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2014’第32回蒲郡まつり
　市制60周年記念として、今年は日程を一週
間早め7月19日（土）、20日（日）に盛大に開催
いたしました。
　19日（土）には、蒲郡駅の南エリアを中心に
「蒲郡ときめきサタデー」と題して、生命の海
科学館の夏祭りや、市内7中学校校区の力自慢
が参戦した綱引き大会、華麗な衣装のよさこい
踊りやダンスコンテスト等が行われ、会場の雰
囲気を盛り上げていました。20日（日）の納涼
花火大会は「Anniversary」をテーマに掲げ、
恒例の太平洋岸最大級の正三尺はもちろん、
地元大塚小学校の児童がプロデュースしたス
ターマインなど、約6,000発の花火が蒲郡の夏
の夜空を美しく彩りました。
　ご来場いただいた皆様及び多大なご尽力い
ただいた関係者の皆様、各団体様に感謝申し
上げますと共に、これからも益々パワーアップ
してゆく蒲郡まつりにどうぞご期待ください。
　　　　　　　　　　蒲郡まつり実行委員会
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　豊橋税務署人事異動
青年部会
　租税教室への講師派遣
青年部会主催
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　女性部会総会・女性部会総会講演会　
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職　名 氏　名 前　職

署　　　長

総 務 課 長

総務課　課長補佐

連絡調整官

法人課税第一部門
統括国税調査官

審理専門官
（法人課税事務担当）

筆頭副署長
（法人担当）

国税庁名古屋派遣
監督評価官室長

名古屋中税務署
特別国税調査官（総合調査担当）

名古屋国税局　徴収部
徴収課　課長補佐

名古屋国税局派遣
納税者支援調整官

名古屋西税務署　法人課税第一部門
統括国税調査官

清水税務署　法人課税第一部門
総括上席国税調査官

副　署　長
（個人・資産担当）

副　署　長
（総務・報聴・管運・徴収担当）

留任

留任

留任

留任

留任

留任

小宮　美樹

大橋　慎一

奥田　光広

新美　和典

原田　陽二

徳 田 　 忍

加藤　剛章

森 　 稔 宏

鈴木　孝典

伊南　眞人

鈴木　秀幸

税務署だより

税務広報広聴官
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豊橋税務署
人事異動

幹部職員一覧

筆頭副署長（法人担当）
大橋　慎一 
（おおはし　しんいち）

署長  
小宮　美樹 （こみや　よしき）
趣 味
好きな言葉

／囲碁
／思いやりは人を動かす

趣 味

好きな言葉

／「道の駅」巡り、
　 海釣り
／出会い（縁）を
　大切に

趣 味
好きな言葉

／水泳
／牛歩

法人課税第一部門 
統括国税調査官
鈴木　孝典
（すずき　たかのり）
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青年年部会青年部会

　青年部会のメンバーが講師を務めた租税教室が豊川市立萩小学校・豊川市立小坂井西小学校で行われま
した。
　租税教室は、税について知ってもらおうと小学生から高校生までを対象に税務署職員等が学校へ出向
いて行われていますが、平成25年度からは東三河法人会青年部会も小学生向けの租税教室の一部を担う
こととなり、豊橋税務署での「租税教室講師養成研修」を受講し準備を進めてきました。
　萩小学校では1クラス、小坂井西小学校では3クラスに、浅井延広監事・石原勝好副部会長・伊藤健敏副
部会長が講師として教壇に立ち租税教室が行われました。
　平成25年春の税率変更を控え、児童らにも身近な税金である消費税を題材に、払った税金がどこに集
められ、どのように使われていくかなど掲示資料を使い説明しました。
　その後、「マリンとヤマトの不思議な日曜日」という租税教育用アニメを上映し、税金のない暮らしが
いったいどのようなものか、税金のある「今の暮らし」とどのように違うかを見てもらい、日々の生活の
あらゆる場面で税金が使われていて、その税金がないとどれだけ不便な世の中になるかを一緒に考えま
した。
　途中では、3,000万円分のレプリカ紙幣束を使ってのクイズなども行い「笑い」も交えての教室となりま
した。
　最後に、「国や県市町村などがいろいろな公共の工事を行ったり、学校の先生・消防士・警察官などのお
給料を払ったりするのにも必要なお金も税金という形でみんなで出し合っていて、学校の机やイス教科
書・教材・掃除道具なども税金から支払われているので、周りのものも大事に使って楽しい学校生活を
送ってください。」と呼びかけて、初めての講師役を終了しました。
　本年度からは、IT税金クイズと並ぶ継続事業と位置づけて取り組んで行きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （青年部会副部会長　伊藤健敏）

租税教室への講師派遣

青年部会員による租税教室の様子
豊川市立萩小学校　【平成26年1月21日（火）】

豊川市立小坂井西小学校　【平成26年1月30日（木）】

本部・支部・部会
の活動



女性部会女性部会

青年年部会青年部会
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小・中学生に対する「IT税金クイズ」

女性部会総会講演会
演題

女性部会総会

「健康と美と癒し」

講師 川口　由倫氏（整膚学博士、美容講師）

　青年部会の租税教育活動の1つであります、小・中学生に対する「IT税金クイズ」も今年で13
回目となります。
　今年度は10月6日(月)から11月21日(金)までを応募期間として展開の予定です。
　IT税金クイズは、私たちの社会をつくる「もと」となる税について、気軽に楽しみながら考
える、またとない機会です。
　今年度は、10,000人を超える応募者をめざして青年部会・社会貢献委員会を中心として鋭意準
備を進めておりますので、是非御期待ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（青年部会社会貢献委員長　宮地清和）

　川口氏は「肌つまみ」で健康を説明。肩こりについては「肩の筋肉をやわらかくする。」指で筋
肉をつまみ、やわらかくしてから引っ張る」と実演を交え紹介した。

　平成26年4月3日（木）、第28会通常総会をホテルシーパ
レスリゾートにおいて北嶋豊橋税務署長はじめ多くの来賓
出席のもとに開催した。
　総会は、根木副部会長の司会により吉見副部会長の「開
会の辞」で始まった。冒頭挨拶に立った安田部会長から、
消費税への対応にふれる中で、「このような時期こそ、会員
相互の情報交換を深め、自己啓発を高めていきましょう」と出席者に呼びかけた。
　議事では、白井副部会長が第1号議案平成25年度の事業報告及び決算報告を説明、瀬川副部会長
が、第2号議案平成26年度事業計画及び予算承認について説明し、いずれも満場一致で承認可決さ
れた。

我々の大切な社会のために！今年もやります！「IT税金クイズ」

～体の中から綺麗になりましょう～

本部・支部・部会
の活動
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第2回　通常総会 本　　部

　「一般社団法人　東三河法人会」としてスタートしてから満1年が経過し、第2回（通算28回）通常総会を5
月28日（水）ホテルアソシア豊橋において開催した。
　開会にあたり挨拶した赤井知久会長は、「一般社団化への体制が変わっても、会が目指すものは不変です。
一部業種によって好況感も漂っていると聞きますが、地域にとってはまだまだといった感じです。私たちは、こ
うしたなかにあっても自分たちの道を探し、次へのバトンタッチに備えなくてはなりません。」と語り、会員の
いっそうの支援、協力を呼びかけた。その後、議長を務め議事に審議に入った。
　第1号議案　議長録署名人選出の件、第2号議案　平成25年度決算報告書承認の件、第3号議案　理事選
任案承認の件が順次上程され、いずれも満場一致で承認可決された。つづいて、報告事項（1）平成25年度事
業報告（2）平成25年度公益目的支出計画実施報告（3）平成26年度事業計画（4）平成26年度収支予算の
報告を行った。
　総会閉会後、表彰が行われ、赤井会長から東三河法人会表彰者4名、功労者1名、優良支部1支部、優良会員
3名に感謝状が贈呈された。
　続いて、来賓を代表して、北嶋豊橋税務署長、藤原東海税理士会豊橋支部長から丁重なるご祝辞をいただ
いた。
　総会終了後、理事会を開催し、第1号議案　専務理事・常任理事選任案承認の件が満場一致で可決した。
　新専務理事に小田切昇氏（（一社）東三河法人会）、常任理事には鈴木敬太郎氏（中部ガス（株））が選任さ
れた。

豊川支部総会 豊川支部

■平成26年4月22日(火)　■伊勢屋本店

田原支部総会 田原支部

■平成26年5月1日(木)　■田原中部市民館

蒲郡支部総会 蒲郡支部

■平成26年4月30日(水)　■蒲郡商工会議所コンベンションホールA

豊橋支部総会 豊橋支部

■平成26年4月23日(水)　■ウェステージ豊橋

■平成26年5月28日(水)　■ホテルアソシア豊橋

渥美支部総会 渥美支部

■平成26年5月2日(金)　■田原市役所渥美支所

本部・支部・部会
の活動
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青年部会

■平成26年4月8日(火)
■ウェステージ豊橋
テーマ：「企業活動と税」
講　師：豊橋税務署　松井副署長

女性部会

■平成26年1月15日(水)
■ホテルシーパレズリゾート
テーマ：「税あれこれ」
講　師：豊橋税務署　北嶋署長

豊橋支部

■平成26年7月4日(金)
■豊橋市民センター（カリオンビル）
テーマ：「平成26年度税制改正について」
講　師：豊橋税務署審理専門官　伊南 眞人氏

● 税務研修会 ●

● 決算説明会 ●

● 市民講演会 ● ● 税金クイズ ●

● 経済・経営講演会 ●
豊橋支部

■平成26年2月7日(金)
■豊橋市民センター（カリオンビル）
テーマ：「会社の決算・申告の実務 2月～6月期」
講　師：豊橋税務署法人課税第一部門上席国税調査官　
　　　  渡辺 茎都由氏

蒲郡支部

■平成26年2月13日(木)
■蒲郡商工会議所
テーマ：「決算期別説明会 12月～3月期」
講　師：豊橋税務署法人課税第一部門国税調査官　
　　　  池田 吉輝氏

本　　部

■平成26年1月27日(月)
■名豊ビル8階　コミュニティホール
テーマ：「農業には夢もロマンもある」
講　師：木村　修氏
　　　  ㈱伊賀の里モクモク手づくりファーム 代表取締役社長

渥美支部

■平成26年2月7日(金)
■田原市役所渥美支所
テーマ：「内外経済と株式市場の見通し」
講　師：大和証券投資戦略部株式ストラテジスト 
　　　  野間口　 毅氏

豊橋支部

■平成26年4月23日(水)
■ウェステージ豊橋
演　題：「他人のやらないことをやる～“売る力”
を磨け！製造業を強くするのは営業する力だ～」
講　師：本多 克弘氏　㈱本多プラス 会長

蒲郡支部

■平成26年7月18日(金)
■蒲郡商工会議所 コンベンションホールA・B
テーマ：「どうなる日本経済！アベノミクスが目指すもの」
講　師：経済ジャーナリスト　須田 慎一郎氏

豊川支部

■平成26年2月8日(土)
■豊川市文化会館大ホール
第一部 映画「黒部の太陽」上映会
第二部 トークショー
テーマ：「夫・石原裕次郎を語る」
講　師：石原 まき子氏

田原支部

■平成26年2月2日(日)
■田原文化会館文化ホール
テーマ：「頑張らない  生き方 
　　　　～人生を楽しく過ごすために～」
講　師：池田 清彦氏

豊川支部

■平成26年5月24日(土)、25日（日）
■豊川市野球場
「豊川市民まつり・おいでん祭」で小中学生、
  一般の方が「税金クイズ」に挑戦

本部・支部・部会
の活動
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支部別 50音順　敬称略

6月24日愛知県法人会
連合会総会時表彰

6月24日愛知県法人会
連合会総会時表彰

豊橋支部
蒲郡支部

浅倉　伸治
川合　隆司

（株）経真
小森（株）

豊橋支部
田原支部

藤原見依子
山崎　　曻

（株）三光製作所
（有）ナゴヤミセ東店

豊橋支部 佐津川　英利 タイコウハウス（株） 豊橋支部 内 藤 　 照 子 ㈲内藤タイヤ商会
豊橋支部 芳 賀 　 博 本多電子（株）

◆東三河法人会長感謝状◆ 5月28日 本部総会時表彰

◆東三河法人会長表彰◆ 5月28日 本部総会時表彰

◆優良支部（高加入率維持）

◆功労者

◆優良会員（3社以上増強した会員）

支部名 所管法人数 会員数 加入率 備　考

田原支部 569 416 73.1％ 70％維持

表彰受賞者紹介

◆全法連功労者表彰◆

［豊橋支部］
古橋　　親 
明石産業（株）

［田原支部］
河合　利則
壽鑛業（株）

◆県法連会長表彰◆

［豊橋支部］
小野　　真
（株）オノコム

［豊川支部］
竹内　幹尚
（株）竹内家具店

［蒲郡支部］
杉山　和弘  
（株）明山荘

［豊橋支部］
白井　慶造
 （株）豊橋魚市場

［豊川支部］
土井紀美子
宇都宮工業（株）

［渥美支部］
石倉　一造
（株）石倉精工

小野田勝明　役職／専務理事
本部役員経歴／専務理事　12年　

　事務局には平成13年8月から26年5月までの間お世話になり、
ありがとうございました。
　法人会では、「人との出会い、お付き合い」がいかに大事か身
をもって教えていただきました。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （小野田勝明）
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法人税
復興特別法人税の1年前倒し廃止復興特別法人税の1年前倒し廃止復興特別法人税の1年前倒し廃止

◆足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を1年前倒しして終了し
　ます。
※これに伴い、復興特別所得税額を法人税の申告において法人税額から控除できることとします。

　法人税の納税義務者は、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に
おいて、基準法人税額（所得税額控除等の適用前の法人税額）に対して10％の付加税（復興特別法人税）を納
付する義務があります。

廃止

参 考 改正前の制度の概要

交際費課税の緩和・延長交際費課税の緩和・延長交際費課税の緩和・延長
◆交際費課税制度について、その適用期限を2年間延長するとともに、消費の拡大を通じた経済の活性化を図
　る観点から、交際費のうち飲食のための支出（社内接待費を除く。）の50％を損金算入可能とします。
※中小法人については、現行の定額控除（800万円）との選択制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【平成26年4月1日以後に開始する適用年度について適用します。】

　法人が支出する交際費等（一人当たり5,000円以下の飲食費等を除く。）は、原則として全額損金不算入。
ただし、中小法人については、年800万円に達するまでの全額損金算入可。

緩和・
延長

参 考 改正前の制度の概要

支出交際費等

飲食費

改正前 全額損金不算入

50％

改正後 損金不算入損金算入

飲食費以外

※中小法人については、飲食費の50％と定額控除額800万円のどちらかを選択

税務署だより
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地方法人税
地方法人課税の偏在是正地方法人課税の偏在是正地方法人課税の偏在是正

◆地方団体の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率引下げにあ
　わせて地方法人税を創設し、その税収全額を交付税原資化します。
◆暫定措置である地方法人特別税・譲与税の規模を縮小します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用します。】

納税義務者
課 税 標 準
税 率
申告納付先
税収の使途

：法人税を納める義務がある法人
：基準法人税額（所得税額や外国税額等の控除前の法人税額）
：4.4％
：国（税務署）
：地方交付税として地方団体へ配分

新設

1.地方法人税の創設
●

●

●

●

●

地方法人特別税から法人事業税へ3分の1相当を復元

2.地方法人特別税・譲与税の規模縮小

税務署だより
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消 費 税
外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

◆外国人旅行者向け消費税免税制度について、免税対象を飲食料品や化
　粧品等の消耗品へ拡大し、併せて購入記録票等の様式の弾力化及び手
　続きの簡素化を行います。
　【平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用します。】

①　購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化。
②　免税店をさらに増加させる観点から、観光庁が中心となってPR等の施策を実施。
③　適正な執行を担保する仕組みを導入。
（新たに拡大する品目について、一定の包装（シール封印等）、金額上限（1日1人1店舗あたり50万円以内）等を設ける。）

見直し

手続きの簡素化・不正防止措置等

改正前の対象物品

改正後の対象物品

簡易課税制度のみなし仕入率の見直し簡易課税制度のみなし仕入率の見直し簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
◆簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業を第4種事業（60％）から第5種事業（50％）、不
　動産業を第5種事業（50％）から第6種事業（40％）とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用します。】

見直し

●家電 ●バッグ ●衣料品 等

●食料品 ●飲料品 ●医薬品 ●化粧品 

改正前の対象物品

全ての物品
に拡大

＋
等の消耗品

税務署だより



納める額

納める方法

適用期日

「あいち森と緑づくり税」の
延長について（お知らせ）

愛知県東三河県税事務所

　愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を目指し、平成21年度から10年計画で実施してい
る「あいち森と緑づくり事業」について、県内の森と緑の状況や、これまでにいただいた事業に
対する意見・要望などを踏まえて、後半5年間も事業を継続することとし、「あいち森と緑づくり税」
の課税期間を5年間（平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分まで）延長することと
しました。
　この趣旨をご理解いただき、今後とも法人県民税の申告納付になお一層ご協力くださいますよ
うお願いいたします。
　なお、この「あいち森と緑づくり税」は、法人の皆様につきましては、法人県民税均等割の税
率の特例（超過課税）としてご負担いただいております。
　また、個人の方につきましては、個人県民税均等割の税率の特例（超過課税）として、一律年
額500円をご負担いただいております。

上記「納める均等割額」により申告納付します。

均等割額の5％相当額（法人県民税均等割額に加算されています）

資本金等の額

50億円超
10億円超50億円以下
1億円超10億円以下
1千万円超1億円以下
上記以外の法人

40,000円
27,000円
6,500円
2,500円
1,000円

840,000円
567,000円
136,500円
52,500円
21,000円

「あいち森と緑づくり税」
（年　額）

納める均等割額
（年　額）

平成21年4月1日から平成31年3月31日までの間に
開始する各事業年度

お問合せ先 東三河県税事務所　課税第一課　県民税・事業税第一グループ
電話　0532-35-6126（ダイヤルイン）

11　2014年9月号
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本部総会講演会

会社は変わってこそ生き続ける

　あの天下のトヨタ自動車でさえ、倒産の危機があり

ました。ホンダも外注先から部品の納入がストップさ

れ、危機に立たされたことがあります。人間がつくる

組織が未来永劫に存続すると考えること自体、無理

があります。組織は、時間の経過とともに硬直化して

消滅するものだと考えることのほうが理にかなってい

ます。では、「万物流転」に逆らって、未来永劫の繁

栄を可能にする「経営の基本理念」とは何かといいま

すと、それは、環境の変化に会社を対応させていくこ

と、つまり、会社の永続的な変革だと考えます。政治

や経済はもちろんのこと、人々の暮らしや意識が変化

していくことにあわせ会社も変わっていかなければ、

その存続は不可能です。

ホンダの人間主義

　トヨタ自動車は「人間性尊重」、ホンダは「人間尊

重」です。一文字違うだけと思われるかもしれません

が、ここにホンダの特長が示されています。「性」が

無いだけ、ホンダはより人間らしさを大切にする会社

です。あるとき新製品の発表会が計画され、来場さ

れるお客様には、雨のなかで製品をご覧頂くことが

ないようにとの指示が各地のお店に伝達されました。

それを受けたあるお店の若手担当者は、巨大なテン

トを発注して会場に設営しました。会期中は雨も降ら

ず結局用立たずでそのテントはお蔵入りしましたが、

その責任を問う声は、社内には有りませんでした。担

当者が精いっぱい考え、目的達成のためと準備した

姿勢が評価されるのです。「失敗を恐れて何もしない

ことが最大の罪」という行動基準を掲げるホンダのひ

とつの姿がここに示されています。

会社に夢があるか

　夢には、意欲や努力、創意工夫、提案を産む力があ

ります。この夢を育み、みんなのものにするには、社

内の価値基準が明確になっていなければなりませ

ん。行動基準や判断の尺度が違っていると夢そのも

のが見えてきません。ホンダには3つの喜びというも

のがあります。「買って喜ぶ・売って喜ぶ、創って喜

ぶ」です。お客様、販売、製造それぞれが、自立・平

等・信頼で結ばれたとき、この喜びは完結します。こ

の喜びの完結のため、それぞれの持ち場の夢が具体

的に描かれます。また、一方でホンダは「ホンダの常

識は、世間の非常識」「能ある鷹は爪を出せ」「石橋

なら叩かず渡れ」「成功は99%の失敗に支えられた

１％です」「休憩時間とアフター５は（役職関係なく）

平等」等など、判断基準、行動基準を分かりやすくし

て徹底する努力を重ね、会社の夢を実現する努力を

続けています。

最終責任は私にある

　日本の労働密度は、アメリカの半分の40％程度と

言われています。見方を変えれば、まだまだやれる部

分が残っているということです。では、どうすればや

れる部分を引き出すかですが、私はまずは、意識改

革だと思います。意識の一致が無ければ、行動もバラ

バラ、結果もバラバラです。次に管理者は、期待する

ゴールを見せることです。そして、少しでも成果が見え

たら認めて、誉めることです。このあたりが日本人に

は少々難しいとされることですが、誉めることで次の

ステップへの移行がスムーズになります。そして、最も

重要なことは、トップが「最終責任は私にある」と断

言することだと考えます。つまり、権限と責任を明ら

かにしておくことが、社員のモチベーションを高める

うえで決定的なポイントになるということです。

ダブルのプレーで動く

　得意先や顧客の管理などでも、担当者任せの断片

的、コマ切れ的な仕事振りは、部門の孤立化を招き、

業績を衰退させます。管理とフォローの仕組みを整

え、単独プレーではなく複数のプレーヤーが参画す

る調和のとれた仕事の流れとシステムをつくること

が、今、経営者に求められる最も大きな課題のひとつ

ではないでしょうか。

ホンダ流人材育成と
　　　  　社内活性化
～モチベーションアップの具体策～

■講　師　大河　滋（おおかわ しげる）氏
　　　　　元ホンダベルノ店　代表取締役社長
■日　時　平成26年5月28日(水)
■会　場　ホテルアソシア豊橋
■参加者　187名　　　　
記事内容は広報委員会で取材編集したものです。　　

（文責　広報委員会）

大河　滋 氏講講演演演会会会会会
　レレポポポーーーートトト
講演会
　レポート
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事務局だより

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

新入会員紹介

豊　橋
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
豊　川
〃
蒲　郡
渥　美

（平成25年10月～平成26年3月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（入会日順）

ぬし光塗装工業㈱
ヒラヤ㈱
㈲中央葬祭
㈱有田労務管理事務所
堀田地所㈱
㈱清陽舘
イシハラ工業㈲
㈲ピョンピョン薬局
㈲松下装業
㈱フラン
（資）壺屋弁当部
㈱堀部セイコー
（同）イチタツ
㈱武田
㈱スマートルーフ
㈱加藤業務店
㈱アーバンホーム
㈲サンヨウ
㈱金源
㈱むらかみ
㈲アートホーム
㈲マキノ電機
㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
NPO法人渥美半島まちづくり推進機構

自動車鈑金塗装
入浴剤販売
葬祭業
労務管理コンサルタント
不動産業
理容業
アルミ金属加工
医薬品小売業
塗装
洋菓子製造販売
食品製造販売
部品製造業
うなぎ卸売
コンビニエンスストア
屋根工事他
左官工事
不動産業
産業廃棄物処理
建材業
菓子卸売
建設業
電機機械設計
再生医療製品の開発・製造・販売

豊橋市菰口町3-56
豊橋市羽田町67
豊橋市前田町2丁目1-10
豊橋市東脇1丁目8-5
豊橋市東小鷹野2丁目14-5
豊橋市花田一番町86
豊橋市牟呂外神町13-7
豊橋市牟呂外神町14-3
豊橋市牛川町字洗島37-1
豊橋市南瓦町148
豊橋市白河町11
豊橋市飯村町高山10-34
豊橋市杉山町字福住142
豊橋市草間町郷裏6（605）
豊橋市前田町2丁目9-10
豊橋市佐藤2丁目16-21
豊橋市中郷町198
豊橋市富士見町607-1
豊橋市横須賀町玄宗6
豊橋市問屋町10-1
豊川市伊奈町佐脇原415-350
豊川市伊奈町出口59
蒲郡市三谷北通6-209-1
田原市古田町岡ノ越6番地4

当面の行事予定

全法連、県連関係

□10月16日（木）
□10月27日（月）
□11月20日（木）～　
　11月21日（金）
□11月26日（水）
□12月  1日（月）
□12月  8日（月）
　平成27年
□1月23日（金）
□1月27日（火）

12：00
12：00
15：30
12：00
12：00
12：00
14：30

14：00
16：00

第31回全国大会（栃木大会）
専務理事等会議

第28回全国青年の集い（秋田大会）

女連協　情報交換会
愛知県法人会運営研究会
税制講演会

専務理事等会議
第6回理事会　理事・委員合同賀詞交換会

栃木県総合文化センター
名古屋大同生命ビル2F

秋田県民会館

ホテルキャッスルプラザ
ホテルキャッスルプラザ
ウィンクあいち

名古屋大同生命ビル2F
名鉄ニューグランドホテル

本部
□10月22日（水）

□10月28日（火）

12：15

14：30

正副会長会
第28回調査部所管法人税務研修会
（東三河・新城法人会共催）

豊橋商工会議所

ホテルアソシア豊橋5F

青年部会
□10月  9日（木）
□11月  5日（水）

18：00
18：30

租税教室講師養成研修会
役員会・講演会

豊橋商工会義所401
ホテル明山荘

女性部会
□11月12日（水）～
　11月13日（木）

税務研修旅行 伊豆方面

平成26年



豊橋支店
〒440-0806　豊橋市八町通1-18 豊橋中央ビル3F
TEL.0532-54-3060　FAX.0532-53-5856
（受付時間：午前9時から午後5時まで　土・日・祝日・年末年始を除く）
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