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税 務 署 だ よ り � 税 務 署 だ よ り

菊薫る候、公益社団法人船橋法人会の皆様方に
おかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し
上げます。

この度の人事異動により、船橋税務署長を拝命
いたしました遠藤でございます。森髙前署長より、
田中会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方には、
平素より税務行政の円滑な運営に対しまして、深
い御理解と多大なる御協力を賜っていると伺って
おります。本紙面をお借りしまして、厚く御礼申
し上げます。森髙前署長同様、よろしくお願い申
し上げます。

貴会は、県下の法人会に先駆けて公益社団法人
となられ、税務・会計に関する各種研修会の開催
等を通して正しい税知識の普及に努められる等、
従前から公益性の高い活動を行っていただいてお
ります。

その公益活動の一環として、租税の意義や役割
が正しく理解されるよう、小学生を対象とした

「租税教室」への講師派遣や「税に関する絵はがき
コンクール」の実施等の租税教育活動に積極的に
取り組んでいただいているほか、「船橋市民まつり」
の民踊パレードへの参加や「市民のつどい ふれあ
い広場」の開催等の地域社会に密着した活動など、
多種多様な活動に取り組まれております。

貴会が、このような公益社団法人にふさわしい
活発な活動を展開されていることに対しまして、
深く敬意を表する次第でございます。

私どもといたしましては、これまで培ってきた
皆様方との相互信頼と協調関係を更に発展させ、
円滑な税務行政に努めてまいる所存でございます

ので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
さて、10月からは、消費税率の引上げと同時に

我が国初となる軽減税率制度が実施されます。軽
減税率制度のもとでは、税率ごとの区分経理や請
求書の発行など、従来とは異なる経理処理が必要
となります。そのため、事業者の皆様が適切な経
理処理を行っていただけますよう、制度の周知・
広報に努めているところでございますが、この制
度の円滑な定着には、皆様方のご支援・ご協力が
不可欠でございます。どうか皆様方におかれまし
ては、私どもの良き理解者として、なお一層のお
力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに当たり、公益社団法人船橋法人会の益々
のご発展と、会員の皆様方の事業のご繁栄並びに
ご健勝を心より祈念いたしまして、私の着任の挨
拶とさせていただきます。

着任のご挨拶

船橋税務署　署長　遠藤　徹男

■プロフィール
　◦出身地� 千葉県旭市
　◦前　任� 東京国税局　調査第四部
　◦趣　味� �登山、釣り、スポーツジム、

ジョギング、読書
　◦モットー��「人間は、人に与えられてい

るうちは満足しない。与え
る側になって初めて満たさ
れる」をモットーに、人に
してもらうことを期待せず、
人に何ができるかを主体的
に考え、行動していきたい
と思います。
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税 務 署 だ よ り � 税 務 署 だ よ り

新秋の候、公益社団法人船橋法人会の皆様方に

おかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し

上げます。

この度の人事異動により、国税庁税理士監理室

から船橋税務署法人担当副署長として転任いたし

ました川畑耕司でございます。前任の山本副署長

同様、よろしくお願い申し上げます。

公益社団法人船橋法人会の役員並びに会員の皆

様方におかれましては、常日頃より税務行政に対

するご理解とご協力を賜りまして、誠にありがと

うございます。厚く御礼申し上げます。

以前、別の税務署で法人税等の審理担当として、

法人会の皆様と一緒に様々な活動に取り組ませて

いただいた際、法人会は地域に密着した様々な社

会貢献活動を通じて、地域社会の発展に寄与して

いる団体であることを実感いたしました。再び法

人会の皆様と接点ができることを大変楽しみにし

ているところです。

さて、私どもが重要課題として取り組んでおり

ます電子申告（e-Tax）の利用推進や消費税率の

引上げ・軽減税率導入の周知・広報に関しまして、

多大なるご協力をいただいており、役員並びに会

員の皆様方に心より感謝を申し上げます。

私ども税務に携わるものといたしましても、国

際化や高度情報化など経済状況が大きく変化して

いる環境の中で、納税者の皆様方の利便性の向上

を図りながら、内国税の適正かつ公平な賦課及び

徴収の実現に向けて努力を重ねていく所存でござ

います。

引き続き、貴会の事業活動への参加や研修会へ

の講師派遣等を通じ、お役に立ちたいと考えてお

りますので、皆様方の税務行政に対する一層のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ながら、公益社団法人船橋法人会の益々の

ご発展と、会員の皆様方のご事業のご繁栄並びに

ご多幸を心より祈念いたしまして、着任の挨拶と

させていただきます。

着任のご挨拶

船橋税務署　副署長　川畑　耕司

■プロフィール
　◦出身地� 神奈川県横浜市
　◦前　任� 国税庁税理士監理室
　◦趣　味� ランニング（ゆっくり長く）
　◦モットー�自然体
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令和元年分　年末調整等説明会のお知らせ
　税務署及び市役所では、年末調整のしかた並びに法定調書・給与支払報告書の作成と提出方法などの
事務手続きを円滑に行っていただくため、次のとおり説明会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　なお、説明会では「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
などを用いて説明いたしますので、10月に送付いたします関係書類等を必ずご持参の上、ご来場願います。

開催日 時　間 説明会会場

11月21日（木） 午後1：30
　～3：30

会　場　船橋市民文化ホール
所在地　船橋市本町2－2－5
　　　　（JR船橋駅南口下車徒歩約7分　地図参照）11月22日（金）

○　説明会開始の30分前から、会場の受付で年末調整関係用紙を配布いたします。
　　（「出席票兼関係用紙請求書」と、必要に応じて紙袋等をご用意ください。）
○　早期に諸用紙を必要な方は、税務署までお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ先〉

1 説明会及び 
源泉所得税関係

船橋税務署
TEL〔代〕 047－422－6511

（源泉所得税担当）内線421、422
（法定調書担当）　 内線511、512

船橋市東船橋
5－7－7

2 用紙請求及び 
法定調書関係

3 市民税関係 船橋市役所　市民税課 
TEL 047－436－2258・2259

船橋市湊町
2－10－25

〈説明会会場案内〉
　船橋市民文化ホール
　船橋市本町2－ 2－ 5

〈交通機関〉
　JR船橋駅南口下車	 徒歩約 7分
　京成船橋駅下車	 徒歩約 5分

　会場には駐車場がありませんので、
　車でのご来場はご遠慮ください。

船橋本町プラザビル
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（2019年 9月まで） （2019年 10月から）
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税 務 署 だ よ り � 税 務 署 だ よ り

2019 年 4月以降の説明会の予定（ご予約は不要。参加費は無料です。）
日　時 場　所 講　師 内　容

4 月 18 日（木） 15 時 40 分から 16 時 15 分

船橋税務署
3 階会議室

船橋税務署
職員

パンフレットを使い、　
軽減税率制度の概要を、
30 分程説明します。

5 月 16 日（木） 15 時 40 分から 16 時 15 分

6 月 11 日（火） 15 時 40 分から 16 時 15 分

7 月 08 日（月） 15 時 40 分から 16 時 15 分

・8月以降の予定につきましては、国税庁ホームページに随時掲載いたします。

【フリーダイヤル】0120-205-553

2019年10月以降の説明会の予定（ご予約は不要。参加費は無料です。）
日　　時 場　所 講　師 内　容

11月 7日（木） 15時40分から16時15分
船橋税務署
3階会議室

船橋税務署
職員

 パンフレットを使い、
軽減税率制度の概要を、

30分程説明します。
11月 8日（金） 15時40分から16時15分

12月10日（火） 15時40分から16時15分
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パソコンセミナー
令和元年6月21日（金）船橋法人会事務局に於きまして

㈱ブレーン専属講師、中村和彦氏によるパソコンセミナー
が行われました。各講座2時間半の短い時間の中で午前中は「ワードを使ったA4一枚のレイアウト
術」と題して、1.文書の作成　2.ページの設定　3.見出し設定　4.印刷・レイアウトと段階を踏んで
学習し、ビジネス文書をA4用紙一枚にすっきりまとめるためのレイアウトや書式設定の方法を学
びました。

午後は「業務効率アップ、エクセル裏技講座」と題して、1.データ入力　2.関数の活用　3.便利な
ショートカット　4.書式設定　5.検索や置換　6.数式の保護を学びました。エクセルに便利な小技

や裏技を勉強、意外に知らない便利な機能や普段当たり前に
行っている作業を短縮化できる方法を業務に生かせば効率が
格段に上がるのは間違いありません。

両講座とも、各人がコンピューターを操作しながら学べ、
少人数の講座のため各々のペースで進めることができ、理解
力が高まったと思います。

このパソコンセミナーは毎回好評をいただいております。
今回ご参加出来なかった方も、ご興味のある方は是非次回の
ご参加お待ちしております。 船橋法人会事務局

開催日：令和元年6月21日（金）
場　所：船橋法人会事務局会議室

税理士会船橋支部との懇談会 開催日：令和元年9月2日（月）
場　所：船橋グランドホテル

令和元年9月2日（月）船橋グランドホテルにおいて千葉県税理士
会船橋支部と船橋法人会役員との連絡協議会が開催され、税理士会様
から10名の先生に参加をいただき、当会からは田中会長をはじめ14
名が参加させていただきました。

当会田中会長の挨拶で始まり、税理士会船橋支部の三田副支部長の
挨拶、出席者各人の自己紹介の後当会の佐藤事務局長より船橋法人会
の組織や活動を紹介し、税理士会船橋支部総務部の田仲部長より税理

士会の組織・活動内容のご紹介
をいただき、両会の組織・活動
について相互理解を深めることが出来ました。

連絡協議会の終了後は懇親会に移り、消費税の増税や軽減税率導入
といった税務に関する話題や、新設法人説明会等での税理士会様との
協力関係を物語るエピソード等で盛り上がり、税理士会様と当会の懇
親を深めることが出来ました。また、当会の会員増強やe-Taxの利用
促進について両会が協力して取組んでいくことを確認することがで
き、有意義な会合とすることが出来ました。 総務委員長　安村　秀雄
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令和元年度 第3回理事会 開催日：令和元年8月21日（水）
場　所：船橋グランドホテル

正副会長と新任の理事・
支部長との懇談会

開催日：令和元年7月19日（金）
場　所：東魁楼本館

令和元年8月21日（水）船橋グランドホテルに於きまして第3回理
事会が開催されました。冒頭の田中会長挨拶では猛暑の中頑張る高校
球児への称賛、またお悔やみの報告や今回の理事会が会員増強へ向か
う大事な理事会であることが述べられ、船橋税務署の川畑副署長のご
挨拶の後、田中会長が議長に就任し会議は始まりました。
議事1 平成31年度会員増強運動実施計画の承認に関する件
 （高橋組織委員長　上程）
議事2 会費未納者の「みなす退会」処理の決議
 （林財務委員長　上程）
議事3 青年部会会則の一部改訂の承認の件
 （青野青年部会長　上程）

上記三議案は承認され会議は報告・連絡事項へと移行し各委員会・部会より近況並びに今後の計画等が報
告されました。各委員会・部会が公益性を含めた事業を計画しております。

未加入の法人様にお声掛けをして是非とも会員増強に繋げていただきたいと思います。
また、法人会の本質である税制における啓蒙活動として、「税を考える週間」の街頭宣伝が10月30日（水）

にJR船橋駅北口・南口、京成船橋駅周辺で行われ、市民のための税金教室が11月3日（日）にイオンモー
ル船橋1F特設会場にて開催されます。

皆様のご参加・ご協力をお願いしまして理事会報告とさせていただきます。
 総務副委員長　蓮池　政貴

新任の支部長さんから「支部長になったけど、何をした
らいいの」等の声があることから、田中会長の発案で、正
副会長と新任の理事及び支部長との懇談会を開催する運び
となり、去る7月19日（金）に東魁楼本館で開催された。

当日は、田中会長の挨拶の後に、事務局から法人会は
「全国法人会総連合」のもと、「千葉県法人会連合会」があ
り、その下に我が「船橋法人会」が単位会として活動して
いること。「船橋法人会」は全33支部を6つのブロックに分けて活動していること。法人会の事業としての
公益事業や福利厚生事業、会員支援事業等の内容についての説明があり、その後、支部長の役割、支部の運
営、活動等についての説明が行われた。

その後、懇談会となり、先ずは各々の自己紹介が行われたが、新理事の皆さんがご自分の会社の事業の内
容を説明するときは本当に楽しそうに説明をされていた。

懇談会の最後に、もう一度、田中会長から「理事となられた皆さんは先ずは、理事会に必ず出席してくだ
さい。理事会では法人会の活動方針等、基本的なことが決定され、その決定事項に基づいて会が運営されま
す。その意味で理事会は本当に大切な会ですので、できる限り出席して会の運営に関与してください。」と
の発言があった。 船橋法人会事務局長　佐藤　祐彰
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ふなばし市民まつりふなばし市民まつり

7 月 28 日（日）ふなばし市民まつり民踊パレードに参加
致しました。座間女性部会長をはじめとする女性部会の皆
様を中心に、本会役員、船橋税務署職員の方々、給水部隊、
総勢 100 名の多数のご参加をいただきました。今年も、川
奈部書店さん前をスタートし金親金物店さん前までのコー
スでした。
多くの人が沿道に集まる中、揃いの浴衣とタスキで船橋
法人会を十分にアピール出来たのでないかなと思います。
これが、会員増強の一助になれば幸いです。毎年、民踊パレー
ドの参加にあたり、踊り手、給水隊を含む参加者を労うため
に寄付を募り、慰労会等に充てさせていただいております
が今年も多くの方からご厚志をいただき慰労会も盛大に執
り行うことが出来ました。大変楽しい有意義なひとときを
過ごすことが出来ましたことを重ねてお礼を申し上げます。
最後になりましたが、広報委員長としてまだまだ不馴れ
なため、反省すべき点も多々あったと思います。これからも、
諸先輩方にご指導をいただきながら、本会活動、また委員
会活動を進めて参りたいと思います。この民踊パレードを
通じて少しでも船橋が元気になり、船橋法人会の発展に繋
がっていくことを祈念致しております。今後ともよろしく
お願いいたします。

広報委員長　佐久間　兼治

開催日：令和元年 7月 28日（日）
場　所：本町通り

民踊パレード
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令和元年９月 4日（水）
中山カントリークラブ

チャリティ
ゴルフコンペ

親 

睦

令和元年 9 月 4 日（水）、公益社団法人船橋法人会主催チャリティ
親睦ゴルフコンペが、恒例の中山カントリークラブで開催されま
した。

令和元年の大会で、前回より参加者が少し減りましたが 72 名も
の会員様にご参加いただきました。

連日猛暑の続く中、当日は曇り微風たまに霧雨とプレイするに
は、良い天候となりました。

距離は長く・深いラフ・芝目のキツイ高麗グリーンで、私自身
はあまり納得いくスコアで上がれませんでしたが、IN 1 組目で鎌
田三山支部長・二宮支部高橋純代さん・習志野台支部野中健彦さ
んと楽しくラウンドすることが出来ました。

ランチの時には、様々な情報交換をすることができ、まさに異業種交流の良い場であることを実感でき
ました。

雨が降る前に最終組も上がることができ、パーティ前の待ち時間では昨年とは別のマジシャンのマジッ
ク披露を体験、知らない間に左腕時計の裏にコインを挟まれていて、ビックリさせられました。

表彰式には賞品が並び、大原厚生副委員長の MC で全員参加賞とは別に
順位賞をいただくことが出来ましたが、やはり今年も上位の商品が豪華ク
ルーズ船の招待チケットなど取り揃えられており、私も来年までには腕を
上げようと思いました。

女性の部の優勝は 2 年連続で高橋よし江さんでした。優勝は MC の大原
俊弘さん、準優勝 草野宏隆さん、3 位 飛田宏紀さん、おめでとうございます。

厚生委員と致しましては令和元年の大会も盛大に終了しましたが、次年
度も定員オーバーになるような価値あるコンペにしたいと考えております。
沢山の皆様のご参加をお待ちしております。

また、朝早くからお手伝いいただいた大同生命千葉西支社のみなさん、
ご協力いただきありがとうございました。

 厚生委員副委員長　池田　昭夫

総合優勝 大原俊弘氏
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令和元年度第1回税制セミナー
～テーマ：沖縄と税～

今年度になって初めての税制セミナーが、去る9月13日（金）船
橋グランドホテルにおいて、元船橋税務署長の田中洋二税理士を講
師に招き開催された。

田中先生は昭和49年に熊本国税局に採用され、42年間の税務人生のう
ち、査察事務に20年間従事され、沖縄にも査察課長として2年間勤務され
たため、沖縄勤務の体験を中心に「沖縄と税」というテーマで講演をして
いただいた。

昭和47年に沖縄が本土復帰（施政権の返還）に伴
い、税務事務も国税庁が行うこととなったが、沖縄
には国税職員がいなかったため、東京国税局から多
くの職員が沖縄に派遣されることとなった。現在で
も25 ～6人の職員が派遣されている。査察課には必ず
2名が派遣されている。沖縄は、青い空と海というこ
とで、人気の高い派遣先ということであり、沖縄に到
着すると服装が目立たないように、先ず、ネクタイと
スーツからカリユシに着替えるように勧められた。

沖縄は税制上の特徴としては、酒税とガソリン税が
低く優遇されていること。

そして、査察調査は一般的に、1億円以上の脱税に対して行われるという事で、40人前後の国税職員が時
間を決めて集合し、その後一斉に調査に取り掛かる。ところが沖縄の場合は40人もの人が一つの場所に集
合するとそれだけで目立って査察による調査が行われることが事前にわかってしまうので、到着した人か
ら調査に着手するということであった。沖縄国税事務所管内には6つの税務署があり、沖縄本島に那覇税務
署、北那覇税務署、沖縄税務署、名護税務署の4か所。宮古島の宮古島税務署と石垣島の石垣税務署。それ
ぞれの管轄の特徴としては、那覇税務署管内は繫華街があること。沖縄税務署管内は普天間基地の移設で揺
れているが、辺野古に移設されると軍用地主の収入が無くなること。辺野古があるのは名護税務署管内で自
然に恵まれていること。宮古島管内は全体的にまとまりがありそのため管内の島は橋で結ばれていること。

石垣島管内は、宮古島とは逆に全体的に
まとまりがないこと。

ニュースにならない沖縄の一面を知る
ことができ、田中先生に御礼申し上げま
す。

 税制委員長　古澤　和一郎

開催日：令和元年9月13日（金）
場　所：船橋グランドホテル

田中洋二氏による講演の様子
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初心者のための法人税確定申告書の書き方講習会
『初心者のための法人税確定申告書の書き方講習会』

の初日は前日からの台風15号の影響で交通機関が乱れて
いた為、開催が危惧されましたが船橋税務署の皆様に全
面協力を頂き9月9日～11日にかけて船橋税務署3階会
議室にて無事に実施することが出来ました。

9日、10日は講師を法人課税第一部門調査官の森内淳也氏が、11日は法人課税第一部門上席調査
官の菅原恵子氏が担当され、決算書作成の留意点や、減価償却費関係、所得金額の計算について等
をテキストに沿って講義をいただきました。講義後は演習問題に取り組み、解説をしていただきま
した。

いずれの講義も、勘違いをし易い点や税務調査の着目点など講師の先生の実体験に基づいた説明
は非常に分かり易く、受講者は講義では積極的にメモを取り、演
習では電卓をたたきながら真剣に取り組まれていました。

休憩をはさみながらの2時間はあっという間に過ぎてしまい、講
習会終了後には講師の先生に直接疑問点を聞きに行くなど積極的
な受講生も多数いらっしゃいました。

お暑い中お時間を掛けてご参加くださいました受講者の皆様、
そして3日間にわたり講師を務めていただきました船橋税務署の森
内様、菅原様ありがとうございました。

 研修委員長　大塚　智明

健康セミナー“初心者向けヨガ体験”
「初心者向けヨガ体験」を8月30日（金）中央公民館

で開催しました。
当日は渡辺美奈子先生を講師としてお迎えし、約2時

間、定員いっぱいの男女20名の参加で大盛況となりまし
た。

美奈子先生は普段の活動として、船橋市の保険センターや御滝不動尊などで親子体操ストレッチ
やヨガ教室を0歳から90歳までの幅広い年齢層の方に指導していらっしゃいます。この日も参加者
に合わせ、「腰痛・ひざ痛・首・肩こり」を中心に手軽に「筋肉をほぐす」「首・こめかみをほぐす」「足
の指をマッサージ」など人生100年時代の健康寿命を延ばせることを目標とした「ヨガ」の基本を
教えていただきました。これを続けていけば身体は5歳若返る！との先生の言葉にみなさん真剣に
取り組んでいました。楽しい時間はあっという間に過ぎ、軽くなった体を実感し帰路に着きました。

参加者からは「またやってほしい」「ヨガサークル」を作って欲しいなどのご意見もいただき、と
ても喜んでいただきました。

研修委員会では今後も皆様にご
参加いただける企画を考えていき
ます。今回ご参加いただけなかっ
た皆様も是非気軽にご参加くださ
い。 研修委員　森　雅美

開催日：令和元年9月9日（月）・
　　　　9月10日（火）・9月11日（水）
場　所：船橋税務署3F会議室

開催日：令和元年8月30日（金）
場　所：船橋市中央公民館3F和室



（14） 公益社団法人 船橋法人会　ふれあい

初富・二和・三咲・五香・六実、これらは新京成の駅名です。このように順よく並んでいるのは、明治の
初めに、開墾という事でこの地に入植し、のちに村・地名そして「新京成線」の駅名として現在に至ってお
ります。

令和元年の今年は二和・三咲開墾150年を迎えます。 かつてここ三咲には「静楽園」として「花見の名
勝地」がありました。東京近郊からも花見の見物客が集まって来る名勝地であったとの記述が残っていま
す。書き出しがどうも「今は昔」の物語になったようです。目を現在の三咲に向けましょう!!

駅のホームに「アンデルセン公園」までバスで10分と案内がありました。ホームの上の改札を出ると地
元野菜が売られ、秋の味覚「梨」を多くの人が買い求めていました。

三
咲
駅1

3

4

5

6

7

8

庚申塔 2 水神様・野馬土手

三咲公民館・三咲児童ホーム 三咲神社

須賀神社

野辺の石碑

県立船橋県民の森
二十三夜供養塔

アンデルセン公園

1  庚申塔　
駅のロータリーに降り立ちますと、そこにはアンデルセン公園へ向かうバスがありました。
前の道路は県道で夏見と小室を結んでいます。車の往来が激しく、その上電車が通ると踏切が遮断される

事もあって渋滞が絶えません。先ず、線路を越えたすぐの所に庚申塔の石碑があるというので、そこからス
タートいたしましょう。

庚申塔というのは、60日
に1回庚申（かのえさる）の
日に集まり、自分の幸せを
願いながら地域のコミュニ
ケーションを図り、その時間
や話題を共有したのでしょ
う。その風習を形にし、こ
の十字路に祀られています。

第18回
驪龍　書

庚申塔 駅前の様子
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2  水神様・野馬土手　
駅前に戻り、信号2つ目の

角を右に入りました。そこ
に、弁天様（弁財天）がある
というので、行ってみましょ
う。入口に鳥居があり、道路
より一段低い所に、大きな銀
杏を両脇にして弁財天が祀ら
れています。

ここはかつて「水辺であり、池であった」と考えられています。先人が水を大切にし、ここに水神様とし
て祀り、開墾以前は馬の放牧地として、馬の水飲み場としても大切な場所だったのでしょう!!〈三咲ふるさ
とづくり推進委員会パンフレットより〉

かつて、三咲にも「野馬土手」があり、今でもその場所がわかりますという地元の人に出会い、場所を教
えてもらいそこを訪ねました。

先程の弁天様の後ろにある広い広い畑でした。この辺りが馬の放牧地だったのでしょう。
増田さんの屋敷にその野馬土手がありました。
その通りには他にも野馬土手の様相を残す垣根があり土手の崩れ

を防ぐ為石垣で囲まれています。その昔、馬を放牧した様子が伺え
ます。

3  三咲公民館・三咲児童ホーム　
三咲の開墾の様子を垣間見て、アンデルセン公園に向けて歩いて

みました。まもなく、大きな病院がありました。
その隣に三咲公民館と三咲児童ホームがあります。夏休み中の取

材でしたので、たくさんの自転車がありました。「夏休み　えんに
ち」や「なつやすみスペシャル工作」と書かれた貼紙があり、子ど
も達が楽しく遊んでいる様子が伺えます。

4  三咲神社　
そこから、まもなくして、二和方面や松戸へと続く大きな三叉路に出まし

た。その先はかつて、「静楽園」で名を馳せた「花見の名勝地」だった所です。
その先に三咲神社がありました。

三咲神社は地元の鎮守として、祀られています。境内には三咲開墾100周
年の記念碑がありました。今年150年といいますから、今から50年前に造

られた碑です。
その手前に「子安講」が祀

られています。近づいてみる
と母親に抱かれた子供の姿が
わかります。子安講の思いが
伝わります。

増田様宅に残る野馬土手

公民館と児童ホーム

三咲神社 100周年の記念碑

子安講

水神様

三咲開墾150年を記念して11月23日（祝）・24日（日）に『記念祭』が行われます。
どうぞお気軽においで下さい！
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5  須賀神社　
三咲神社を後にしてまた県道を歩い

て行くと、「須賀神社」がありました。
祭礼は7月24日ですが、今は毎年24
日に近い土曜日に夕方から町内を練り
歩く神輿の巡行があります。その時演
奏される「神保ばやし」は無形民俗文
化財です。祭神は須佐之男命・神殿は
神明神社です。

ここには、かつて松の大木がありました。あまりに大きく、その証として
「大松之跡の碑」が建立されています。

6  野辺の石碑　
この道路添いには多くの石仏が見られます。
道路の改修等で沿線にあるのでしょう。
バス停のところに、馬頭観音がありました。

7  県立船橋県民の森・二十三夜供養塔　
三咲駅から3 〜4キロくらい歩いた所に「県

立船橋県民の森」がありました。ここで森林
浴・バーベキューで野外活動を楽しむのには
打ってつけです。

入口には「二十三夜供養塔」もありました。
この供養塔はかつて道の十字路中央にありま

したが道路事情が大きく変わった事もあり、今
のところに移されました。

東、船尾むら道・南、江戸道。西、大じんほ
う村・北、きをろしみちとあります。北部公民
館にはその昔の様子を示す写真や説明がありま
す。

県民の森入口にはこの道を往く人を見守るよ
うに、交通安全祈願の供養塔がありました。

8  アンデルセン公園　
アンデルセン公園の先には豊富中学校や北部公民館があります。
私達の最終目的地、アンデルセン公園に向かいましょう。アンデ

ルセン公園の入口はバス停のある「北ゲート」と「南ゲート」とが
あります。今日は北ゲートから入りましょう。

夏休みという事もあって駐車場には沢山の車です。普段は県外か
らのバスも多く、子供達の学習の場にもなっているようです。取材
班の私達も童心に返り胸がワクワクしてきました。

須賀神社

二十三夜供養塔

大松之跡の碑

野外活動の場・県民の森

北ゲート

野辺の石碑

県民の森入口には
交通安全祈願供養
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『一日中遊べる』それがここアン
デルセン公園です。入口を入って直
ぐはワンパク王国ゾーンです。そこ
で迎えてくれるのは平和を呼ぶ像で
す。岡本太郎氏の制作です。

市の平和都市宣言のシンボルとし
て昭和63年10月に建立されまし
た。

このゾーンには日本有数の規模を
誇る森のアスレチックやミニパター
ゴルフ、変形自転車、ミニ鉄道等々
遊びがいっぱいです。ここでゆっく
り秋を感じて中へと進みます。ワン
パク王国ゾーンから下に太陽の池を
見ながら太陽の橋を渡ってメルヘン
の丘ゾーンへと進みます。

このゾーンは世界的な童話作家ハ
ンス・クリスチャン・アンデルセン
が活躍した1800年代のデンマーク
の牧歌的風景を再現しています。風
車・農家・童話館はオーデンセ市の
フュン野外博物館に保存展示されて
いるものを模した造りです。アンデ
ルセンが子ども達に残した物語のよ
うに、ここに来ると子どもの頃に戻
ることが出来ます。他にも子ども美
術館ゾーン・自然体験ゾーン・花の
城ゾーンなどがあり色々な体験をす
ることが出来ます。

さあ、今日はずいぶん歩きました。今回に限り帰りは三咲駅行きのバスで戻りましょう…。

駅からぶらり散歩道
シリーズ18回目を発行するにあたり

今回は三咲駅周辺を取材させていただいております。毎回、広報委員会
の女性陣に取材を任せておりましたので、今回は大嶋委員と共にアンデル
セン公園内を歩いてきました。

さすがに三咲駅からアンデルセン公園までをぶらりと言うのは少しハー
ドな気もいたしますが、全国でも人気のテーマパークに是非、足を運んで
みてはいかがでしょうか？

季節ごとに彩られる木々、花々、子どもと一緒に遊べるアスレチックや
ワークショップなどなど老若男女、何時の季節も楽しめる場所です。緑に
囲まれたのどかな時間を是非この船橋で感じていただきたいです。

 広報委員長　佐久間　兼治

アンデルセンの像

子ども美術館

平和を呼ぶ像

風車

参考文献：滝口さんと船橋の地名を歩く
文責　広報委員　大嶋　京
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ブロックニュース

令和元年6月15日（土）Aブロックは
恒例の日帰りバス旅行を行いました。

今回も前回に引き続き山梨へのさくら
んぼ狩りツアーです。嬉しいことに参加
申込者が予定より大幅に増えたため急遽バスを2台にして行って参りました。

梅雨時期で雨が心配でしたが、やはりこの日も船橋を出発した時から雨に
降られ楽しみにしていたバスの窓からの富士山も見ることは出来ませんでし
た。

勝沼インターを降り、まずは窪田農園さんでさくらんぼ狩りを楽しみまし
た。ここは屋根付きで雨でも楽しくさくらんぼ狩りが出来、いろいろな種類
のさくらんぼを堪能することが出来ました。個人的にはやっぱり佐藤錦かな
なんて思います。最高100個も食べたという方もいてビックリです。その後
は石和へ移動し太鼓ショーを観ながら山梨名物のほうとう鍋の昼食です。さ
くらんぼ狩りのすぐ後でしたのでお昼が食べられるかと心配しましたが、別
腹なのでしょうか、みなさんかなり完食されていました。

午後は桔梗屋さんへ信玄餅の工場見学に行きました。よくテレビで観る詰
め放題は午前中に整理券が配布されるということでこの日は出来ませんでし
たが、1個150円もする信玄餅が、賞味期限が近いとはいえ300円でつめ放題

はお得ですね。中には余計な楊枝等を外し、20個以上入れる強者もいるそうです。その後、フジッコワイナリーでワ
インの試飲を楽しんで帰路に着きました。帰りは少し渋滞に巻き込まれましたが、恒例のビンゴ大会で盛り上がり、
無事船橋まで戻って来ることが出来ました。一日雨の中の移動でしたがバスを降りるとき「楽しかったよ！」と声を
かけていただき、皆様に感謝の気持ちでいっぱいになりました。また、お手伝いをいただきました役員の方々、ご協
力ありがとうございました。来年も企画を致しますのでAブロックの会員の皆様のたくさんのご参加お待ちしており
ます。 二和支部支部長　中村　弘之

F ブ ロ ッ ク

親睦チャリティー
ゴルフ大会

Fブロック第9回親睦チャリティー
ゴルフ大会が、今年一番の猛暑の中、7
月25日（木）佐倉カントリー倶楽部に
おいて、山田副会長以下32名の参加に
より開催されました。

8時15分集合、山﨑克美ブロック長の「この暑さですから、皆さん体調
管理に十分注意してプレーするように」との挨拶の後、ルール説明、記念
撮影を行い、OUT・INに分かれてスタートしました。

競技終了後の懇親会は、山田副会長の挨拶、乾杯で始まり、結果発表が
行われ、優勝は海神支部、㈱ケイハイの井川浩一さん、準優勝は本中山支
部の㈲五郎兵衛の石井修一さんでした。表彰は優勝、準優勝、BB賞、当日
賞、女性賞等の他、Fブロックが会員増強において本会より表彰をうけた副
賞も含め、多数の表彰が行われました。その後、準優勝の石井修一さんよ
り「今年は、コメント無し。来年度の優勝時まで取っておく」との挨拶等
があり、和やかな雰囲気の中で親睦を深めることが出来ました。又、受付
時にチャリティー募金箱を設け、賛同を賜った結果、総額26,000円となり、
会費残金652円と共に全額を船橋市社会福祉協議会へ寄付することが出来ま
した。

最後に、本年も多数の方にご参加を頂いたこと、並びに沢山の賞品提供
等ご協力頂いた会員の皆様に感謝を申し上げます。

 Fブロック会計幹事　栗山　洋之

開催日：令和元年6月15日（土）
行き先：山梨方面さくらんぼ狩り

開催日：令和元年7月25日（木）
場　所：佐倉カントリー倶楽部

A ブ ロ ッ ク

日帰りバス旅行
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支部ニュース
開催日：令和元年7月29日（月）
場　所：BS-ガーデンレストラン マッセリア

令和元年7月29日（月）『BS-ガーデンレストラン マッセリア』におい
て、恒例の二支部合同納涼懇親会を開催させていただきました。長い梅
雨がようやく明け、納涼会にふさわしい真夏日の開催となりました。
当日はお忙しい中、そしてお暑い中を田中会長ほか多くの本会役員の
方々を含め60名以上の参加をいただき、誠に有難う御座いました。

今回も当支部会員だけでなく他支部からも、そして地元商店会など
他団体の方々にも参加いただき感謝申し上げます。

例年通り斎田前原副支部長の司会進行で、松戸市長から前日のふな
ばし市民祭り参加への感謝のお言葉とご挨拶をいただいた後、小石顧
問のご発声による乾杯により大懇親会のスタートです。暫く歓談の
後、今回は恒例の栗田けんじ氏に加え二名のタレントさんによるテー
ブルマジックと矢沢永吉ものまね歌謡ショーで大いに盛り上がりまし
た。

続いてこちらも恒例の、浅原幹事の進行による大くじ引き大会で
す。ショーが盛り上がり過ぎた為、時間の都合上一等と二等の発表だ
けになってしまいましたが、空くじなしで参加者全員に賞品をお持ち
帰りいただきました。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、大塚前原支部長の中締めで盛況
のうちに閉会です。この納涼懇親会が会員増強に繋げられるように、
また来年も更に多くの皆様に参加いただけるように二支部合同で頑張
ります！ 前原東支部長　澤井　淳

合同納涼
懇親会

前原・前原東支部

開催日：令和元年9月14日（土）
場　所：千葉県西部防災センター～茨城県那珂湊方面

9月14日（土）、今年は日帰りでバスツアーを企画して千葉県
西部防災センターへ防災に関する知識を学びに行きました。

湊町支部では地域がら防災意識を高めようと取り組んでおりま
して、大変多くの方にご参加いただけました。「地震と風水害の
科学」の体験ツアーを行い、災害のビデオも観てたっぷり勉強し
た後は昼食会場那珂湊おさかな市場へ。道中自己紹介で賑やかに
なり一気に懇親会モード。予定通り正午に到着して新鮮なお刺身
をいただきました。海の見える市場でお土産を買って、またまた
海の見える福の神様がいらっしゃる大洗磯前神社で参拝をいたし
ました。その後、めんたいパーク→明利酒造を見学して帰路へ。
豪華商品券争奪ビンゴ大会では皆さん真剣な眼差し。きらきら眼
鏡メイキングDVDを観ながら高見澤副会長に裏話も聞かせてい
ただきました。

ご参加いただいた皆様、大変有難うございます！来年もまた多
くの方にご参加いただけるよう企画をして参ります。

 湊町支部長　青野　哲三

防災勉強会と美味しい
お魚を食べるバスツアー

湊町支部
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令和元年8月29日（木）、北習高
根支部がJUJUきたならの協力をい
ただき、JUJU広場にて第4回とな
る「異業種交流　夕涼み会」を開
催致しました。今回は、各企業紹介でパンフレットを用意し、多岐に
渡るメンバー企業紹介を行い魅力ある地域を感じていただき交流を深
めることを目的としました。この北習高根支部では若手メンバーの青
年経済人「ニューリーダーズ」と命名し、20代～30代のグループを作
りそのメンバーが明るい笑顔と輝きを魅せ、設営から進行までを行い
ました。今回は事前に受付にて名刺をいただき、その名刺でゲームを
行いました。役員メンバーから協賛で景品をいただき参加者全員に景
品が行き渡りました。また、来賓としてお忙しい中を松戸徹船橋市長
が駆けつけご参加くださいました。第4回ともなるとメンバー同士も
より深い親睦交流を図ることが出来ました。また、初参加の企業の方
もたくさんご参加いただき、大変賑わい大成功となりました。この事
業を通じて会員が今まで以上に一致団結し、力を合わせ北習高根支部
の活動への意識を高める場となりました。私達が住まうこの北習高根
支部は、まちを思い考えて様々な情報交換を行い、新しい人の輪が広
がりこの「異業種交流　夕涼み会」を来年も恒例事業とし企画をした
いと思います。さらに、この事業が船橋市の各地域で行われ、会員が
率先し地域のリーダーを発掘し会員拡大の支援を行い、積極的に魅力
ある運動を受発信して行きたいと考えます。

 北習高根支部長　三須　榮光

異業種交流
夕涼み会

北習高根支部 開催日：令和元年8月29日（木）
場　所：JUJUきたなら広場

同　好　会

開催日：令和元年7月30日（火）
場　所：スナック千代

カラオケ同好会
第5回　カラオケ大会

令和元年7月30日（火）18：30より約3時間、高根木戸ス
ナック千代にてカラオケ同好会「第5回カラオケ大会」を開
催致しました。参加者13名、一人3曲の演目でした。

トップバッターは山根さん。選曲は「時代屋の恋」。
山根さんは山手線の駅名を全て暗唱している凄い特技をお

持ちです。
次は早川さん、いつものようにプロのような歌声。更に片

山さん、清松さんは歌いなれた歌声、かなり歌いこんでいま
す。引田さん、座間さん、竹森さんも本当に歌が好きなんで
すね！

日本橋から野中さん、うちはの田中さん十八番の歌、心に
しみました。

そしてプロ並みのイントロの斎藤さん、いつもながら人を
和ませるプロです。

そしてカラオケ同好会会長の秀さんの「恋の町札幌」。私
はまだ北海道に行ったことがありませんが情景が目に浮かび
一度札幌に行ってみたくなりました。

私は今若い人達の間で流行っています「レモン」に挑戦し
ました。会費3千円でお弁当、手作り肴等千代のママさんあ
りがとうございました。

次の3か月後のカラオケ大会の開催が待ち遠しいです。
カラオケ同好会ではお仲間を募集しております。歌の好き

な方、ご一緒に楽しい時間を過ごしませんか。ご参加お待ち
しております。 カラオケ同好会　木村　肇
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開催日：令和元年6月23日（日）
場　所：千葉県大原港

釣り同好会
船橋釣友会

第5回 鯛五目釣り大会
6月23日、千葉県大原港で、第5回鯛五目釣り大会が

開催されました。
今回も、第一回に行われた真鯛釣り大会でお世話に

なった富久丸さんです。参加者は10名。前日は大原も大
雨が降ったようで、開催自体も心配されましたが、天気
は曇りで雨が降ってくることはありませんでした。

集合はAM 3：45。私はいつものように早めにと思い
AM 0：30に家を出たのですが、花輪インターから京葉
道路に入ったところで高橋さんの車に遭遇しました。早
い…。AM 2：30頃到着したときには既に2台車が停まっ
ていました。集合予定のAM 3：45には全員が揃い、今
回も遅刻者ゼロ、相変わらず皆さん元気ですね。

AM 4：30頃離岸し、約40分ほど走ってかなり沖の水
深40mのポイントから始めました。あまりアタリがな
い中、最初に今回初参加の菊池さんがカサゴを釣りまし
た。続いて霞さん良型のウマヅラハギを釣りました。し
かしなかなか本命のマダイが顔を出しません。

船長もいろんなポイントを探ってくれますが、とにか
くアタリが少なく、釣れるのはウマヅラハギやフグばか
りでした。残り30分になったところで、港のすぐ近くま
で戻ってきて水深5 ～8mの浅場でやっと霞さんが可愛い
マダイを釣り、タイムオーバーで納竿となりました。

今回は、朝方は波も高めで、時間が経つにつれだいぶ
穏やかになりましたが、潮の流れが悪く全体的にあまり
良い結果になりませんでした。

帰港後、表彰式を行い富久丸さんからは、富久丸賞と
して干物のセット（大）、さらに全員にタコ飯と干物の
セット（小）を頂きました。いつもありがとうございま
す。

釣りは自然相手の遊びなので、仕方ありません。また
リベンジです。

釣れても釣れなくても次回があります。また楽しみま
しょう… 船橋釣友会会長　小栁　正和

大会結果
優　勝 小栁（680g ウマヅラハギ）
二　位 霞さん（450g ウマヅラハギ）
三　位 高橋さん（たぶん400g ウマヅラハギ）
大漁賞 高橋さん （4匹）
富久丸賞（本命賞）　霞さん

トラギスが釣れちゃった
金野さん

釣ったあとすぐ処理をする
村山さん

本命のマダイを釣った
霞さん
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部 会 ニ ュ ー ス

女性部会シリーズ研修　クレイドール

源泉部会・女性部会「合同夏季特別研修会」
7月3日、前日まで荒天の予報だった天気も当日は辛うじて持ち直し、うす曇りの船橋駅

に参加者26名全員が集合し予定時間前に出発しました。今回は箱根・小田原「自然と美味
しい」を訪ねてを企画いたしました。最初に予定していた大涌谷は5月に警戒レベルが上が
り立入りが出来なくなり、変わりに歴史ある箱根湿生花園に行きました。箱根湿生花園では
ハナショウブやヒメユリ、コマクサなど花が咲き、撮影や思い思いの場所を探してゆったり
とした朝の散歩を楽しみました。昼食は富士屋ホテル別館旧御用邸菊華荘です。菊華荘は明
治28年、皇室の宮ノ下御用邸として造営された由緒ある純日本建築として建てられました。
庭園を散策し、記念撮影を行いました。その後、玄関を抜け、ふすまを開けると庭園が見え
る大広間にて食事となりました。寄木膳は箱根の寄木細工を見立てており、おいしいものを
少しずつ、もう少し食べたいと思うと次の組み合わせのお料理に進み、最後にデザートをい
ただきました。ゆったりとした空間と寄木を思わせる多くの食材を使用した料理に皆様舌鼓
を打ちました。旅行ではいつも体験をすることを重視しており、今回はかまぼこの鈴廣で竹
輪づくり体験をしました。近海の白身魚を練り合わせたすり身を竹にかまぼこ包丁を使って
うまく巻いていき、機械で焼き上げます。お土産を買ってバスに戻ると自分が作った暖かい
竹輪が渡され、香ばしさと弾力のある竹輪はとてもビールと合いました。最後に寄った小田
原城では半分ぐらいの方が坂と階段でリタイヤしてしまいました。城下に色とりどりの紫陽
花が満開になっており帰路に着く前のひと時を過ごしておりました。城は生憎の天気で城下
を見渡すことは出来ませんでしたが、難攻不落と呼ばれた由縁は身をもって体験しました。
あっという間の楽しい一日でした。本会からは鈴木副会長、他皆様忙しい中、ご参加いただ
き有難うございました。ご参加の皆様からも多々御協力もいただきました。重ねて御礼申し
上げます。帰りバスにて来年の予定を練りはじめております。また皆様のご参加をお待ちし
ております。 源泉部会副部会長　川瀬　敦

開催日
令和元年7月3日（水）
行き先
箱根方面

女性部会恒例のシリーズ研修が令和元年6月19日（水）船
橋法人会事務局会議室にて開催されました。今回は講師に芝
山圭子先生をお迎えし「人形クレイドール研修会」です。パ
ン粘土を使った手のひらサイズの小さな可愛いお人形を作り
ました。参加者は10名、先生のご指導の下、みな童心に帰り
ピンクや白の粘土を捏ねて、女の子のワンピース・ボレロ・
ズボン・帽子を作っていきます。最後に女の子の頭（顔）・手
首・足首のパーツを差し込みサインペンで目を書き入れます。
頬には紅を差し完成です。それぞれの個性豊かなお人形が出来上がりました。今、私はこの
人形をオフィスの机の上に飾っています。パソコン作業で疲れた時、ふと目をやるとそのつ
ぶらな瞳が優しく癒してくれます。

今回ご指導くださいました芝山先生、そしてお忙しい中ご参加くださいました女性部会の
皆様、ありがとうございました。

女性部会では今年度の事業と致しまして「手作りアクセサリー」「フラワーアレンジメン
ト」など楽しいシリーズ研修を予定しております。

しばし多忙な日常を忘れ、心豊かなひと時を楽しみませんか？　皆様是非ご参加ください
ませ。多数のご参加お待ちしております。 女性部会副部会長　小川　淳子

開催日
令和元年6月19日（水）
場　所
船橋法人会事務局会議室
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4会合同ソフトボール大会

秋分の日も過ぎスポーツの秋、
令和元年9月25日（水）千葉県税
理士会船橋支部・船橋税務署・
公益社団法人船橋法人会青年部
会の3会に、今回あらたに参加表
明いただきました船橋市役所を併せて、4チームによるソ
フトボール大会が船橋市民球場にて開催されました。

日中は秋晴れの湿度の低い過ごしやすい気候の中、夕方
6時を過ぎるとすっかり暗くなり始めました。午後7時ぴっ
たりにナイターの光が心地よくグランドを照らす中、総勢
60名弱の方々にご参加いただき無事スタートとなりまし
た。

第一試合目は「船橋法人会青年部会」対「千葉県税理士会船橋支部」でした。青年部会といっても名ばか
りで、到底青年…とはほど遠い40代半ばから後半の「オジサン集団」でございます！昨年同様、走れず！
取れず、そして打たれ…結果は、2対10で「千葉県税理士会船橋支部」の勝利でした。昨年より点差は縮ま
りましたが（笑）。その後は2時間という限られた時間でしたので時間が押してしまい残念ながら青年部会
は1試合のみとなってしまいました。その他は接戦の末、優勝は「船橋市役所」という結果でした。

その後、場所を喜久水に移し懇親会を行いました。日頃話す機会が限られていますが、この日は参加され
た方々と親睦を深めることが出来、有意義な時間を過ごせました。多くの方々のご協力のお蔭で、大きなト
ラブルもなく無事に開催できました。誠にありがとうございました。

 青年部会厚生委員　中薗　雅晴

開催日
令和元年9月25日（水）
場　所
船橋市民球場

法人会青年部会チーム

4会全員で記念撮影

喜久水にて親睦会
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令和元年度第1回　源泉所得税実務研修会

第１回より道勉強会

令和元年9月5日（木）船橋商工会議所にて源泉部会主催の第1回源泉所得税
実務研修会を開催致しました。御多忙中にも関わらず今回は55名の方に御参加
いただきました。

まず私が冒頭に挨拶をさせていただき、続いて船橋税務署副署長川畑耕司様
の御挨拶の後、法人課税第2部門審理上席山本理香様による講演をしていただき
ました。

講演内容と致しましては、源泉所得税の改正のあらまし（令和元年5月）を教
材にして少額投資非課税制度（NISA）の非課税口座を開設している居住者等が
一時的に出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置や、成人
となる年齢の引き下げに関連して非課税口座を開設することができる年齢要件
が18歳以上に引き下げられる改正（令和5年1月1日以後開設する非課税口座に
ついて適用）等について説明、公的年金等の源泉徴収の見直しについての説明
がありました。

源泉所得税の実務（中級編）を教材にして
・非課税とされる給与等について
・経済的利益の取り扱いについて
源泉所得税の実務で必要となる細かな事例についても説明。
特に、退職所得の税額の計算については、いろいろなケースに当てはめた税

額の計算方法についての説明がありました。
年3回開催している内の1回目を無事に終えることが出来ました。実務研修会

に御参加いただきました皆様並びに御講話いただきました船橋税務署の皆様、
その他多くの方のご協力をいただき、心より感謝申し上げます。誠にありがと
うございました。 源泉部会部会長　川野辺　武雄

開催日
令和元年9月5日（木）
場　所
船橋商工会議所6F会議室

青年部会の令和元年最初のより道勉強会は、「営業・接待を成功させるワイン
の知識を学ぼう」をテーマに開催致しました。皆様普段ワインを飲む機会は多
いと思いますが、今更聞けない基本的な知識や、ビジネスにも役立てていただ
けるような知識を習得できる機会を提供したいというメンバーの想いと、法人
会でも毎年ワインの会を企画している支部もありますので、そういった会にも
繋げていただければと思い、企画させていただきました。

会場は大同生命様の会議室をお借りし、ワイングラスやおつまみ等を事前に
準備し、当日は船橋市出身のソムリエでいらっしゃる小久保氏（『図解ワイン1
年生』というワイン部門ベストセラーのワイン導入本をご執筆）をお招きして、
ワインについてとても分かり易くお話して頂きました。主に品種についての基
本的なお話を聴きながら、主だった6種類の品種のワインを試飲し、それぞれの
特徴や味の違いを実感することができました。今後ワインを選ぶ際にとても役
立つ知識が得られたと思います。参加者全員で楽しく学ぶことができ、好評を
いただけましたので、今後に活かしていきたいと思います。

 青年部会研修副委員長　菅　舞子

開催日
令和元年9月18日（水）
場　所
大同生命保険㈱千葉西支社
会議室
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（公社）船橋法人会 Ｅ-mail:info@sfh-net.or.jp

ＴＥＬ　０４７-４２５-２７０１



（26） 公益社団法人 船橋法人会　ふれあい

会員企業PRコーナー 船橋法人会広報委員が会員企業の
みなさまを取材してご紹介します！
今回は次の2社のみなさまです。

WakuWakuカンパニー
住所　船橋市宮本4-19-10
電話　047-404-9445

京成電鉄　大神宮下駅から国道14号に向かうと「放課後等デイサービス」
の事業所に出会います。トレードマークのかわいい「もこもこ」の絵が目印
です。
◎基本理念

・子どもの個性や可能性を一緒に見つけていきます。
・ 子どもがいきていくために必要な事をご家族と一緒になっ

て考えていきます。
・ 子ども達がより生活しやすくなるように、地域と繋がった

施設を目指します。

安心・安全なケアを目指し、お子様一人ひとりの個性や障がいの状況に
応じて適切にケアし、お子様がのびのびと自己を十分に発揮できるよう支
援します。

◎主な活動内容
・基本的な生活習慣の自立 ・運動プログラム
・音楽プログラム  ・外出活動 ・調理活動

花工芸 full flower
住所　〒274-0825船橋市前原西3-23-2
電話　047-471-9337　FAX　047-455-6173　代表　大竹　和子

“全国にお花をお届けします”
（生花・プリザーブドフラワー・アートフラワー）

馬車道

成田街道
新
京
成
電
鉄県道69号線 ローソン

PARCO

JR津田沼駅
至東京 至千葉北口

full flower
駐車場有

◦お店のショーウインドーにお花がいっぱい。
◦ 千葉テレビのスタジオ花・フランス大使館・ベルサイユ宮殿

ホテル・ニューヨーク カーネギーホール・ハワイフラワー
フェスティバル等に展示。

◦ 遠くへ、そして身近な花嫁さんのブーケに、お祝いや記念品
にとそのニーズに合わせて届けます。

◦ 会社との契約で社員や家族の誕生日プレゼントにも重宝され
ています。

◦ 店舗（会社）ではいろいろなお教室が用意され、新しいお花
の形が生まれています。
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で福利厚生を！

勤労市民センターには、ホール、音楽室、展示室、レクリエーションルーム、会議室、トレーニ
ングルームなどの様々な目的に対応した施設をご用意しております。お気軽にお問合せください。

◆〒 273-0005　千葉県船橋市本町 4-19-6　◆℡　047-425-2551　◆月曜・年末年始休館

文化・コミュニケーション活動・健康増進の拠点

船橋市勤労市民センター

FCS（公益財団法人 船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター）は、船橋市が設立した財団で、
さまざまな事業を通して中小企業や小売店舗等の事業主のみなさまと働く方そしてご家族を応援し
ています。オフタイムは、FCS の福利厚生で！

◎主な事業
◇宿泊費の助成‥‥‥1 泊につき会員 2,500 円、同居の登録家族 1,200 円（最大年 6 泊）
◇映画券‥‥‥‥‥‥TOHO、イオンのパスポートチケットを 1,100 円で
◇ 帝国ホテル、ホテルニューオータニ幕張などの食事券の割引利用、ディズニーランドなどの施設

の割引利用‥‥‥‥東京ディズニーリゾートの特別利用券（1,000 円）を年 2 枚配布
◇参加型事業‥‥‥‥ ハイキングや味覚狩り、グルメ＆テーブルマナー、家族映画会、 

ボウリング大会、独身者交流会など
◇人間ドック、生活習慣病予防健診の一部助成‥‥‥ 会員に、2,000 円～ 8,000 円
◇定期健康診断費用の一部助成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 事業所に、会員一人の受検につき 800 円
◇慶弔時の給付金‥‥結婚祝 20,000 円、出産祝 5,000 円、死亡弔慰金 50,000 円

勤続祝（10 年・15 年・20 年・25 年・30 年）5,000 円など
◇情報提供‥‥‥‥‥FCS ニュースの発行、ホームページ

○加入
①事業所単位 ‥‥市内の中小企業や商店の事業主と従業員の方
②個人単位 ‥‥‥中小企業で働く市内在住か在勤の方

○会費
一人月額 500 円
※1：入会金はありません。　※2：経理上は損金または必要経費処理

◎特定退職金共済制度
毎月の掛金を納入することにより、従業員が退職した時に、
事業主に代わって FCS が従業員に直接退職金の支給を行う制
度です。

お問い合せ・お申し込みはFCS事務局
〒 273-0005　船橋市本町 4-19-6 勤労市民センター 2 階
℡ 047-426-1155　URL：www.f-cs.or.jp

薬局

本町通り

勤労市民
センター

至大神宮

中央図書館

御殿通り

京成本線
至
上
野

至
津
田
沼

京成
船橋駅

JR総武線
JR船橋駅至東京 至千葉

QR コードを読み込んで
端末用サイトにアクセス！
https://www.f-cs.or.jp/


