祥寺東急REIホテルは開業40周年。

感謝を込めたプランをご用意

詳しくは東急ホテルズの
ホームページをご覧ください。

フレッシュジュースの「副産物」を使っ
たコンフィチュール

森のタンブラーアメニティコーナー

吉祥寺秋まつりではホテル前で縁日も
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丹波山村のマスコットキャラクター「タバスキー」が目をひく
オリジナルデザイン

た ばやま

今月号では、吉祥寺東急REIホテルのSDGsの取り組みをご紹介します。
法人会の会員企業の皆様がSDGsを考えるうえでの参考になれば幸いです。

吉祥寺東急REIホテルのSDGs

東急ホテルズのSDGs

吉祥寺東急REIホテル開業40周年記念
感謝ランチ＆ディナービュッフェ

ホテル開業40周年を記念し、乾杯ドリンクサービスやご利用人数40
名様につき1名様分のご料金サービスなどの特典付き。大切な方との
時間を、安心してお過ごしいただけるプランをご提案いたします。
※2022年11月30日まで

地球にやさしいホテル ひとにやさしいホテル
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和田 浩枝 園田 和則 矢崎 道 渡邉 久志 川島 那由美

審理担当官

佐藤 真之
消費・印紙担当上席

樋口 和代
源泉審理担当官

高橋 里枝

新体制スタッフ紹介 敬称略武蔵野税務署

第４統括官

池田 秀一
第５統括官

田崎 育朗

総務課長補佐

立山 賢

連絡調整官

戸叶 英総
審理上席

野村 浩文

第２統括官

甲斐 千恵子
第３統括官

大淵 秀樹
法担副署長 総担副署長 特別国税調査官 総務課長 第１統括官

　初秋の候、公益社団法人武蔵野法人会の会員の皆様におかれましては、２年間に
わたる新型コロナウイルスという未曾有の難局に直面し、この局面を打開すべく
日々奮闘されていることと存じます。
　この７月の人事異動で、武蔵野税務署長を拝命いたしました鈴木でございます。
　微力ではございますが、皆様方の御期待に応えられるよう専心努力する所存でご
ざいますので、前任の櫻井署長と同様に、変わらぬ御厚誼を賜りますよう、お願い
申し上げます。
　武蔵野法人会の役員並びに会員の皆様には、日頃から税務行政全般にわたり、深
い御理解と多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　貴会におかれましては、71年間という長きに渡り、納税意識の向上と納税道義の高揚を図るために、各種研
修会や説明会を実施され、また、各市で催されるお祭りでの税金クイズや、小学生を対象とした租税教室や税
に関する絵はがきコンクールの開催など、活発な公益活動を展開し、地域社会に大きく貢献されており、税務
行政に対する良き理解者として、誠に心強く感じております。
　これも清水会長をはじめとする役員の皆様の御尽力と会員の皆様の会活動への積極的な参画の賜物であると、
深く感謝し、敬意を表す次第であります。
　さて、令和５年10月から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。当該制度の登
録申請は既に受付が開始され、スタート時から当該制度の適用を受けるための申請期限は令和５年３月末となっ
ております。
　署としましては、インボイス制度の円滑な導入に向けて、説明会を積極的に開催するなどして、幅広く周知、
広報を展開してまいりたいと考えております。
　貴会の皆様方におかれましても、これまでと同様の御理解と御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、公益社団法人武蔵野法人会のますますの御発展と、会員の皆様の御清祥並びに事業の
御繁栄を祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。

鈴 木   久 志
武蔵野税務署長

■署長着任挨拶　■新体制スタッフ紹介

令和４年７月10日現在（敬称略）

本年も7月10日付けで税務署の定期人事異動が発令されました。
どうぞよろしくお願いいたします。人事異動のお知らせ

署長着任挨拶

武蔵野税務署

官　　職
新 旧

氏　　名 前任署等 氏　　名 転出先等
署長
副署長（筆頭）
副署長
指定特官（所得）
指定特官（資産）
指定特官（法人）
総務課長
管理運営１統括
管理運営２統括
管理運営３統括
連絡調整官（管運）
徴収１統括
徴収２統括
総括上席（徴収）
特官（所得）
個人１統括
個人２統括
個人３統括
個人４統括
個人５統括
個人６統括
連絡調整官（個人）
特官（資産）
特官（資産）
資産１統括
資産２統括
資産３統括
連絡調整官（資産）
法人１統括
法人２統括（源泉）
法人３統括
法人４統括
法人５統括
連絡調整官（法人）
総務課長補佐
法人審理担当上席
審理担当官
審理担当官（源泉）

鈴　木　久　志
和　田　浩　枝
園　田　和　則
苫米地　英　昭
太　田　　　明
矢　崎　　　道
渡　邉　久　志
矢　島　岳　彦
浅　川　泰　基
村　田　正　博
佐々木　優　子
福　海　賢　司
土　屋　陽太郎
増　田　和　也
中　島　幸　仁
佐々木　研　二
有　光　　　豊
田　口　隆　彦
白　土　真　樹
佐　藤　紀　芳
堀　　　政　和
篠　田　康　行
松　田　優貴子
末　松　　　忠
平　野　浩　之
田　島　浩　子
岩　沼　輝　彦
伊　藤　篤　志
立　山　　　賢
甲　斐　千恵子
大　淵　秀　樹
池　田　秀　一
田　崎　育　朗
戸　叶　英　総
川　島　那由美
野　村　浩　文
佐　藤　真　之
高　橋　里　枝

函館署　署長
小石川署　法人　特官（指定）
（留　任）
青梅署　副署長
柏署　資産　特官
西新井署　法人　特官（指定）
局　総務部　情シス二　補佐
（留　任）
（留　任）
足立署　管運３　統徴官
玉川署　管運１　上席
（留　任）
局　徴収部　特整８　主査
（留　任）
（留  任）
八王子署　個人１　統調官
川崎西署　個人２　統調官
（留　任）
（留　任）
新宿署　個人１　連調官
（留　任）
立川署　個人１　連調官
世田谷署　資産　特官
平塚署　資産　特官
横浜中署　資産１　統調官
杉並署　資産３　統調官
庁　参事官　基盤３係　係長
平塚署　資産１　総括上席
麹町署　法人３　統調官
東村山署　法人２　統調官
杉並署　法人２　統調官
荒川署　法人５　統調官
（留　任）
局　総務部　会計課　予算係長
局　総務部　人事第一課　主任
（留　任）
局　調査第二部　調査第12部門　調査官
神奈川署　法人３　上席

櫻　井　元　博
油　井　雅　志
園　田　和　則
武　川　正　樹
北　村　智　子
伊　東　　　聡
舩　木　輝　雄
矢　島　岳　彦
浅　川　泰　基
名　取　　　聡
佐　藤　　　誠
福　海　賢　司
森　　　潔　人
増　田　和　也
中　島　幸　仁
開　楽　　　勉
前河原　豊　和
田　口　隆　彦
白　土　真　樹
大　嶽　　　伸
堀　　　政　和
下土井　崇　浩
柏　崎　弘　毅
太　田　順　也
細　野　政　広
石　原　利　泰
川　村　敏　雄
平　川　めぐみ
菅　谷　良　一
曽　我　美智子
菅　谷　典　正
市　橋　直　彦
田　崎　育　朗
柳　岡　和　也
長　友　久　子
野　村　浩　文
日　高　美　紀
宮　里　朋　美

局　課税第一部　資料調査第二課長
税大和光　研究部　教授
（留　任）
麹町署　個人　特官（指定）
新宿署　資産　特官（指定）
立川署　法人　特官（指定）
足立署　徴収　特官
（留　任）
（留　任）
相模原署　管運４　統徴官
局　徴収部　納税管理官付　納税専門官
（留　任）
茂原署　徴収　統徴官
（留　任）
（留　任）
松戸署　個人　特官
相模原署　個人２　統調官
（留　任）
（留　任）
杉並署　個人３　統調官
（留　任）
局　査察部　29部門　主査
葛飾署　資産　特官
豊島署　資産　特官
八王子署　資産　特官
局　課税第一部　資産課税課　審理専門官
八王子署　資産２　統調官
局　課税第一部　機動課　主査
王子署　法人１　統調官
麻布署　法人４　統調官
新宿署　法人11　統調官
本所署　法人３　統調官
（留　任）
足立署　法人１　連調官
相模原署　管運１　連調官
（留　任）
局　課税第二部　法人課税課　実査官
局　総務部　情シス　主任
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和田 浩枝 園田 和則 矢崎 道 渡邉 久志 川島 那由美

審理担当官

佐藤 真之
消費・印紙担当上席

樋口 和代
源泉審理担当官

高橋 里枝

新体制スタッフ紹介 敬称略武蔵野税務署

第４統括官

池田 秀一
第５統括官

田崎 育朗

総務課長補佐

立山 賢

連絡調整官

戸叶 英総
審理上席

野村 浩文

第２統括官

甲斐 千恵子
第３統括官

大淵 秀樹
法担副署長 総担副署長 特別国税調査官 総務課長 第１統括官

　初秋の候、公益社団法人武蔵野法人会の会員の皆様におかれましては、２年間に
わたる新型コロナウイルスという未曾有の難局に直面し、この局面を打開すべく
日々奮闘されていることと存じます。
　この７月の人事異動で、武蔵野税務署長を拝命いたしました鈴木でございます。
　微力ではございますが、皆様方の御期待に応えられるよう専心努力する所存でご
ざいますので、前任の櫻井署長と同様に、変わらぬ御厚誼を賜りますよう、お願い
申し上げます。
　武蔵野法人会の役員並びに会員の皆様には、日頃から税務行政全般にわたり、深
い御理解と多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　貴会におかれましては、71年間という長きに渡り、納税意識の向上と納税道義の高揚を図るために、各種研
修会や説明会を実施され、また、各市で催されるお祭りでの税金クイズや、小学生を対象とした租税教室や税
に関する絵はがきコンクールの開催など、活発な公益活動を展開し、地域社会に大きく貢献されており、税務
行政に対する良き理解者として、誠に心強く感じております。
　これも清水会長をはじめとする役員の皆様の御尽力と会員の皆様の会活動への積極的な参画の賜物であると、
深く感謝し、敬意を表す次第であります。
　さて、令和５年10月から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。当該制度の登
録申請は既に受付が開始され、スタート時から当該制度の適用を受けるための申請期限は令和５年３月末となっ
ております。
　署としましては、インボイス制度の円滑な導入に向けて、説明会を積極的に開催するなどして、幅広く周知、
広報を展開してまいりたいと考えております。
　貴会の皆様方におかれましても、これまでと同様の御理解と御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、公益社団法人武蔵野法人会のますますの御発展と、会員の皆様の御清祥並びに事業の
御繁栄を祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。

鈴 木   久 志
武蔵野税務署長

■署長着任挨拶　■新体制スタッフ紹介

令和４年７月10日現在（敬称略）

本年も7月10日付けで税務署の定期人事異動が発令されました。
どうぞよろしくお願いいたします。人事異動のお知らせ

署長着任挨拶

武蔵野税務署

官　　職
新 旧

氏　　名 前任署等 氏　　名 転出先等
署長
副署長（筆頭）
副署長
指定特官（所得）
指定特官（資産）
指定特官（法人）
総務課長
管理運営１統括
管理運営２統括
管理運営３統括
連絡調整官（管運）
徴収１統括
徴収２統括
総括上席（徴収）
特官（所得）
個人１統括
個人２統括
個人３統括
個人４統括
個人５統括
個人６統括
連絡調整官（個人）
特官（資産）
特官（資産）
資産１統括
資産２統括
資産３統括
連絡調整官（資産）
法人１統括
法人２統括（源泉）
法人３統括
法人４統括
法人５統括
連絡調整官（法人）
総務課長補佐
法人審理担当上席
審理担当官
審理担当官（源泉）

鈴　木　久　志
和　田　浩　枝
園　田　和　則
苫米地　英　昭
太　田　　　明
矢　崎　　　道
渡　邉　久　志
矢　島　岳　彦
浅　川　泰　基
村　田　正　博
佐々木　優　子
福　海　賢　司
土　屋　陽太郎
増　田　和　也
中　島　幸　仁
佐々木　研　二
有　光　　　豊
田　口　隆　彦
白　土　真　樹
佐　藤　紀　芳
堀　　　政　和
篠　田　康　行
松　田　優貴子
末　松　　　忠
平　野　浩　之
田　島　浩　子
岩　沼　輝　彦
伊　藤　篤　志
立　山　　　賢
甲　斐　千恵子
大　淵　秀　樹
池　田　秀　一
田　崎　育　朗
戸　叶　英　総
川　島　那由美
野　村　浩　文
佐　藤　真　之
高　橋　里　枝

函館署　署長
小石川署　法人　特官（指定）
（留　任）
青梅署　副署長
柏署　資産　特官
西新井署　法人　特官（指定）
局　総務部　情シス二　補佐
（留　任）
（留　任）
足立署　管運３　統徴官
玉川署　管運１　上席
（留　任）
局　徴収部　特整８　主査
（留　任）
（留  任）
八王子署　個人１　統調官
川崎西署　個人２　統調官
（留　任）
（留　任）
新宿署　個人１　連調官
（留　任）
立川署　個人１　連調官
世田谷署　資産　特官
平塚署　資産　特官
横浜中署　資産１　統調官
杉並署　資産３　統調官
庁　参事官　基盤３係　係長
平塚署　資産１　総括上席
麹町署　法人３　統調官
東村山署　法人２　統調官
杉並署　法人２　統調官
荒川署　法人５　統調官
（留　任）
局　総務部　会計課　予算係長
局　総務部　人事第一課　主任
（留　任）
局　調査第二部　調査第12部門　調査官
神奈川署　法人３　上席

櫻　井　元　博
油　井　雅　志
園　田　和　則
武　川　正　樹
北　村　智　子
伊　東　　　聡
舩　木　輝　雄
矢　島　岳　彦
浅　川　泰　基
名　取　　　聡
佐　藤　　　誠
福　海　賢　司
森　　　潔　人
増　田　和　也
中　島　幸　仁
開　楽　　　勉
前河原　豊　和
田　口　隆　彦
白　土　真　樹
大　嶽　　　伸
堀　　　政　和
下土井　崇　浩
柏　崎　弘　毅
太　田　順　也
細　野　政　広
石　原　利　泰
川　村　敏　雄
平　川　めぐみ
菅　谷　良　一
曽　我　美智子
菅　谷　典　正
市　橋　直　彦
田　崎　育　朗
柳　岡　和　也
長　友　久　子
野　村　浩　文
日　高　美　紀
宮　里　朋　美

局　課税第一部　資料調査第二課長
税大和光　研究部　教授
（留　任）
麹町署　個人　特官（指定）
新宿署　資産　特官（指定）
立川署　法人　特官（指定）
足立署　徴収　特官
（留　任）
（留　任）
相模原署　管運４　統徴官
局　徴収部　納税管理官付　納税専門官
（留　任）
茂原署　徴収　統徴官
（留　任）
（留　任）
松戸署　個人　特官
相模原署　個人２　統調官
（留　任）
（留　任）
杉並署　個人３　統調官
（留　任）
局　査察部　29部門　主査
葛飾署　資産　特官
豊島署　資産　特官
八王子署　資産　特官
局　課税第一部　資産課税課　審理専門官
八王子署　資産２　統調官
局　課税第一部　機動課　主査
王子署　法人１　統調官
麻布署　法人４　統調官
新宿署　法人11　統調官
本所署　法人３　統調官
（留　任）
足立署　法人１　連調官
相模原署　管運１　連調官
（留　任）
局　課税第二部　法人課税課　実査官
局　総務部　情シス　主任
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  ◆ 働き方改革の深化の重要性

　どこの会社でも少なからずコロナ禍を契機として、ハ
ンコレス化・ペーパーレス化、商談・会議のオンライン
化といったデジタル技術の活用により、場所と時間に捉
われない働き方や職場の効率化・省力化などの業務改善
が進展したはずです。これからは、ますます業務プロセ
スの見直し・改善、それを通じた業務の廃止、デジタル
技術を活用した業務の自動化・遠隔化等に取組むことが
肝要です。
　ここでは、もともと国として進めたかった働き方改革
の施策の一環であり、新型コロナウイルスの影響によっ
て急激に進んだ総務の仕事を解説します。

  ◆ 押印原則の見直し

　押印した文書は、特に疑わしい事情がない限り、正し
く成立したものとして証拠に使ってよいとされているこ
とから、押印があれば証明の負担が軽減されます。しか
し、そもそも文書の成立は、相手方が争わない限り、基
本的に問題とはなりませんし、相手方が争ったなら、押
印の有無のみで判断されるものでもありません。また、
押印でない方法でも文書の成立を立証することは可能
で、押印がなければ立証できないものでもありません。
　そのため、商習慣としてのハンコから脱却し、必ずし
も押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略した
り、重要な文書だからハンコが必要と考える場合であっ
ても、押印以外の手段で代替したりすることが有意義で
す。そこで、官公庁に提出する書類をはじめ、さまざま
な書類からハンコがなくなりました。これにならい、社
内における承認や決裁などのハンコも多くが廃止されま
した。

  ◆ 電子契約とは

　ビジネスは、すべて契約で行われているといっても過
言ではありません。この契約とは、当事者間の合意に
よって成立する法的な拘束力を持つ約束であり、法令に
特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式
を具備することなく、口約束でも成立します。しかし、
口頭では行き違いによりどちらが事実か判別できませ
ん。そのため、実際には契約書なくビジネスを進めるこ
とはほとんどありません。つまり、契約書を作成する最
大の目的は、証拠として残すことなのです。
　そして、今までの契約書は、一般的には紙を用いて作
成し、当事者双方で保管してきました。これを電子的な
データにより作成し、インターネットなどの通信回線を
用いて契約を締結し、保管するものが電子契約です。こ
の電子契約には、紙、印刷、発送等の費用・保管スペー
ス・印紙税の削減、事務作業の効率化、コンプライアン
スの強化など、さまざまなメリットがあります。特に、
課税文書とは、紙により作成されているものとされてい
ることから、電子契約では該当せず、収入印紙を貼付す
ることで印紙税を納付する必要がないことは、金銭の直
接的な大きなメリットです。

  ◆ 電子署名と電子印鑑

　このように、電子契約は、契約方式としては問題あり
ませんが、紙の契約書と比較すると、証拠としての効力
に差が生じる恐れがあることに注意を要します。それが、
署名や押印の有無です。そもそも契約は、当事者間の合
意で成立するものですので、署名や押印は必須ではあり
ません。しかし、契約書では、署名または押印があると
きに、文書の作成名義人が本当に作成したものであると
推定され、容易に証明できることになります。しかし、

電子契約には、署名や押印はできません。そこで、署名
や押印に代わるものとして、急速に普及したものが電子
署名です。電子署名とは、電磁的記録に記録された情報
について作成者を示す目的で行われる暗号化等の措置
で、改変が行われていないかどうか確認することができ
るものです。第三者機関（電子認証局・時刻認証局）を
通じて発行された電子証明書とタイムスタンプにより、
文書の本人証明や改ざん防止ができ、ハンコでいうと実
印の位置付けです。
　なお、電子印鑑とは、ハンコでいうと認印に当たり、
印影を画像化したものやソフトのスタンプ機能などを利
用して電子文書に押印するものです。電子証明書がない
ため、証拠としては劣りますが比較的容易で日常業務に
は適しています。

  ◆ 多様で柔軟な働き方の実現

　コロナ禍では、テレワークや時差出勤、フレックスタ
イム制など、柔軟な働き方が多くの会社に急速に広がり
ました。テレワークには3つの種類があり、①自宅を就
業場所とする「在宅勤務」、②移動中の交通機関やカフェ
などを就業場所とする「モバイル勤務」、③オフィスから
離れたところにある施設を利用する「サテライトオフィ
ス勤務」です。ちなみによく聞くリモートワークは、テ
レワークと同義語として使用されています。
　テレワークのなかでも在宅勤務は、感染防止対策とし
て多くの会社が利用しました。そして、アフターコロナ
に向けて、在宅勤務の行方は、大きな悩みどころであり、
社員の強い継続の希望と会社の在宅勤務による弊害の除
去の難しさのせめぎあいです。しかし、そろそろ将来に
向けた方針を決定しなければなりません。テレワークに
よる問題点を洗い出し、継続の可否、また、テレワーク
を認める範囲の見直しなどに取り組んでください。テレ
ワークの活用を通じて、①自律的な働き方の促進、②ワー
クライフバランスの実現、③育児や介護を抱える働き手
や障害のある働き手など多様な人材の活躍推進、④情報
通信技術による業務の効率化等が期待できます。コロナ
禍で得た知見と経験を活かし、部署や職種の特性や働き
手の業務遂行能力等を勘案しながら、自社における出社
とテレワークの組合せを模索することで組織の生産性向
上を実現していくことが重要です。

  ◆ テレワークの留意点

　厚生労働省において、自宅等でテレワークを行う際の
作業環境整備のポイントがまとめられています。部屋の
広さや窓、照明、室温・湿度に加え、机や椅子などにつ
いても、テレワークに適した作業環境が設定されていま
すので、労使で協力しながら改善を図りましょう。
　また、テレワークを行うことによって、労働者に過度
の負担が生じることは望ましくありません。そこで、費
用負担の取扱いについて、労使のどちらがどのように負
担するか、また、使用者が負担する場合の限度額、労働
者が使用者に請求する場合の方法等について、労使で十
分に話し合い、ルールを定め、就業規則等に定めておく
ことが望ましいです。特に、労働者に情報通信機器、作
業用品その他の負担をさせる場合は、就業規則に定めな
ければなりません。
　なお、在宅勤務に伴い、全体の費用のうち業務に要し
た実費の金額をその実態を踏まえて合理的・客観的に計
算し、支給することも考えられます。この場合、国税庁
の「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所
得税関係）」がありますので、参考にしてください。

  ◆ 持続的な成長の実現へ

　これらのほか、総労働時間の削減、年次有給休暇の
取得促進、仕事と育児・介護等との両立支援など、働き
やすさを高める施策の充実が図られました。そして、こ
うした経験を活かしながら、働き手のエンゲージメント
（会社に対する愛着や貢献の意志をより深めること）を
高め、付加価値を創造する力を強化することが必要であ
り、ウィズコロナを乗り越え、アフターコロナに向けて
持続的な成長を実現するためには、労使で協働すること
が重要な鍵となります。このようなことを達成するため
には、経営者と社員をつなぐ総務の役割はさらに重要度
が増すことは間違いありません。
　また、首都圏の働き手がテレワークを経験したことに
より、地方移住への関心が高まり、さらには、副業・兼
業に関心を持つ働き手も多くなっています。優秀な人材
を獲得するためには、このような働き方を推進すること
は不可欠であり、自社の状況に応じて、働き手が場所や
時間を柔軟に選んで働くことができる環境整備に取り組
んでいかなければなりません。

㈱人事サポートプラスワン代表取締役・経営士　松 本  健 吾

　の　 　で
変わった総務の

影響影響新型コロナウイルス新型コロナウイルス
仕事仕事
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て急激に進んだ総務の仕事を解説します。
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く成立したものとして証拠に使ってよいとされているこ
とから、押印があれば証明の負担が軽減されます。しか
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す。そこで、官公庁に提出する書類をはじめ、さまざま
な書類からハンコがなくなりました。これにならい、社
内における承認や決裁などのハンコも多くが廃止されま
した。

  ◆ 電子契約とは

　ビジネスは、すべて契約で行われているといっても過
言ではありません。この契約とは、当事者間の合意に
よって成立する法的な拘束力を持つ約束であり、法令に
特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式
を具備することなく、口約束でも成立します。しかし、
口頭では行き違いによりどちらが事実か判別できませ
ん。そのため、実際には契約書なくビジネスを進めるこ
とはほとんどありません。つまり、契約書を作成する最
大の目的は、証拠として残すことなのです。
　そして、今までの契約書は、一般的には紙を用いて作
成し、当事者双方で保管してきました。これを電子的な
データにより作成し、インターネットなどの通信回線を
用いて契約を締結し、保管するものが電子契約です。こ
の電子契約には、紙、印刷、発送等の費用・保管スペー
ス・印紙税の削減、事務作業の効率化、コンプライアン
スの強化など、さまざまなメリットがあります。特に、
課税文書とは、紙により作成されているものとされてい
ることから、電子契約では該当せず、収入印紙を貼付す
ることで印紙税を納付する必要がないことは、金銭の直
接的な大きなメリットです。

  ◆ 電子署名と電子印鑑

　このように、電子契約は、契約方式としては問題あり
ませんが、紙の契約書と比較すると、証拠としての効力
に差が生じる恐れがあることに注意を要します。それが、
署名や押印の有無です。そもそも契約は、当事者間の合
意で成立するものですので、署名や押印は必須ではあり
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電子契約には、署名や押印はできません。そこで、署名
や押印に代わるものとして、急速に普及したものが電子
署名です。電子署名とは、電磁的記録に記録された情報
について作成者を示す目的で行われる暗号化等の措置
で、改変が行われていないかどうか確認することができ
るものです。第三者機関（電子認証局・時刻認証局）を
通じて発行された電子証明書とタイムスタンプにより、
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印の位置付けです。
　なお、電子印鑑とは、ハンコでいうと認印に当たり、
印影を画像化したものやソフトのスタンプ機能などを利
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ため、証拠としては劣りますが比較的容易で日常業務に
は適しています。

  ◆ 多様で柔軟な働き方の実現

　コロナ禍では、テレワークや時差出勤、フレックスタ
イム制など、柔軟な働き方が多くの会社に急速に広がり
ました。テレワークには3つの種類があり、①自宅を就
業場所とする「在宅勤務」、②移動中の交通機関やカフェ
などを就業場所とする「モバイル勤務」、③オフィスから
離れたところにある施設を利用する「サテライトオフィ
ス勤務」です。ちなみによく聞くリモートワークは、テ
レワークと同義語として使用されています。
　テレワークのなかでも在宅勤務は、感染防止対策とし
て多くの会社が利用しました。そして、アフターコロナ
に向けて、在宅勤務の行方は、大きな悩みどころであり、
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の負担が生じることは望ましくありません。そこで、費
用負担の取扱いについて、労使のどちらがどのように負
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の「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所
得税関係）」がありますので、参考にしてください。
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　これらのほか、総労働時間の削減、年次有給休暇の
取得促進、仕事と育児・介護等との両立支援など、働き
やすさを高める施策の充実が図られました。そして、こ
うした経験を活かしながら、働き手のエンゲージメント
（会社に対する愛着や貢献の意志をより深めること）を
高め、付加価値を創造する力を強化することが必要であ
り、ウィズコロナを乗り越え、アフターコロナに向けて
持続的な成長を実現するためには、労使で協働すること
が重要な鍵となります。このようなことを達成するため
には、経営者と社員をつなぐ総務の役割はさらに重要度
が増すことは間違いありません。
　また、首都圏の働き手がテレワークを経験したことに
より、地方移住への関心が高まり、さらには、副業・兼
業に関心を持つ働き手も多くなっています。優秀な人材
を獲得するためには、このような働き方を推進すること
は不可欠であり、自社の状況に応じて、働き手が場所や
時間を柔軟に選んで働くことができる環境整備に取り組
んでいかなければなりません。

㈱人事サポートプラスワン代表取締役・経営士　松 本  健 吾

　の　 　で
変わった総務の

影響影響新型コロナウイルス新型コロナウイルス
仕事仕事

9



店内 品揃え豊富なお酒自慢の串焼き
小金井貫井北
郵便局

趣味はカメラと登山

すぐそばに東京学
芸大学と中央大学
附属の中学校・高
等学校がある。

三鷹駅徒歩 3分、席数 50席。
店名の「ピステ」はドイツ語でゲレン
デ（なだらかな斜面）を意味する言葉。
多くの人に憩いの場を提供するロッジ
をイメージした。

串焼きに合う
お酒を厳選。備長炭で焼き上げる。

旨味を凝縮させた逸品。

登山をしながら出会った
風景を映す。最近は蕎
麦を食べるのを楽しみに
している。

■ゆったり気楽に過ごせる店
　三鷹中央通り、今の店があるこの場所で生まれ育ち、
1997年に串焼きの店を開店、今年で26年目になります。
仕込み、串打ちから焼き上げまで、私が1本1本仕上げて
います。ゆったり気楽に過ごせる雰囲気作り、厳選した食材
で作った料理、串焼きに合うお酒をご用意し、来てくれた
お客様に楽しんで帰っていただけるように心を配っています。
　営業時間は17時～24時ですが、コロナ禍でテイクアウト
をはじめ、今は15時ころから店の外で串焼きを売り、そのま
ま夜の営業につながっています。平日はサラリーマンのお客
様が多かったんですが、テイクアウトをきっかけに、家族連
れやお酒を飲まないお客様が増えました。

■開店当初から繁盛店に
　この場所は、以前は祖父が乾物屋をしていて、祖父の引
退後は貸店舗になっていました。私は大学では技術系を学び
部活ではスキーとサーフィンをしていました。卒業後カシオ計
算機に勤めましたが30歳で会社を辞め、一緒にスキーをし
ていた友人の串焼屋で3年働き自分の店を開店しました。接
客が好きで、友だちが来てくれたら楽しいし長く続けられると
思ったんです。
　そのころ三鷹中央通りには飲食店が少なく、どうかなと思

いましたが、親族が出してくれた大きな花輪の効果もあり、
開店当初からお客様がたくさん来てくださいました。妻とアル
バイト１人と始めた店はどんどん忙しくなり、従業員も増え
常連さんもできました。 
　昔からのお客様や学生時代にうちでアルバイトをしていた
子が飲みに来てくれるのは嬉しいですね。独立して飲食店を
開き三鷹を盛り上げてくれている子もいるし、キッチンカーで
クレープ屋をやっている子もいる。日によってはうちの店の前
でクレープを売ってもらっています。

■三鷹の高校生のコンサートを企画中
　8年ほど三鷹の飲食の組合長をやっていました。今年は
ライオンズクラブの会長を任され、コロナ禍で発表の場が制
限された三鷹市内の高校の軽音楽部に声をかけてコンサー
トをする企画を立てています。
　今の三鷹にも満足していますが、もう少し飲食店が増えた
らいいですね。子どもが外で遊ぶ場所も増えるといいと思い
ます。今の公園は制約が多いですが、迷惑をかけないよう
端の方でやるなど、心遣いができる子どもを育てていきたい
です。
　今年還暦なので少し仕事の時間を減らしたいです。三鷹
でカウンターだけのお店をやるのもいいし、妻の実家の直江
津に引っ越してスキー場で働くのもいいなと思っています。

日々、「いつも通り」に
感謝する
小金井の郵便局に31年、地域の人の日常を支える

お客様に楽しんでいただけるよう
心を配る
三鷹と次世代の成長を見つめて。26年目を迎える串焼店

小金井北
支部

三鷹中央
支部

鈴木 尚史さん 山口 博之さん

■全国津々浦々の人々の生活を支える
　小金井貫井北郵便局は武蔵小金井駅の北、学校と公務
員住宅に囲まれた場所にあります。私が着任して、今年で6
年目になります。
　郵便局の使命は「全国津々浦々の人々の生活を支える」こ
とです。そのために横のつながりを持ち、お互いにサポート
しあって経営をしています。例えば突発的に休む社員がいた
ら他の郵便局に応援を頼むこともあります。
　大切にしているのは、日常業務がいつも通りできることに
日々感謝すること、そして初心を忘れないことです。災害が
起きて「日常に早く戻りたい」という声を聞くと強くそう思いま
す。慣れが出たりやることが増えたりして仕事の基本を怠ると
思わぬトラブルにつながるので、新人のころに先輩から教
わった仕事の基本を大切にしていきたいと思っています。

■支えてくれた人がいて今がある
　出身は千葉県館山市です。中学時代は剣道部で礼儀作法
や上下関係を学びました。高校を卒業した1991年に公務員
として郵便局に入局、配属されたのが小金井貫井南郵便
局です。それから31年、小金井市内のほぼすべての郵便
局で仕事をしました。
　18歳で東京に出てきて右も左もわかりませんでしたが、

人に恵まれ、周りに支えてくれた人がいたから今の私があり
ます。その恩返しと思って、今、新しい社員に自分の経験し
てきた仕事を教えています。
　最近は、特に細かい配慮が必要な仕事が増えています。
例えば航空機に搭載する荷物には、安全確保のため発火性
のある除菌シートや除菌スプレーなどは入れられないので、
品名ひとつひとつを細かく確認する必要があります。金融商
品でもスマートフォンでの決済など新しいサービスが増え、覚
えることが増えています。

■地域に必要とされる場所として
　お客さまの入れ替わりが常にある場所なので、これからも
その時その瞬間を大切にしていきたいと思っています。ここ
の自治会は防災に力を入れていて、私も会議や防災訓練
に参加し、何かあった時に地域が協力しあえる体制を整え
ています。小学生の登下校時の避難場所にしていただくな
ど、地域のことで困ったことがあれば郵便局を役立ててほし
いです。
　休日はソフトボールの練習や、カメラを持って登山やキャ
ンプに出かけています。子どもが小さかったころは家族で
キャンプに行っていましたが、今は一人でテントを担いで行
くこともあります。一人で来ている人も多く、言葉を交わす
のが気分転換になるんです。

小金井貫井北郵便局
小金井市貫井北町
2－19－3
☎ 042-384-1003

合同会社 PISTE（串焼 PISTE
）

三鷹市下連雀 3－33－3 1F

☎ 0422-42-2175

ピステ

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔 vol.08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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第2回経営実務研修会

共益委員会

健康診断

定期健康診断を実施

場所▶メガロス武蔵小金井
　　　三鷹市公会堂さんさん館

公益委員会

研修会

第1回経営実務研修会

場所▶立川法人会会議室・
　　　オンライン

公益委員会

研修会
場所▶オンライン・ ・

7
14木
8
10水

～

三鷹西支部

日帰りバス旅行

「桃狩り」「甲斐善光寺」など、
充実のバスツアーを開催

場所▶山梨県

7月2日（土）支部恒例のバスツ
アーを開催しました。今回は山
梨県。旬を味わう「桃狩り」、養
老酒造直営「酒蔵櫂」での昼食、
武田信玄ゆかりの「甲斐善光
寺」、最後に信玄餅の「桔梗屋」
さんを巡る、盛りだくさんの内容
でした。当日は天候にも恵まれ、大変充実したツアーとなりました。
（三鷹西支部　サトウ藤子）

三鷹4支部合同

第45回　みたか商工まつり

「みたか商工まつり」のブースで
「税金クイズ」「缶バッチ」製作

場所▶三鷹市役所

7月16日（土）・17日（日）に三鷹市役所の中庭を
メイン会場として、「第45回　みたか商工まつり」が
盛大に催されました。今回はコロナ禍の中、その対
策を専門家にご指導をいただきながらの開催となり
ＮＨＫやテレビ朝日からも取材に来るという状況での
開催でした。
当会も従来と同様に税金に対する正しい知識を身に着けていただ
く一助になればとの思いから三鷹ブロックの４支部で協力してブー
スを設けて税金クイズを行ったほか、初めての試みとして、缶バッ
チの製作を行いました。
クイズの問題は、生活に関わりのある設問が多く難易度の少し高

傷病予防セミナーを開催　
7月12日（火）今年度最初となる支部研修会を、法人会館大会議室
と今回講師の横河アトラスターズ整形外科スポーツクリニック、さらに
オンライン参加の会員とをZoomでつなぎ傷病予防セミナーを開催し
ました。
誰もが気になる「肩こり」の軽減と予防を目的として、現役アスリートの
横河武蔵野アトラスターズ、横河武蔵野アルテミスターズの選手と一緒
に、短時間でも効果のある座ったままできるストレッチを中心としたエク
ササイズを教えていただきました。
参加者からは簡単で気持ちよくストレッチを行えたと大変好評でした。
なかなか大人数での集合研修会開催が困難な状況から、今回は、会
場とオンライン併用でのセミナー開催となりましたが、好評に開催する
ことができました。
支部では、さまざま
な研修会、見学会を
催しております。どう
ぞお気軽にご参加く
ださい。
（吉祥寺北第二支部

森　正太郎）

吉祥寺北第二支部

研修会
場所▶法人会館大会議室・オンライン

いものもありましたが、２～３分で回答できる４問のクイズに参加され
た方は、正解をお渡しすると「なるほど」という表情をされる方が多
く、楽しんでいただけたのではないかと思っています。
缶バッチの製作は、当初は法人会で用意した缶バッチを渡していまし
たが、自分で描いた絵を缶バッチにしたいという子どもたちが多く、

用意したパーツでは足りず、２日目の朝に事務局から急
遽予備のパーツを持参するほどの人気でした。
法人会ブースをお手伝いいただきました三鷹ブロックの
支部の役員の皆様、また、ブースに顔をお出しいただき
ました武蔵野税務署の皆様、本当にありがとうございま
した。この紙面をお借りして、厚く御礼申し上げます。
（三鷹ブロック担当副会長　吉田政利）

青年部会

ブース出展

「武蔵野青年会議所東京ブロック大会 武蔵野大会」に
法人会ブース出展　

場所▶三鷹駅北口広場

6月19日（日）、三鷹駅北口広場にて青年会議所東京ブロック大会武蔵野大会でのブー
ス出展を行いました。武蔵野法人会の租税啓発ブースは展示ブースのうちで1番目立っ
て多くの来場者を楽しませることができました。法人会の周知として、パネル展示とモニ
ターによる映像展示、また、租税啓発として、アンケートと風船の配布を行いました。風
船は約400個を配布しアンケートも多くの皆様にお答えいただきました。武蔵野地域で
活動する団体として、同じ地域の他団体との連携も深めることができる事業となりました。
（青年部会　山浦友香）

毎年、夏と秋の２回に分けて行っている
法人会主催の「生活習慣病健康診断」
が、今年も7月4日（月）メガロス武蔵小
金井店、5日（火）三鷹市公会堂さんさ
ん館にて実施されました。詳細なレポート
付きの診断結果は、単なる数値だけの
結果と違い、自分自身の健康について改
めて考えるきっかけになります。また、病
院での検査が必要か判断に迷う結果に
ついても、労働福祉協会で内容について
確認や相談もできますので、ご活用くだ
さい。秋は11月に開催予定です。
（共益委員会　山本康夫）

令和４年度第１回目の経営実務研修会
が、７月５日（火）に立川法人会館とオン
ライン併用のハイブリッド方式で行われま
した。
この研修会は、「初心者からわかる事業
承継としてのＭ＆Ａ」というテーマで立
川法人会との共同開催であり、当会から
は４名がオンラインで参加されました。講
師は当会でも何度かご講演いただき、広
報誌にも寄稿いただいた株式会社国土工
営の上甲 覚氏が担当され、経営者であ
れば誰もが悩む事業承継をわかりやすく
ご説明いただきました。
（公益委員会　安藤裕朗）

令和４年度第２回目の経営研修会は、三
多摩地区の５つの法人会の共催で開催さ
れました。
今回のテーマは「はじめての経理実務～
実務の疑似体験で効率よく学習～」であ
り、7月14日（木）から8月10日（水）ま
での間、24時間視聴可能の完全オンラ
イン方式での実施となりました。６つの学
習テーマから自分の希望するテーマを何
度でも視聴可能であり、資格の学校ＴＡ
Ｃの人気講師が説明するため非常にわか
りやすいと好評でした。
第3回目は10月に健康経営をテーマとし
て企画しており、詳細が決定次第、皆様
にご案内する予定です。
（公益委員会　安藤裕朗）
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7
12火

6
20月

女性部会

「税に関する絵はがきコンクール」展示
場所▶コピス吉祥寺4階連絡通路

7
24日
8
20土

～

青年部会

会員交流会

グランピングBBQで
久々の会員交流会を開催！

場所▶武蔵境 QuOLaの庭

7月12日（火）に、青年部会会員交流会を武蔵境 QuOLaの庭
で開催しました。コロナ禍でなかなか開催できなかった交流事業を
久々に開催でき、大変盛り上がりました。27名が参加し、また、
4名の方が青年部会に入会さ
れ、青年部会のメンバーが増
えました。今後更に青年部会
員の結束を強めて行きたいと
思います。
（青年部会　山浦友香）

士業専門部会

研修会

「“家族信託の基礎入門”～家族信託の概要
及びそのメリットと活用方法～」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

部会員の司法書士むさこ登記法
務事務所・鈴木厚氏を講師に法
人会会員向けセミナー「家族信託
の基礎入門」を開催しました。相
続や会員自身もしくは会員の親世
代の高齢化対応に関する相談もある中、“家族信託”とはどのよ
うな制度なのかという点や、成年後見制度と異なり柔軟な対応が
可能である点などを、かみ砕いて解説いただきました。
参加者は20名でした（会場参加9名、オンライン参加11名）。
（士業専門部会　小澤和彦）

「第10回 税に関する絵はがきコンクール」全応募作品を展示
女性部会が主催する「税に関する絵はがきコンクール」第10回（令和3年度）
の【全応募作品／1,171点】を7月24日（日）～8月20日（土）の期間、コピス
吉祥寺の4階連絡通路で展示しました。第1回から10年にわたりこの場所で全
応募作品を展示するという活動は、東法連の広報委員会で表彰を受けました。
今回も力作揃いで見飽きません。作業中にお母さんと一緒に通りかかった６年生
の子が反応して、食い入るように見ていました。夏休みの宿題で「税に関する絵
はがきコンクール」の作品を描くそうです。今年度の審査も楽しみです。
（女性部会　平あづみ）

都税事務所からのお知らせ

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください！

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。検索主税局 環境減税
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（士業専門部会　小澤和彦）

「第10回 税に関する絵はがきコンクール」全応募作品を展示
女性部会が主催する「税に関する絵はがきコンクール」第10回（令和3年度）
の【全応募作品／1,171点】を7月24日（日）～8月20日（土）の期間、コピス
吉祥寺の4階連絡通路で展示しました。第1回から10年にわたりこの場所で全
応募作品を展示するという活動は、東法連の広報委員会で表彰を受けました。
今回も力作揃いで見飽きません。作業中にお母さんと一緒に通りかかった６年生
の子が反応して、食い入るように見ていました。夏休みの宿題で「税に関する絵
はがきコンクール」の作品を描くそうです。今年度の審査も楽しみです。
（女性部会　平あづみ）

都税事務所からのお知らせ

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください！

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。検索主税局 環境減税
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第2回  むさしの食育フェスタ
武蔵野市では、市民の皆さんの食が豊かになるように、
食を通したさまざまな取り組みを行っています。その一
環として「武蔵野の食」が五感で感じられるイベントを
開催します。「自炊力」をテーマにした講演会、学校給
食の試食、防災備蓄品の販売と活用術など、幅広い
世代に楽しんでいただけるプログラムが盛りだくさん
です。
※事前申込が必要なプログラムは9月15日以降の受付とな
ります。

【日　時】 2022年10月15日（土）10：00～15：00
【場　所】武蔵野市立保健センター
 武蔵野市吉祥寺北町4－8－10
【主催・問い合わせ】 武蔵野市健康福祉部健康課（保健センター）
    TEL：0422－51－7006

小金井 宮地楽器ホール  開館10周年記念
こがねいガラ・コンサート2022

開館当初に結成された、小金井ゆかりの音楽家
たちが集う「こがねいガラ・オーケストラ」は、
いまや小金井 宮地楽器ホールの「顔」でもあり、
毎年恒例のコンサートは小金井の秋の風物詩とも
なっています。10周年を迎えた今年は、日本を
代表する4名の名歌手も加わって、オペラ・アリ
アから管弦楽の名曲まで、珠玉の作品をお届け
します。そして今回は、皆さまからのリクエスト投票による曲目も！市民の皆さまと
ともに祝う、10周年ならではのスペシャルコンサートです。

東京都江戸東京博物館は、
1993年の開館以来、江戸か
ら東京の歴史を豊富な資料と
模型を用いて紹介する博物館
として親しまれていますが、
2022年4月1日より、大規模
改修のため長い休館に入りま
した。今回の展覧会は、江戸
東京博物館の常設展をコンパ
クトにまとめ、展示されていた
資料や模型に加え、江戸東京
たてもの園の前身にあたる武
蔵野郷土館が収集した資料も
交えながら、東京が歩んでき
た歴史を振り返ります。

【日　時】 2022年11月6日（日）15：00開演（14：30開場）
【会　場】 小金井 宮地楽器ホール 大ホール
【料　金】 全席指定　一般5,500円　U25席3,000円　こがねいメンバーズ　一般5,000円
 ・U25席は25歳以下対象。当日、身分証要提示。
 ・未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
【出演者】茂木大輔（企画・指揮）、種谷典子（ソプラノ）、鳥木弥生（メゾソプラノ）、
 吉田浩之（テノール）、黒田 博（バリトン）、こがねいガラ・オーケストラ（管弦楽）
【プログラム】
　［第1部］ モーツァルト・スペシャル
  歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より　序曲、〈カタログの歌〉、〈お手をどうぞ〉
  歌劇《フィガロの結婚》より　序曲、〈恋とはどんなものかしら〉　　ほか
  ◆スペシャル企画／総選挙で決めるプログラム！
  　皆さまの投票で第1位に選ばれた作品を演奏します。
　［第２部］ビゼー：歌劇《カルメン》 ハイライト
【チケット】発売中
【問い合わせ】小金井 宮地楽器ホールチケットデスク  TEL：042－380－8099
  （10：00～ 19：00／休館日〈第2・3火曜日〉を除く）

となりまち観光協会
武蔵野市・三鷹市・小金井市のおすすめスポットを
Instagramで募集中！

となりまち観光協会は武蔵野市と三鷹市と小金井市の３市をまたいで魅力を
発信する架空の観光協会です。となりまち観光協会の取り組みとして、
2022年秋に3市をめぐる「となりまちラリー」の開催を予定しています。こ
のラリーを魅力的にしていくために、3市のおすすめしたくなる魅力的なス
ポットをInstagramで募集しています。あなたのおすすめスポットが今後開
催される「となりまちラリー」のラリーポイントに採用されるかもしれません。

【応募期間】2022年7月18日（月）～9月30日（金）
【応募方法】
　STEP１ 公式アカウントをフォロー
 Instagram @tonarimachi_otonari3 
　STEP2    写真を投稿
 下記の３つのポイントを記載してInstagramに投稿してください。
 　①テキスト→その場所がわかる情報とおすすめする理由
 　②ハッシュタグ→♯となりまち観光協会　
 　③メンション→@tonarimachi_otonari3
 期間前に撮影した写真でも構いません。非公開アカウントやストーリーズ、リールへの投稿は対象外です。
　STEP3 賞品　投稿いただいた写真の中から抽選で30名の方に、3市ゆかりのグッズ（1,000円相当）をプレゼント！
【主　催】となりまちプロジェクト運営事務局（武蔵野市、三鷹市、小金井市、一般社団法人武蔵野市観光機構、
 NPO法人みたか都市観光協会、一般社団法人小金井市観光まちおこし協会）
【運営・問い合わせ】一般社団法人 ローカルラボ多摩　spot@tonarimachi.net

江戸東京たてもの園
江戸東京博物館コレクション
―東京の歩んだ道

【日　時】2022年6月25日（土）～2023年2月12日（日）
 9：30～17：30、
 10月1日（土）より9：30～16：30 
 ※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
 年末年始
 ※2022年12月25日（日）～2023年1月1日（日）

【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）

お店で学ぶ

まちのお店の方が講師役
となってお客様に専門知
識などを無料で教える大
好評のミニ講座。さまざ
まな楽しい講座を市内各
所でお楽しみください。

【日　時】2022年11月1日（火）～30日（水）
【受付開始】10月中旬～下旬（予定）
【会　場】三鷹市内の店舗や会社事業所など
【問い合わせ】三鷹商工会
  TEL：0422－49－3111

三鷹市美術ギャラリー
太宰治と生きる
―津島美知子の決意と生涯―

武蔵野市立吉祥寺美術館
油彩画家・片山健の魅力を
紐解く展覧会

片山健は、1968年に絵本作家としてデビュー、『ぼくから みると』（2014年 *初出 1983
年）をはじめ、自身の娘を主人公にした人気の「コッコさん」シリーズなど、100 冊近くの
絵本が刊行されています。 今回は、油彩画家としての片山健に焦点を当てます。代表作「水
蜜桃」シリーズや、かつて家族で住んでいた三鷹市内の牟礼団地をテーマに描いた、対と
なる同タイトルの大作「夜の庭」シリーズのほか、初出となる作品も数多く公開。絵本原画
（ロビー展示のみ）も含め、約80点を展示予定です。

【日　時】 2022年10月1日（土）～ 11月13日（日）10：00～ 19：30
【休館日】 10月26日（水）
【主　催】 武蔵野市立吉祥寺美術館〈（公財）武蔵野文化生涯学習事業団〉
【協　力】 一般財団法人 小さな絵本美術館・のら書店・福音館書店
【会　場】 武蔵野市立吉祥寺美術館　武蔵野市吉祥寺本町1－8－16  コピス吉祥寺A館7階
【観覧料】 一般300円　中高生100円　※小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
【問い合わせ】武蔵野市立吉祥寺美術館　TEL：0422－22－0385

詳細は
ホームページへ

三鷹市芸術文化センター  みたかジュニア・オーケストラ  第7回オータム・コンサート
みたかジュニア・オーケストラ（MJO）は、小学4年生から高校3年生まで約40人の団員で三鷹市芸術文化センターを拠点に活動しています。
今回は毎年恒例のアンサンブルをメインとしたオータム・コンサートです。アンサンブルを組むのは初めてという団員から、経験を積みベテラン
となった団員までそれぞれの個性を生かした選曲です。

【日　時】 2022年10月16日（日） 14：00開演（13：30開場）
【会　場】 三鷹市芸術文化センター・風のホール
【料　金】 全席指定　友の会会員800円　一般1,000円　小学生～高校生800円　未就学児（４歳以上）無料
 三鷹市在住・在学の小学生～高校生500円※（※電話予約のみ）
 ・３歳以下のお子さまの入場はご遠慮ください（託児サービスあり）。
 ・風のホール２階客席へはエレベーターがありませんので、階段をご利用ください。
【出演者】内藤佳有（指揮）、小川正毅（指揮）、みたかジュニア・オーケストラ（管弦楽）
【プログラム】ハイドン：交響曲第94番ト長調Hob.l：94「驚愕」より第1楽章　ほか
【チケット】発売中
【問い合わせ】公益財団法人 三鷹市スポーツと文化財団　TEL：0422－47－5122（三鷹市芸術文化センターチケットカウンター：10：00～19：00
  月曜休館／月曜が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）

太宰文学を後世に残すために尽力した妻、津島美知子に
ついて、作家の妻としての決意とその生涯を紹介します。
妻をモデルにして書かれた作品や、家族をモチーフにし
た太宰作品はもちろん、美知子が亡くなる直前まで推敲
を重ねて精魂込めた『回想の太宰治』などを紹介します。

【日　時】 2022年7月29日（金）～10月23日（日） 10：00～18：00
【休館日】 8月 1日(月)、8日(月)、15日(月)、22日(月) ～ 29日(月)
 9月 5日(月)、8日(木)、9日(金)、12日(月)、20日(火)、21日(水)、
 26日(月)
 10月 3日(月)、11日(火) ～ 13日(木)、17日(月)
【会　場】 太宰治展示室 三鷹の此の小さい家 企画展示室（三鷹市美術ギャラリー内）
 三鷹市下連雀3－35－1 CORAL（コラル） 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

かたやま けん

インスタグラム

QRコード

「第6回  三鷹まちゼミ 
 with 親子まちゼミ」に行こう！

《夏中眠る人（鮫のいる）》 
1998年（作家蔵）

《夜の庭》1989年（作家蔵）

昨年の様子（工場見学）

《夜の庭》1993年（個人蔵） 《雲の中》2001年（作家蔵）

インスタグラム

※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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環として「武蔵野の食」が五感で感じられるイベントを
開催します。「自炊力」をテーマにした講演会、学校給
食の試食、防災備蓄品の販売と活用術など、幅広い
世代に楽しんでいただけるプログラムが盛りだくさん
です。
※事前申込が必要なプログラムは9月15日以降の受付とな
ります。

【日　時】 2022年10月15日（土）10：00～15：00
【場　所】武蔵野市立保健センター
 武蔵野市吉祥寺北町4－8－10
【主催・問い合わせ】 武蔵野市健康福祉部健康課（保健センター）
    TEL：0422－51－7006

小金井 宮地楽器ホール  開館10周年記念
こがねいガラ・コンサート2022

開館当初に結成された、小金井ゆかりの音楽家
たちが集う「こがねいガラ・オーケストラ」は、
いまや小金井 宮地楽器ホールの「顔」でもあり、
毎年恒例のコンサートは小金井の秋の風物詩とも
なっています。10周年を迎えた今年は、日本を
代表する4名の名歌手も加わって、オペラ・アリ
アから管弦楽の名曲まで、珠玉の作品をお届け
します。そして今回は、皆さまからのリクエスト投票による曲目も！市民の皆さまと
ともに祝う、10周年ならではのスペシャルコンサートです。

東京都江戸東京博物館は、
1993年の開館以来、江戸か
ら東京の歴史を豊富な資料と
模型を用いて紹介する博物館
として親しまれていますが、
2022年4月1日より、大規模
改修のため長い休館に入りま
した。今回の展覧会は、江戸
東京博物館の常設展をコンパ
クトにまとめ、展示されていた
資料や模型に加え、江戸東京
たてもの園の前身にあたる武
蔵野郷土館が収集した資料も
交えながら、東京が歩んでき
た歴史を振り返ります。

【日　時】 2022年11月6日（日）15：00開演（14：30開場）
【会　場】 小金井 宮地楽器ホール 大ホール
【料　金】 全席指定　一般5,500円　U25席3,000円　こがねいメンバーズ　一般5,000円
 ・U25席は25歳以下対象。当日、身分証要提示。
 ・未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
【出演者】茂木大輔（企画・指揮）、種谷典子（ソプラノ）、鳥木弥生（メゾソプラノ）、
 吉田浩之（テノール）、黒田 博（バリトン）、こがねいガラ・オーケストラ（管弦楽）
【プログラム】
　［第1部］ モーツァルト・スペシャル
  歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より　序曲、〈カタログの歌〉、〈お手をどうぞ〉
  歌劇《フィガロの結婚》より　序曲、〈恋とはどんなものかしら〉　　ほか
  ◆スペシャル企画／総選挙で決めるプログラム！
  　皆さまの投票で第1位に選ばれた作品を演奏します。
　［第２部］ビゼー：歌劇《カルメン》 ハイライト
【チケット】発売中
【問い合わせ】小金井 宮地楽器ホールチケットデスク  TEL：042－380－8099
  （10：00～ 19：00／休館日〈第2・3火曜日〉を除く）

となりまち観光協会
武蔵野市・三鷹市・小金井市のおすすめスポットを
Instagramで募集中！

となりまち観光協会は武蔵野市と三鷹市と小金井市の３市をまたいで魅力を
発信する架空の観光協会です。となりまち観光協会の取り組みとして、
2022年秋に3市をめぐる「となりまちラリー」の開催を予定しています。こ
のラリーを魅力的にしていくために、3市のおすすめしたくなる魅力的なス
ポットをInstagramで募集しています。あなたのおすすめスポットが今後開
催される「となりまちラリー」のラリーポイントに採用されるかもしれません。

【応募期間】2022年7月18日（月）～9月30日（金）
【応募方法】
　STEP１ 公式アカウントをフォロー
 Instagram @tonarimachi_otonari3 
　STEP2    写真を投稿
 下記の３つのポイントを記載してInstagramに投稿してください。
 　①テキスト→その場所がわかる情報とおすすめする理由
 　②ハッシュタグ→♯となりまち観光協会　
 　③メンション→@tonarimachi_otonari3
 期間前に撮影した写真でも構いません。非公開アカウントやストーリーズ、リールへの投稿は対象外です。
　STEP3 賞品　投稿いただいた写真の中から抽選で30名の方に、3市ゆかりのグッズ（1,000円相当）をプレゼント！
【主　催】となりまちプロジェクト運営事務局（武蔵野市、三鷹市、小金井市、一般社団法人武蔵野市観光機構、
 NPO法人みたか都市観光協会、一般社団法人小金井市観光まちおこし協会）
【運営・問い合わせ】一般社団法人 ローカルラボ多摩　spot@tonarimachi.net

江戸東京たてもの園
江戸東京博物館コレクション
―東京の歩んだ道

【日　時】2022年6月25日（土）～2023年2月12日（日）
 9：30～17：30、
 10月1日（土）より9：30～16：30 
 ※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
 年末年始
 ※2022年12月25日（日）～2023年1月1日（日）

【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）

お店で学ぶ

まちのお店の方が講師役
となってお客様に専門知
識などを無料で教える大
好評のミニ講座。さまざ
まな楽しい講座を市内各
所でお楽しみください。

【日　時】2022年11月1日（火）～30日（水）
【受付開始】10月中旬～下旬（予定）
【会　場】三鷹市内の店舗や会社事業所など
【問い合わせ】三鷹商工会
  TEL：0422－49－3111

三鷹市美術ギャラリー
太宰治と生きる
―津島美知子の決意と生涯―

武蔵野市立吉祥寺美術館
油彩画家・片山健の魅力を
紐解く展覧会

片山健は、1968年に絵本作家としてデビュー、『ぼくから みると』（2014年 *初出 1983
年）をはじめ、自身の娘を主人公にした人気の「コッコさん」シリーズなど、100 冊近くの
絵本が刊行されています。 今回は、油彩画家としての片山健に焦点を当てます。代表作「水
蜜桃」シリーズや、かつて家族で住んでいた三鷹市内の牟礼団地をテーマに描いた、対と
なる同タイトルの大作「夜の庭」シリーズのほか、初出となる作品も数多く公開。絵本原画
（ロビー展示のみ）も含め、約80点を展示予定です。

【日　時】 2022年10月1日（土）～ 11月13日（日）10：00～ 19：30
【休館日】 10月26日（水）
【主　催】 武蔵野市立吉祥寺美術館〈（公財）武蔵野文化生涯学習事業団〉
【協　力】 一般財団法人 小さな絵本美術館・のら書店・福音館書店
【会　場】 武蔵野市立吉祥寺美術館　武蔵野市吉祥寺本町1－8－16  コピス吉祥寺A館7階
【観覧料】 一般300円　中高生100円　※小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
【問い合わせ】武蔵野市立吉祥寺美術館　TEL：0422－22－0385

詳細は
ホームページへ

三鷹市芸術文化センター  みたかジュニア・オーケストラ  第7回オータム・コンサート
みたかジュニア・オーケストラ（MJO）は、小学4年生から高校3年生まで約40人の団員で三鷹市芸術文化センターを拠点に活動しています。
今回は毎年恒例のアンサンブルをメインとしたオータム・コンサートです。アンサンブルを組むのは初めてという団員から、経験を積みベテラン
となった団員までそれぞれの個性を生かした選曲です。

【日　時】 2022年10月16日（日） 14：00開演（13：30開場）
【会　場】 三鷹市芸術文化センター・風のホール
【料　金】 全席指定　友の会会員800円　一般1,000円　小学生～高校生800円　未就学児（４歳以上）無料
 三鷹市在住・在学の小学生～高校生500円※（※電話予約のみ）
 ・３歳以下のお子さまの入場はご遠慮ください（託児サービスあり）。
 ・風のホール２階客席へはエレベーターがありませんので、階段をご利用ください。
【出演者】内藤佳有（指揮）、小川正毅（指揮）、みたかジュニア・オーケストラ（管弦楽）
【プログラム】ハイドン：交響曲第94番ト長調Hob.l：94「驚愕」より第1楽章　ほか
【チケット】発売中
【問い合わせ】公益財団法人 三鷹市スポーツと文化財団　TEL：0422－47－5122（三鷹市芸術文化センターチケットカウンター：10：00～19：00
  月曜休館／月曜が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）

太宰文学を後世に残すために尽力した妻、津島美知子に
ついて、作家の妻としての決意とその生涯を紹介します。
妻をモデルにして書かれた作品や、家族をモチーフにし
た太宰作品はもちろん、美知子が亡くなる直前まで推敲
を重ねて精魂込めた『回想の太宰治』などを紹介します。

【日　時】 2022年7月29日（金）～10月23日（日） 10：00～18：00
【休館日】 8月 1日(月)、8日(月)、15日(月)、22日(月) ～ 29日(月)
 9月 5日(月)、8日(木)、9日(金)、12日(月)、20日(火)、21日(水)、
 26日(月)
 10月 3日(月)、11日(火) ～ 13日(木)、17日(月)
【会　場】 太宰治展示室 三鷹の此の小さい家 企画展示室（三鷹市美術ギャラリー内）
 三鷹市下連雀3－35－1 CORAL（コラル） 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

かたやま けん

インスタグラム

QRコード

「第6回  三鷹まちゼミ 
 with 親子まちゼミ」に行こう！

《夏中眠る人（鮫のいる）》 
1998年（作家蔵）

《夜の庭》1989年（作家蔵）

昨年の様子（工場見学）

《夜の庭》1993年（個人蔵） 《雲の中》2001年（作家蔵）

インスタグラム

※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 行　　　事
1 木 女性部会　役員会
2 金 第一回 税制実務研修会
3 土
4 日

5 月 実務簿記講座（武蔵野①）
青年部会　役員会

6 火
正副会長会議
常任理事会
共益委員会

7 水 実務簿記講座（武蔵野②）

8 木
夏期経営者講座
オンライン経営実務研修「簿記入門」
( ～ 9/21)

9 金 実務簿記講座（武蔵野③）
三鷹中央支部　役員会

10 土
11 日

12 月 実務簿記講座（武蔵野④）
総務委員会

13 火 新設法人説明会
吉祥寺北第二支部　役員会

14 水 実務簿記講座（武蔵野⑤）

15 木 決算法人説明会
租税教室　講師勉強会

16 金 理事会
三鷹西支部　役員会

17 土
18 日
19 月 （敬老の日）
20 火

21 水 公益委員会
不動産賃貸経営専門部会　役員会

22 木
23 金 （秋分の日）
24 土
25 日
26 月
27 火 広報委員会
28 水
29 木
30 金 三鷹東支部　役員会

（2022年8月26日現在）

日 曜 行　　　事
1 土
2 日

3 月 青年部会　役員会
女性部会　日帰り研修

4 火 共益委員会　会員交流イベント
5 水 実務簿記講座（立川①）

6 木

オンライン税制実務研修「消費税インボイス
制度」（～ 10/19）
女性部会　役員会
租税教室　講師勉強会

7 金
8 土
9 日
10 月 （スポーツの日）
11 火 吉祥寺北第二支部　役員会
12 水 実務簿記講座（立川②）

13 木 法人会　全国大会
青年部会・公益委員会合同　実務研修会

14 金 三鷹中央支部　役員会
15 土
16 日

17 月

税制委員会
士業専門部会　役員会
士業専門部会　研修会（消費税インボイス制
度）

18 火 正副会長会議
常任理事会

19 水 決算法人説明会
実務簿記講座（立川③）

20 木
21 金 三鷹西支部　役員会
22 土
23 日
24 月
25 火 広報委員会
26 水 実務簿記講座（立川④）
27 木
28 金 三鷹東支部　役員会
29 土
30 日
31 月

（2022年8月26日現在）
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