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若葉祭（うなごうじ祭）  写真／八幡社  提供

■ 青年部会
   第33回 法人会全国青年の集い「大分大会」
　第18回 小・中学生法人会税金クイズ　
■ 女性部会
　工場見学と昼食会、岡崎法人会女性部会との情報交換会
   第6回 税に関する絵はがきコンクール（募集）
■ 税務署だより・県税だより・市税だより 



　新年、明けましておめでとうございます。
　令和２年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員の皆様方及び税務ご当局はじめ関係諸団体各位におかれましては、日頃から東三河法人会の運営
並びに各種事業活動に対しまして、深いご理解と温かいご支援を賜り心から厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は、約30年続いた『平成』の時代から、「人々が美しく心を寄せ合うことで、文化が生まれ育
つ」の意味が込められているという『令和』として新たな時代がスタートしました。
　ご承知のとおり、平成元年は、日本で初めて消費税が導入され、バブルがピークに達して12月には日経
平均株価が史上最高値を記録、また、世界に目を向けますと、天安門事件、ベルリンの壁の崩壊と続き、マ
ルタ会談で米ソ冷戦が終結するなど歴史的大変換の年でありました。
　その後、日本では、バブルの崩壊から「失われた20年」へ突入し、人件費の抑制と円高による製造業の
海外移転が相次ぎ、大規模小売店舗法の廃止など各種規制の緩和、インターネットや電子マネー等の普
及・拡大、そして、少子高齢化社会の到来や生活保護・年金問題など日本の経済構造と社会が急激に変化
しました。
　一方、世界においても、ヒト・モノ・カネが国境を越えて自由に行き来する「グローバリズム」の時代が到来
するものの、リーマン・ショック後、貧富の格差拡大や移民の急増に起因する「反グローバリズム」「自国
ファースト主義」の台頭から米国発の保護主義や米中の技術覇権争い、そして、地球温暖化問題など多種
多様な懸念事項を抱え、より一層不透明感が増しております。
　そうした中、子年の株式市場は「繁栄する」といわれている今年は、緩和的な金融環境や政府支出によ
る下支えから設備投資や個人消費の雇用・所得環境の着実な改善による増加、オリンピック関連需要など
から景気の拡大が見込まれるとともに、特に、５G（第5世代移動通信システム）の実用化から、生活を取り
巻く様々な分野における新たなビジネスの潮流が期待されております。
　このような状況下にあって、当法人会は、税のオピニオンリーダーとして「企業の発展を支援し、地域の
振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体」との理念のもとに、今後とも会員の皆様のニー
ズを十分に踏まえつつ、国・県・市の税務ご当局のご指導を仰ぎながら、地域社会に役立つ法人会として
社会貢献活動など事業活動を積極的に推進してまいりますので、皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げ
ます。
　結びにあたり、会員企業の益々のご繁栄と皆様方のご健勝を心から祈念申しあげまして、年頭のご挨拶
とさせていただきます。

年頭のご挨拶

一般社団法人東三河法人会　会長　吉川　一弘

　表紙の写真は毎年4月に行われる「若葉祭（うなご
うじ祭）」のやんよう神の寝転ぶ姿であり、領主の振
舞酒に酔っぱらった領民の姿をあらわしており、領主
の善政を忘れない領民の感謝の気持ちを伝えて
いる。
　社伝によれば、天平神護（765～766）の頃、三河
国は日照りが続き土地が荒れていたとき、国司が社
殿を建て仁徳天皇をお祀りしたことから八幡社の始
まりで、当初は若宮殿と呼ばれ、平安時代には国司
大江定基、鎌倉時代には守護安達藤九郎盛長らの
尊信篤く、しばしば参拝せられ社殿の修造もあった
ということである。後の長岡藩藩主牧野家が領主と
なったときに応神天皇を合祀し、のち八幡社と改められる。また、長篠の戦の前には織田信長、徳川家康も参拝したと伝
えられている。現在も牛久保の町民のより所として御崇敬されている。　 （記事・写真／八幡社提供）
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　第36回法人会全国大会が10月3日（木）、三重県津市
の「津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）」で、全
国の法人会会員ら約1,800名が参加し開催されました。
　第１部の記念講演では、伊勢神宮広報室広報課長の
音羽　悟氏による「皇室と神宮」と題しての講演が行わ
れました。
　第２部では、星野国税庁長官、鈴木三重県知事らの
来賓を迎えて式典が挙行されました。式典では、小林
全法連会長挨拶、来賓祝辞、会員増強並びに福利厚生
制度推進等の表彰に続き、税制改正提言及び青年部会
の租税教育活動の報告がなされ、最後に大会宣言の朗
読により締めくくられました。
　その後、メッセウイング・三重に会場を移し第３部の懇親会が開催されました。懇親会では会員同士の親
睦が図られ、和やかなうちに閉会しました。　　　　　　　　　　　　　　　

開催日／令和元年
　　　  １０月３日（木）
場　所／サオリーナ

第36回 法人会全国大会（三重大会）

　東三河法人会では、令和元年11月に、地元選出の国会議員、豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市の市長及び関係
各所の皆様に、令和2年度税制改正に関する提言活動を実施しました。その他、管内の商工会議所会頭、商工会会
長にも提言活動を行いました。

根本幸典氏と市川博章税制委員長、
小田切昇専務理事、鶴山裕一事務局長

関健一郎氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、

小田切昇専務理事、鶴山裕一事務局長

国会議員　関健一郎氏国会議員　今枝宗一郎氏国会議員　根本幸典氏

豊橋市 豊川市

竹本幸夫市長と、
大村幸司常任理事、
石原勝好税制委員、
小田切昇専務理事

足立敬市財務部次長 、
渡曾善信市民税課長 と
小田切昇専務理事 

蒲郡市

鈴木寿明市長と
市川博章税制委員長、
小田切昇専務理事

鈴木正直副市長と
小田切昇専務理事

田原市

令和2年度 税制改正に関する提言活動

各市の市長・副市長・税務関係者

国会議員

今枝宗一郎氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、

小田切昇専務理事、鶴山裕一事務局長

（専務理事　小田切　昇）

　令和二年の年頭に当たり、一般社団法人東三河法人会の皆様に謹んで新年の

ご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、平素から税務行政につきまして深いご理解と格別のご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　昨年10月から消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されま

した。

　軽減税率制度の円滑な導入に向けて、法人会の皆様方のご協力を賜りながら制度

の周知・広報の取組を推進してきたところであり、今後とも、制度の定着に向けアン

テナを高くして取り組んでいくこととしておりますので、更なるお力添えを賜りますよ

うお願い申し上げます。

　さらに、社会保障・税番号（マイナンバー）制度につきましては、同制度の更なる定

着に向けて、ｅ-Ｔａｘの利用促進と併せたマイナンバーカードの取得促進や法人番

号の社会的インフラとしての利活用についての周知・広報にも取り組んでまいります。

　今後も法人会の皆様との連絡・協調を密にしながら適切な対応に努めてまいりま

すので、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。

　結びに当たりまして、一般社団法人東三河法人会の更なるご発展と、会員の皆様

のご健勝並びに事業のますますのご繁栄を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせ

ていただきます。

年頭のご挨拶

豊橋税務署 署長　包原　智幸
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　第36回法人会全国大会が10月3日（木）、三重県津市
の「津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）」で、全
国の法人会会員ら約1,800名が参加し開催されました。
　第１部の記念講演では、伊勢神宮広報室広報課長の
音羽　悟氏による「皇室と神宮」と題しての講演が行わ
れました。
　第２部では、星野国税庁長官、鈴木三重県知事らの
来賓を迎えて式典が挙行されました。式典では、小林
全法連会長挨拶、来賓祝辞、会員増強並びに福利厚生
制度推進等の表彰に続き、税制改正提言及び青年部会
の租税教育活動の報告がなされ、最後に大会宣言の朗
読により締めくくられました。
　その後、メッセウイング・三重に会場を移し第３部の懇親会が開催されました。懇親会では会員同士の親
睦が図られ、和やかなうちに閉会しました。　　　　　　　　　　　　　　　

開催日／令和元年
　　　  １０月３日（木）
場　所／サオリーナ

第36回 法人会全国大会（三重大会）

　東三河法人会では、令和元年11月に、地元選出の国会議員、豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市の市長及び関係
各所の皆様に、令和2年度税制改正に関する提言活動を実施しました。その他、管内の商工会議所会頭、商工会会
長にも提言活動を行いました。

根本幸典氏と市川博章税制委員長、
小田切昇専務理事、鶴山裕一事務局長

関健一郎氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、

小田切昇専務理事、鶴山裕一事務局長

国会議員　関健一郎氏国会議員　今枝宗一郎氏国会議員　根本幸典氏

豊橋市 豊川市

竹本幸夫市長と、
大村幸司常任理事、
石原勝好税制委員、
小田切昇専務理事

足立敬市財務部次長 、
渡曾善信市民税課長 と
小田切昇専務理事 

蒲郡市

鈴木寿明市長と
市川博章税制委員長、
小田切昇専務理事

鈴木正直副市長と
小田切昇専務理事

田原市

令和2年度 税制改正に関する提言活動

各市の市長・副市長・税務関係者

国会議員

今枝宗一郎氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、

小田切昇専務理事、鶴山裕一事務局長

（専務理事　小田切　昇）

　令和二年の年頭に当たり、一般社団法人東三河法人会の皆様に謹んで新年の

ご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、平素から税務行政につきまして深いご理解と格別のご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　昨年10月から消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されま

した。

　軽減税率制度の円滑な導入に向けて、法人会の皆様方のご協力を賜りながら制度

の周知・広報の取組を推進してきたところであり、今後とも、制度の定着に向けアン

テナを高くして取り組んでいくこととしておりますので、更なるお力添えを賜りますよ

うお願い申し上げます。

　さらに、社会保障・税番号（マイナンバー）制度につきましては、同制度の更なる定

着に向けて、ｅ-Ｔａｘの利用促進と併せたマイナンバーカードの取得促進や法人番

号の社会的インフラとしての利活用についての周知・広報にも取り組んでまいります。

　今後も法人会の皆様との連絡・協調を密にしながら適切な対応に努めてまいりま

すので、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。

　結びに当たりまして、一般社団法人東三河法人会の更なるご発展と、会員の皆様

のご健勝並びに事業のますますのご繁栄を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせ

ていただきます。

年頭のご挨拶

豊橋税務署 署長　包原　智幸
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（敬称略）50音順

［豊橋支部］
白井 久夫 豊橋飼料㈱

本会理事

［豊川支部］
杉本 たつ子  丸エス化成工業㈱

本会理事

［豊川支部］
竹内 幹尚  ㈱竹内家具店

本会常任理事

［田原支部］
太田 繁芳  ヴィレッジフーズ㈱

青年部会幹事

［蒲郡支部］
鈴木　礎  ㈱鈴木商店

青年部会監事

［豊橋支部］
飯島 正三  飯島物産㈱

本会理事

［田原支部］
石黒 利昌 イノチオアグリ㈱

本会理事

［豊川支部］
長野 一枝  ㈲長野興業

女性部会幹事

豊橋税務署長表彰

豊橋税務推進協議会長表彰

表彰受賞者紹介
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税務研修会

講師：名古屋国税局　調査部次長　飯田 敏博 氏
演題：「税務行政の将来像　
　　　　～スマート税務行政の実現に向けて～」

講師：名古屋国税局　調査部　調査審理課長
　　　磯谷 弘治 氏
演題：「申告書作成のチェックポイント」

東三河法人会・新城法人会合同　大規模法人税務研修会
令和元年12月4日(水) ／ ホテルアソシア豊橋

本会・支部・部会の活動

本 会

講師：大同生命保険(株)　FP・相続コンサルタント　森　理咲子 氏
演題：「生命保険を使った事業承継対策」

研修会
令和元年11月25日(月) ／ ホテル明山荘

青年部会

講師：豊橋税務署　法人課税第一部門　
　　　統括国税調査官　成田　幸一 氏
演題：「キャッシュレス」

合同研修会
令和元年9月26日(木) ／ 豊橋商工会議所

講師：豊橋税務署　筆頭副署長　相澤　秀志 氏
演題：「税務行政の将来像」

研修会
令和元年12月12日(木) ／ シーパレスリゾート

女性部会青年部会
女性部会
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豊川支部
蒲郡支部

決算期別説明会

講師：豊橋税務署　法人課税第一部門　上席国税調査官
　　　末永 憲秀 氏

講師：豊橋税務署　法人課税第一部門　上席国税調査官
　　　末永 憲秀 氏

令和元年10月18日(金) 
蒲郡商工会議所

本会・支部・部会

蒲郡支部 令和元年11月19日(火) 
豊橋商工会議所豊橋支部

経理担当者
日帰りバス研修

豊橋支部

令和元年11月27日(水) ／京都・銀閣寺・南禅寺

田原支部
渥美支部

Activity

経済講演会
令和元年10月4日(金) ／ 蒲郡商工会議所 コンベンションホール

本 会 本 会

市民講演会
令和元年11月4日(月) ／ 豊橋市公会堂

豊橋支部

講演会
令和元年8月30日(金) ／ ホテルアソシア豊橋

講演会
令和元年9月19日(木) ／ 豊橋商工会議所

講　演　会

講師：元財務官僚・エコノミスト　高橋 洋一 氏
演題：「激動の世界と今後の日本経済」

講師：タレント・山形弁研究家　ダニエル・カール 氏
演題：「がんばっぺ！オラの大好きな日本！」

講師：コモンズ投信株式会社 取締役会長　渋沢　健氏
演題：「渋沢栄一『論語と算盤』から学ぶ永続経営の秘訣」

講師：医療法人晃明会　理事長　藤井 宏次 氏
演題：「保険の上手な入り方」

本会・支部・部会 Activity

蒲郡支部
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本会・支部・部会 Activity
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田原支部 令和元年10月27日(日) 
はなのき広場

商工会祭り

愛知県横断税務広報活動

税金クイズの実施

令和元年11月14日(木) ／豊橋駅前

　１１月１１日に始まった「税を考える週間」に合わせて、去る１１月１４日（木）尾張一宮駅、名古屋駅、金山駅、豊橋駅
において愛知県連としては初めての試みとなる愛知県横断税務広報活動が、（公社）芝法人会の協力のもと税の広報大
使で女優の佐藤奈織美さんらも参加して開催されました。国税当局、県連広報委員長、県連青年部会副会長以上の役員
（当部会からは宮地、浅野）県連事務局は４駅全てに参加しました。
　この活動を行った各駅では、デジタルサイネージへの広報映像も流されており、法人会活動のＰＲとしての相乗効果も
狙ったものであります。活動は、早朝７時３０分より尾張一宮駅から始まり、豊橋駅は最後の開催駅となりました。
　豊橋駅では豊橋税務署　包原署長を始めとする税務署職員の方々や、周辺単位会の青年部会員、そして当会青年部
会員、事務局ら関係者は午後４時に集合し、豊橋駅前のペデストリアンデッキにおいて駅を往来する方々に、税に関する
広報物及び法人会の紹介や活動に関する広報物の配布をさせていただきました。
　皆初めての経験という事もありましたが、駅を往来する方々に、一人一人声がけをし、広報物を手渡すという貴重な体
験を通して様 な々気づきを得るとともに、多くの方々に「税」に関して考えるきっかけを提供することができました。また、
マスコミ各社にも取材に来ていただき、本活動を通して多くの媒体を通
じて、その場にいなかった方々にも同様に「税」に関して考えるきっかけ
を提供し、法人会に関しての認知度を向上させることができました。
　当日は、夕暮れ時ということもあり寒さも厳しくなっていく中ではあり
ましたが、皆元気に取り組んでいただき、熱気あふれる充実した活動と
なりました。
　そして広報物の最後の１部は、未来の税を担う可愛いお子さんに女
優の佐藤奈織美さんから手渡され、税がまさに世代を超えて絆をつな
いでいく事でもあると思った場面も印象的な活動でした。

（青年部会長　宮地清和）

本会・支部・部会 Activity

　東三河法人会青年部会では、将来の納税者となる小・中学
生を対象に租税教育活動の一貫として実施している『小・中学
生法人会税金クイズ』も、今年で第18回を迎えることになりま
した。
　児童・生徒の皆さんには、税金クイズを通して、国民一人一
人が納めている税金がどのようにして日本のため、そして、私
たちの暮らしを支えるために使われているのかを知り、税への
関心を深めるよい機会になればと考えています。
　本年度の応募数は28,490通で、昨年度の27,888通を超える
応募をいただき過去最高の記録になりました。これもひとえに
各市教育委員会及び各小・中学校の先生方のご協力の賜物で
あり、深く感謝申し上げます。
　12月2日（月）には本会事務局において抽選会が行われ、多

数の児童・生徒に商品の贈呈とともに応募率の高い学校の中から学校賞として感謝状を贈呈させていただきまし
た。また、優良学校賞として、田原市立伊良湖小学校と蒲郡市立西浦中学校が選ばれました。

　今年度の第３３回法人会全国青年の集いが、大分県
大分市において１１月７日（木）・８日（金）で開催されま
した。当法人会青年部会は、今年度愛知県連会長始め
とする役員を輩出しており、愛知ナイト等を設営するた
め１３名で参加いたしました。
　７日には、租税教育プレゼンテーションが、１１単位
会の発表をもって競われました。当局連からは岡崎法
人会がエントリーしました。全国の工夫を凝らした租税
教育活動を見聞きしたことは、今後の租税教育活動へも

活かされていくことでしょう。
　さて、部会長ウェルカムパーティーに合わせて、他の愛知県連部会員のための食事会を開催、その後、愛知県連
各単位会の部会長含め９６名の参加者による愛知ナイトを開催しましたが、当部会員の入念な事前準備により会
は盛り上がり、愛知県連内の結束を高め、当法人会のもてなしの心を感じてもらうことが出来ました。
　８日の朝より部会長サミットが行われ、“未来を動かす第一歩「健康経営オリンピック」について”という事で、青
年部会の新たな取り組みとなる「財政健全化のための健康経営プロジェクト」の普及、浸透に向けて、各テーブル
に分かれて議論を交わしました。本活動は、今後進化発展し、日本の未来を法人会から変えていく事となるでしょ
う。その後、大会式典が開催され来賓より祝辞を頂戴し、主催者である全法連青連協会長玉川様より熱く思いの
ある挨拶が参加者に届けられました。租税教育プレゼンテーション表彰や部会員増強表彰の後、大会宣言がなさ
れ、大会旗が次回開催地の島根県
に引き渡しされました。　
　モデルのアン・ミカ氏による記念
講演では、アン・ミカ氏の劇的な人生
を知るとともに、ポジティブ思考を忘
れず、人生に真正面からチャレンジ
する姿は聴講者の感動を呼びまし
た。大懇親会では、大分の郷土料理
等素晴らしい食事とお酒を堪能し、
各県各地域の部会員との交流も図る
ことができ、例年以上に学び多い大
会でした。

（青年部会社会貢献委員長　宮田知行）

（青年部会副部会長　井指宏隆）

青 年 部 会

第33回 
法人会全国青年の集い

 「大分大会」
開催日／令和元年11月7日（木）～8日（金）　
会場／iichiko総合文化センター　グランシアタ他

第１8回 小・中学生
法人会税金クイズ

本会・支部・部会の活動
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数の児童・生徒に商品の贈呈とともに応募率の高い学校の中から学校賞として感謝状を贈呈させていただきまし
た。また、優良学校賞として、田原市立伊良湖小学校と蒲郡市立西浦中学校が選ばれました。
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会の発表をもって競われました。当局連からは岡崎法
人会がエントリーしました。全国の工夫を凝らした租税
教育活動を見聞きしたことは、今後の租税教育活動へも

活かされていくことでしょう。
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青 年 部 会

第33回 
法人会全国青年の集い

 「大分大会」
開催日／令和元年11月7日（木）～8日（金）　
会場／iichiko総合文化センター　グランシアタ他

第１8回 小・中学生
法人会税金クイズ

本会・支部・部会の活動
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　令和元年９月３０日（月）、新城市のつくでゴルフクラブにて、
新城法人会青年部会の皆さんとの懇親ゴルフコンペが開催されました。
　当日は天候にも恵まれ、新城法人会より７名、東三河法人会より１１名参加の１８名で和気あいあいと楽しくゴ
ルフをプレーしました。途中、珍プレー好プレーも続出し？日頃の練習成果の腕試しが出来たのではないでしょ
うか。順位についてはダブルペリア方式にて行い、東三河法人会の私、浅野がめでたく優勝を納めました。
　このような懇親ゴルフはスコアを求める事も必要ですが、何より同伴メンバーと楽しく一日を過ごす事が重要
です。そして、このような交流を続けることが、本年度､宮地清和君が会長として出向している愛知県法人会青年
部会連絡協議会事業への協力体制の強化へとつながるものだと思います。

（青年部会幹事　浅野　晋）

（青年部会租税教育推進委員長　佐藤　弘）

第1回　租税教室講師養成研修会

第2回　租税教室講師養成研修会

第1回　令和元年10月16日（水）　
第2回　令和元年10月24日（木）　　

令和元年9月30日（月）

　令和元年10月に租税教室講師養成研修会が行
われました。租税教室とは、豊橋税務署管内の小
学校の児童に、税金に対する理解・知識を深め
て、税金の大切さを知ってもらう目的で法人会の
会員が出張授業を行っているものです。  
　当日の研修会では、豊橋税務署の福田税務広
報官を講師に招き、授業の進め方の手法、気を付
けるべき事や最近の小学校事情などユーモアを交
えながら教えて頂きました。
　広報官からは、「小学生への授業で1番の目的
は税金の大切さを伝えること、そこさえ押さえて後
は楽しく学んでもらえれば」との言葉に、会員は大
きくうなずいていました。 
　昨年度から新たに創設された租税教育推進委
員会のもと今年度は2年目となるので、児童の皆さ
んにわかりやすく地元の話を盛り込みながら進め
ていく方針です。
　令和になり初の研修会でしたが、教育に対する
時代の変化を感じながら継続して税の大切さを伝
えていきます。

青 年 部 会

本会・支部・部会の活動

租税教室講師
養成研修会

東三河・新城法人会
青年部会

懇親ゴルフコンペ

　１１月２０日（水）、女性部会１６名は、企業見学と
昼食会を行いました。
　昼食は、豊川市の御津マリーナにあるブルーモー
メントで、停泊するヨットを眺めながら、パスタやフ
リードリンク、デザートをお腹いっぱい楽しみました。
　その後、車で１０分ほどの豊橋市新西浜にある『イ
ノチオファーム豊橋』さんを訪問。プチトマトを栽培す

るハウスは、自動化されていて、隣接す
る浄化センターの放流水を熱源にして
いるとのこと。イノチオさんでは、トマト
を生産するだけでなく、ハウスの生産
システムを農家に販売したり、新規に
農業を始める方向けの支援もして頂け
るそうです。
　小春日和の中、楽しくて勉強になる
見学でした。ご一緒させて頂いた部会
の皆様に感謝。　　　　　　
（女性部会副部会長　松岡真由美）

女 性 部 会

工場見学と昼食会

日　時／令和元年11月20日（水）　
場　所／イノチオみらい㈱「イノチオファーム豊橋」
　　　（豊橋市新西浜）

岡崎法人会女性部会との
情報交換会

日　時／令和元年10月16（水）
場　所／角上楼（田原市福江町）

本会・支部・部会の活動

（女性部会長　杉本たつ子）
（女性部会相談役
　白井佳子）

　台風19号が去り、秋晴れの日、渥美半島先端に
ある『昭和の趣のある日本旅館　和味の宿・角上
楼』にて岡崎法人会女性部会と情報交換会を行
いました。
　岡崎法人会は、「税に関する小学生の作文」の
募集・表彰を以前より実施しており、また、部会員
の皆さんが租税教室の講師となり教壇に立って見
えます。
　しかしながら、「税に関する絵はがきコンクー
ル」の募集は初めてということから、今年度6回目
となる私達（東三河法人会）との情報交換会の申
し出がありました。情報交換会では、「税に関す
る絵はがきコンクール」の募集時期や配付・表彰
の方法など、熱心に質問され、私達部会員にとっ
ても良き学びの場となりました。
　情報交換会終了後は、新鮮な海の幸や松茸料

理をお腹いっぱ
い頂き、中庭の
池の鯉を眺め、
風情のある建物
の見学をし、和
やかな交流の日
となりました。

第 6回 税に関する
絵はがきコンクール (募集 )

令和元年12月2日（月）から
令和2年2月7日（金）まで　

　女性部会主催による租税教育活動の一環として、
豊橋税務署管内の小学校6年生を対象に「租税の
意義や役割を正しく理解し、その使い道に関心を
持ってもらう」ことを目的に「税に関する絵はがき
コンクール」を実施しております。応募期間は、令
和元年12月2日（月）～令和2年2月7日（金）までです。
　昨年度は、管内の小学校49校から過去最多の
1,438通（対前年108.4％）の応募をいただきました。
学校教育関係の皆様のご指導、租税教育への深
いご理解に大変感謝しております。
　なお、今年度も法人会長賞、女性部会長賞、税
務署長賞、市長賞、優秀賞など多くの賞を用意して
あるとともに、今秋、「税を考える週間」時に、応
募作品の展示を予定しておりますので、多くの皆さ
んの応募をお待ちしております。
〈税の作品展〉
　第5回「税に関する絵はが
きコンクール」応募作品が、
ほの国百貨店、豊橋市こど
も未来館「ここにこ」、豊川
市「プリオ」、蒲郡市観光交
流センター（JR蒲郡駅構内
　通称：ナビテラス）、田原
文化会館にて展示されました。

募集期間
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税務署だより News

　自動車税種別割は、自動車を所有していることに担税力があるという財産課税としての性格
と、道路の損傷に対して応分の負担を求めるという道路損傷負担金としての性格を併せもった
税金で、一般的な県の事業の費用に使われます。
　なお、令和元（2019）年10月１日からの消費税率10％への引上げにあわせて、自動車税の名
称は「自動車税種別割」となり、以降新車新規登録される自家用乗用車及びキャンピング
車の税率が引き下げられました。

　軽自動車税種別割が課される軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車と固定資産税
が課される大型特殊自動車（ブルドーザー・フォークリフトなど）は除きます。
（軽自動車税種別割及び固定資産税は市町村の税金です。）

区　　　分 納 税 方 法 等

４月１日現在の納税義務者

自動車税種別割のかかる自動車

道路運送車両法の適用を受ける自動車

　ただし、自動車の売買があった場合において、売主が自動車の所有権を留保しているときは、現実に自動車
を使用している買主となります。（例えば、所有権留保付割賦販売の場合がこれにあたります。）

納める人（納税義務者）

譲渡・廃車などしたときの自動車税種別割

お問い合わせ先

　自動車を購入したり、登録事項の変更などをしたときは、必ず運輸支局に登録の申請をするとともに、自動
車税種別割の申告書（自動車税環境性能割・種別割申告書（報告書））を提出して下さい。

５月に県から送られる納税通知書により５月３１日（この日が土曜日又は日曜日
の場合は次の月曜日となります。）までに納めてください。コンビニエンスストア、
インターネットバンキング等を利用して納めることもできます。また、取扱期限内
に限りインターネットを利用してクレジットカードによる納税ができます。（クレ
ジットカードの利用は、別途手数料がかかります。）

４月１日以降に新車などの
未登録の自動車を取得した人

運輸支局へ登録するときに、自動車税種別割の申告書を提出していただくととも
に、登録した月の翌月から３月までの期間に応じて年税額をもとに月割で計算し
た税額を納めてください。

申　告

　４月１日以降に譲渡（下取りに出すなど）したことにより所有者の変更があったときは、譲渡した年度の翌年
度から新所有者に税金がかかります。
　廃車により運輸支局で抹消登録をしたときは、４月から抹消登録をした月までの期間に応じて年税額をもと
に月割で計算した税額となりますので、納めすぎとなった自動車税種別割はお返しします。

納　税

自動車を所有している人

名　　称 所 在 地 電 　 話

東三河県税事務所
課税第二課　自動車税グループ

〒440－8528　豊橋市八町通５－４
（東三河県庁（東三河総合庁舎））

0532－35－6130
（ダイヤルイン）

申請により減免されることがあります

１　自動車が盗難にあい相当期間使用できないとき
２　災害により自動車に被害を受け、運行不能となったとき

県税
だより

自動車税
種別割のあらまし
（愛知県）
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税務署だより News

　自動車税種別割は、自動車を所有していることに担税力があるという財産課税としての性格
と、道路の損傷に対して応分の負担を求めるという道路損傷負担金としての性格を併せもった
税金で、一般的な県の事業の費用に使われます。
　なお、令和元（2019）年10月１日からの消費税率10％への引上げにあわせて、自動車税の名
称は「自動車税種別割」となり、以降新車新規登録される自家用乗用車及びキャンピング
車の税率が引き下げられました。

　軽自動車税種別割が課される軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車と固定資産税
が課される大型特殊自動車（ブルドーザー・フォークリフトなど）は除きます。
（軽自動車税種別割及び固定資産税は市町村の税金です。）

区　　　分 納 税 方 法 等

４月１日現在の納税義務者

自動車税種別割のかかる自動車

道路運送車両法の適用を受ける自動車

　ただし、自動車の売買があった場合において、売主が自動車の所有権を留保しているときは、現実に自動車
を使用している買主となります。（例えば、所有権留保付割賦販売の場合がこれにあたります。）

納める人（納税義務者）

譲渡・廃車などしたときの自動車税種別割

お問い合わせ先

　自動車を購入したり、登録事項の変更などをしたときは、必ず運輸支局に登録の申請をするとともに、自動
車税種別割の申告書（自動車税環境性能割・種別割申告書（報告書））を提出して下さい。

５月に県から送られる納税通知書により５月３１日（この日が土曜日又は日曜日
の場合は次の月曜日となります。）までに納めてください。コンビニエンスストア、
インターネットバンキング等を利用して納めることもできます。また、取扱期限内
に限りインターネットを利用してクレジットカードによる納税ができます。（クレ
ジットカードの利用は、別途手数料がかかります。）

４月１日以降に新車などの
未登録の自動車を取得した人

運輸支局へ登録するときに、自動車税種別割の申告書を提出していただくととも
に、登録した月の翌月から３月までの期間に応じて年税額をもとに月割で計算し
た税額を納めてください。

申　告

　４月１日以降に譲渡（下取りに出すなど）したことにより所有者の変更があったときは、譲渡した年度の翌年
度から新所有者に税金がかかります。
　廃車により運輸支局で抹消登録をしたときは、４月から抹消登録をした月までの期間に応じて年税額をもと
に月割で計算した税額となりますので、納めすぎとなった自動車税種別割はお返しします。

納　税

自動車を所有している人

名　　称 所 在 地 電 　 話

東三河県税事務所
課税第二課　自動車税グループ

〒440－8528　豊橋市八町通５－４
（東三河県庁（東三河総合庁舎））

0532－35－6130
（ダイヤルイン）

申請により減免されることがあります

１　自動車が盗難にあい相当期間使用できないとき
２　災害により自動車に被害を受け、運行不能となったとき

県税
だより

自動車税
種別割のあらまし
（愛知県）
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会員増強運動へのご協力のお願い
会員各位へ

　時下　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　平素は、当会の事業運営に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上
げます。

　さて、東三河法人会の会員数は、近年、休廃業等の理由から退会数が入
会数を上回り、平成10年（8,757社・加入率63.7％）をピークに、令和
元年6月末の会員数は対前年比127社減の5,259社、加入率も遂に40％を
割り込み39.1％となりました。
　改めて申し上げるまでもなく、当法人会が、愛知県東三河地区の企業・
地域社会の更なる発展に貢献してまいりますためには、法人会活動のバロ
メーターである会員数の維持・拡大による組織強化が必要不可欠となって
おります。

　事務局では、従来から、各種役員（委員）会をはじめ青年部・女性部会
での会議等において、会員数の変遷を説明しつつ「役員一人一社以上の増
強運動」の推進をお願いするなど、役員の皆様方のご協力をいただきなが
ら会員増強に取り組んでおりますが、会員数の減少に歯止めがかかってい
ない状況にあります。
　
　つきましては、会員の皆様には、会員増強運動の実施に格別のご理解を
賜り、会員勧誘の候補先をご紹介していただきますよう、厚くお願い申し
上げます。

一般社団法人　東三河法人会
会　　　長　　吉川　一弘
組織委員長　　高橋　豊彦

会員勧誘候補先のご連絡について

一般社団法人 東三河法人会　ＦＡＸ 0532-55-6725

　会員勧誘候補先に関しましては、別紙の用紙を事務局あてのＦＡＸにてご連絡くださいますよう
お願い申し上げます。

オール東三河特別徴収徹底宣言！
～住民税は給与からの天引きで～

お問合せ先 

豊橋市役所財務部市民税課 0532- 51-2200～2206 
豊川市役所総務部市民税課 0533- 89-2129  
蒲郡市役所総務部税務課 0533- 66-1116  
田原市役所総務部税務課 0531- 23-3509  

新城市役所総務部税務課 0536- 23-7615  
設楽町役場財政課 0536- 62-0516  
東栄町役場税務会計課 0536- 76-1814  
豊根村役場住民課 0536- 85-1313 

　個人住民税の特別徴収の推進は全国的に広がっており、愛知県内でも積極的に取
り組んでいます。東三河８市町村は、平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底し
ています。引き続きご協力をよろしくお願いします。

○市町村への各種届出は提出期限までにご提出ください。
　記載方法で疑問等ありましたら下記の問合せ先までご連絡ください。

各市町村から通知された住民税額を従業員の給与から天引きするだけ！
所得税の源泉徴収事務のように、税額の計算や年末調整をする手間がありません。
年12か月に分割して徴収するので、普通徴収に比べて1回あたりの負担が減ります。

地方税共同機構が提供するeLTAXシステムを利用することで、特別徴収していただいた
個人住民税の電子納税を行えます。電子納税には以下のような便利な機能もあります。

・複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。
・金融機関窓口へ行かなくてもオフィスや自宅から手続きができます。
・インターネットバンキングの契約が不要なダイレクト納付機能があります。
・事業所税や法人事業税など、個人住民税以外の税金も納付することができます。

給与支払報告書及び特別徴収関連届出の提出も引き続きeLTAXで行えます。
詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。
（ https://www.eltax.lta.go.jp/ ）

○特別徴収のメリット

令和元年10月より地方税共通納税システムがスタートしました！

〇

〇

市税
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一般社団法人東三河法人会 TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
URL　http://www.higashimikawahojinkai.com/

代 表 者 名
所 在 地
電 話
F A X
設 立
E - m a i l
U R L
営 業 種 目

会 社 概 要

そ の 他

代表取締役　浅倉 伸治
〒440－0016　豊橋市牛川町北台40番地の3
0532-54-8883（代）
0532-54-8890
1970年5月6日（創業1965年9月）
info@asduskin.co.jp
http://www.asduskin.co.jp
清掃用品のレンタル（ダスキンFC加盟店）及び
販売、事業所、一般家庭の清掃代行、介護用品
のレンタル及びそれらに付随する商品の販売、
学習教材の販売
東三河において初のダスキンFCとして加盟、開
業し本年で創業54年目を迎えることができま
した。現在は西三河（西尾、安城、岡崎、幸田）
までエリアを拡大し、清掃を通じた社会への貢
献、また次世代を担う子供たちへのお掃除教育
活動など、美しい社会環境を維持するお手伝い
をさせていただきます。また、成熟社会といわ
れる現代社会におけるご高齢の皆様へ、介護用
品のレンタルなど、安心で快適な生活のサポー
トをいたしております。
多くのお客様の日常生活、事業活動に寄り添
い、快適で安心な暮らしのご提供をモットーに
地域に「生かされている」感謝を忘れず、暮らし
のリズムを整えるお手伝いができれば、と考え
ております。

代 表 者 名
所 在 地
電 話
F A X
設 立
E - m a i l
U R L
営 業 種 目

会 社 概 要

そ の 他

代表取締役社長　安田 弦矢
〒44１-3426　田原市大久保町万五郎６番地
0531-22-0772
0531-24-1700
昭和38（1963）年１１月４日
yasuda.tahara@apricot.ocn.ne.jp
https://agriwith-yasuda.jp/
飼料・肥料卸売販売業、播種・たい肥散布サー
ビス事業、農作物の生産販売業
1960年の設立以来、地域の農業発展に寄与す
べく、農家の皆様と共に、多くの事業にチャレン
ジして参りました。現在では、設立時の飼料販
売に加え、肥料・農薬販売、野菜の生産販売に
携わるだけでなく、キャベツの播種冷蔵サービ
スや、たい肥の散布サービスなど、お客様の困
りごとや作業負担軽減に繋がる事業に積極的
に取り組んでおります。大農業生産地であるこ
の地域と共に今後も成長して参ります。
当社はお客様と共に発展し続けるため、
１）絶えず好奇心のある会社とする
２）常にチャレンジする意思を持った会社とする
３）地域に社会貢献できる会社とする
以上、３つの基本方針を掲げ、我々の成長を地
域の成長へ繋げる努力を引き続きして参ります。

株式会社 経真 株式会社 安田商店田原
支部

代 表 者 名
所 在 地
電 話
F A X
設 立
E - m a i l
U R L
営 業 種 目
会 社 概 要

そ の 他

代表取締役　水野 順也
〒443-0045　蒲郡市旭町9-9
0533-66-3551
0533-66-3552
昭和54（1979）年8月
mizuno-j@mideco.jp
www.mideco.jp
企画・デザイン・販促物・印刷全般
従来は紙媒体のデザイン、制作、印刷を主な業
務としておりました。そのノウハウを活かし、近
年は課題解決、WEB構築、お客様のアイデア出
しに関する研修会も企画実施しております。
弊社の特徴は、主に経営者様の情報伝達に関
わる課題にヒアリングをし、課題がフォーカス
され、企画が完成するまでデザイン等の制作工
程に着手しないことです。目的を明確にするこ
とを経営者様と一緒に進めることを心がけてお
ります。
毎月の社内報発行、さらに健康経営の一環で社
内に運動器具を設置し社員の健康維持にも努
めております。

有限会社 水野印刷工芸

代 表 者 名
所 在 地
電 話
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設 立
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U R L
営 業 種 目

会 社 概 要

そ の 他

代表取締役　杉本 大吾
〒442-0845　豊川市為当町三津市場103番地
0533-76-3101
0533-76-3102
昭和40（1965）年9月2日
maruesu@maruesu-p.co.jp
https://maruesu-p.co.jp
一般及び特殊発泡スチロール製品の製造
販売及びカット品他関連石化製品販売
発泡スチロールがドイツより日本に導入されて
約６０年（昭和３０年頃）になり、弊社創業は昭
和３７年と、業界でも古い歴史を持ち、多種多
様な用途に製品を送り続けてきました。
現在は、最も品質基準の厳しい自動車向けの内
装材を主体に製造販売をしています。
働く者の幸せを実現出来るよう企業努力を続け
ていく。発泡スチロールを通し、社会貢献を図っ
ていく。地域社会の一員として利益還元を実現
するを経営理念とし、今後も世の中のニーズに
対応すべく常に品質第一をモットーに高品質高
精度な製品を提供してまいります。

丸エス化成工業 株式会社

豊橋
支部

蒲郡
支部

豊川
支部

会
社 介

紹
法人会
会員の
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一般社団法人東三河法人会 TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
URL　http://www.higashimikawahojinkai.com/
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代表取締役　浅倉 伸治
〒440－0016　豊橋市牛川町北台40番地の3
0532-54-8883（代）
0532-54-8890
1970年5月6日（創業1965年9月）
info@asduskin.co.jp
http://www.asduskin.co.jp
清掃用品のレンタル（ダスキンFC加盟店）及び
販売、事業所、一般家庭の清掃代行、介護用品
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東三河において初のダスキンFCとして加盟、開
業し本年で創業54年目を迎えることができま
した。現在は西三河（西尾、安城、岡崎、幸田）
までエリアを拡大し、清掃を通じた社会への貢
献、また次世代を担う子供たちへのお掃除教育
活動など、美しい社会環境を維持するお手伝い
をさせていただきます。また、成熟社会といわ
れる現代社会におけるご高齢の皆様へ、介護用
品のレンタルなど、安心で快適な生活のサポー
トをいたしております。
多くのお客様の日常生活、事業活動に寄り添
い、快適で安心な暮らしのご提供をモットーに
地域に「生かされている」感謝を忘れず、暮らし
のリズムを整えるお手伝いができれば、と考え
ております。

代 表 者 名
所 在 地
電 話
F A X
設 立
E - m a i l
U R L
営 業 種 目

会 社 概 要

そ の 他

代表取締役社長　安田 弦矢
〒44１-3426　田原市大久保町万五郎６番地
0531-22-0772
0531-24-1700
昭和38（1963）年１１月４日
yasuda.tahara@apricot.ocn.ne.jp
https://agriwith-yasuda.jp/
飼料・肥料卸売販売業、播種・たい肥散布サー
ビス事業、農作物の生産販売業
1960年の設立以来、地域の農業発展に寄与す
べく、農家の皆様と共に、多くの事業にチャレン
ジして参りました。現在では、設立時の飼料販
売に加え、肥料・農薬販売、野菜の生産販売に
携わるだけでなく、キャベツの播種冷蔵サービ
スや、たい肥の散布サービスなど、お客様の困
りごとや作業負担軽減に繋がる事業に積極的
に取り組んでおります。大農業生産地であるこ
の地域と共に今後も成長して参ります。
当社はお客様と共に発展し続けるため、
１）絶えず好奇心のある会社とする
２）常にチャレンジする意思を持った会社とする
３）地域に社会貢献できる会社とする
以上、３つの基本方針を掲げ、我々の成長を地
域の成長へ繋げる努力を引き続きして参ります。

株式会社 経真 株式会社 安田商店田原
支部

代 表 者 名
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電 話
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設 立
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U R L
営 業 種 目
会 社 概 要

そ の 他

代表取締役　水野 順也
〒443-0045　蒲郡市旭町9-9
0533-66-3551
0533-66-3552
昭和54（1979）年8月
mizuno-j@mideco.jp
www.mideco.jp
企画・デザイン・販促物・印刷全般
従来は紙媒体のデザイン、制作、印刷を主な業
務としておりました。そのノウハウを活かし、近
年は課題解決、WEB構築、お客様のアイデア出
しに関する研修会も企画実施しております。
弊社の特徴は、主に経営者様の情報伝達に関
わる課題にヒアリングをし、課題がフォーカス
され、企画が完成するまでデザイン等の制作工
程に着手しないことです。目的を明確にするこ
とを経営者様と一緒に進めることを心がけてお
ります。
毎月の社内報発行、さらに健康経営の一環で社
内に運動器具を設置し社員の健康維持にも努
めております。

有限会社 水野印刷工芸

代 表 者 名
所 在 地
電 話
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設 立
E - m a i l
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営 業 種 目

会 社 概 要

そ の 他

代表取締役　杉本 大吾
〒442-0845　豊川市為当町三津市場103番地
0533-76-3101
0533-76-3102
昭和40（1965）年9月2日
maruesu@maruesu-p.co.jp
https://maruesu-p.co.jp
一般及び特殊発泡スチロール製品の製造
販売及びカット品他関連石化製品販売
発泡スチロールがドイツより日本に導入されて
約６０年（昭和３０年頃）になり、弊社創業は昭
和３７年と、業界でも古い歴史を持ち、多種多
様な用途に製品を送り続けてきました。
現在は、最も品質基準の厳しい自動車向けの内
装材を主体に製造販売をしています。
働く者の幸せを実現出来るよう企業努力を続け
ていく。発泡スチロールを通し、社会貢献を図っ
ていく。地域社会の一員として利益還元を実現
するを経営理念とし、今後も世の中のニーズに
対応すべく常に品質第一をモットーに高品質高
精度な製品を提供してまいります。

丸エス化成工業 株式会社

豊橋
支部

蒲郡
支部

豊川
支部

会
社 介

紹
法人会
会員の
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市民講演会（予定）

開催日　令和2年2月11日（火・祝）
　　　　14：30～16：00（開場13：30）
場　所　赤羽根文化会館 文化ホール
講　師　スポーツクラブ内村、コーチ
　　　　　内村 周子 氏
演　題　「夢を追い続けて・・・」諦めない！
　　　　ポジティブに！　いつも元気なその秘訣
お問合せ先　田原支部（0531）22-6666

田原支部 聴講無料

社長税務研修会（予定）

開催日　令和2年1月24日（金） 14：00～17：00
場　所　渥美商工会
講　師　アイ・スマイル社会保険労務士法人 江崎 智也 氏
演　題　働き方改革の取り組みセミナー
お問合せ先　渥美支部（0531）33-0441

渥美支部

市民講演会（予定）

開催日　令和2年2月16（日）
　　　　15：00～16：30（開場14：30）
場　所　豊川市文化会館 中ホール
講　師　元衆議院議員 杉村 太蔵 氏
演　題　「タイゾーの「お金」と「生きる
　　　　チカラ」～これからの働き方、
　　　　自立する力を高めるために～
お問合せ先　豊川支部（0533）86-4101

豊川支部 聴講無料

当
面
の
行
事
予
定

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１ 豊橋商工会議所 7階
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

新入会員紹介

豊　橋
″
″
″

豊　川
″

田　原

（令和元年8月～令和元年11月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（入会日順）

㈱秀工業
㈱未来サポート
㈲斫近藤組
㈱サンパ
未来心㈱
㈲ＣＣ－ＮＥＴ
谷ノ口公園管理委員会

管工業
保険代理業
斫り工事
中古車販売業
障がい者福祉サービス
電気通信工事
不動産管理業

豊橋市前畑町85-1
豊橋市馬見塚町１３８－５
豊橋市大村町小見堂15
豊橋市飯村町高山228
豊川市御油町炮六土18-20
豊川市御津町御馬加美144-10
田原市南神戸町南中島1

次回の広報誌発行は、2020年9月20日の予定です。

□1月31日（金）
□2月12日（水）
□2月14日（金）
□2月17日（月）
□2月19日（水）
□2月21日（金）
□2月25日（火）
□2月26日（水）
□2月27日（木）
□3月  5日（木）
□3月23日（月）
□3月25日（水）
□3月25日（水）
□4月16日（木）
□4月16日（木）
□4月21日（火）
□4月24日（金）
□4月24日（金）
□6月19日（金）
□6月30日（火）

16:00
12:00
12:00
12:00
15:30
12:00
12:00
12:00
12:00
13:30
12:00
13:30
15:00

16:00
11:00
11:30
12:00
15:30
14:00

第２５回理事会、理事・委員合同賀詞交歓会
厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会
事業委員会
広報委員会
第３７回大規模法人経営者国税局長講演会
税制委員会
組織委員会
広報委員会
総務委員会
第７４回東海法人会連合会大会
女連協　常任理事会
青連協　常任理事会
東海青連協　常任理事会
全法連　第１５回全国女性フォーラム愛媛大会
青連協　第３６回定時総会
女連協　第３５回定時総会
正副会長会議
第２６回理事会
第８回通常総会
東海青連協　第29回定時総会・情報交換会

名鉄ニューグランドホテル
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
ホテルナゴヤキャッスル
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
ホテルナゴヤキャッスル
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
愛媛国際貿易センター
キャッスルプラザ
キャッスルプラザ
名鉄グランドホテル
名鉄グランドホテル
名鉄ニューグランドホテル
キャッスルプラザ

令和2年

□1月30日（木）
□2月18日（火）
□5月  7日（木）
□5月29日（金）

15:45
12：00
14：00
14：00

新春署長講演会
正副会長会（委員長・部会長含）田原支部主管
理事会
第８回通常総会（通算３４回）

ホテルアソシア豊橋５階
田原市商工会館2階
豊橋商工会議所４０１
ホテルアソシア豊橋５階

令和2年

□1月20日（月）
□5月12日（火）

16:00
15:00

新春署長講演会
第35回通常総会

豊橋商工会議所４０１
豊橋商工会議所４０１

令和2年

□1月22日（水）
□2月17日（月）
□5月26日（火）

16:00
13：00
15:00

新春署長講演会
役員会
第３４回通常総会

ホテルアークリッシュ豊橋
豊橋商工会議所４０１
ホテルアソシア豊橋５階

令和2年

青年部会

女性部会

研修会・講演会
これからの予定

全法連、県連関係

本会

事務局
だより

豊橋支店
〒440-0814
愛知県豊橋市前田町1-6-4　富士火災豊橋ビル3階
TEL.0532-53-6320　FAX.0532-52-6165
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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市民講演会（予定）

開催日　令和2年2月11日（火・祝）
　　　　14：30～16：00（開場13：30）
場　所　赤羽根文化会館 文化ホール
講　師　スポーツクラブ内村、コーチ
　　　　　内村 周子 氏
演　題　「夢を追い続けて・・・」諦めない！
　　　　ポジティブに！　いつも元気なその秘訣
お問合せ先　田原支部（0531）22-6666

田原支部 聴講無料

社長税務研修会（予定）

開催日　令和2年1月24日（金） 14：00～17：00
場　所　渥美商工会
講　師　アイ・スマイル社会保険労務士法人 江崎 智也 氏
演　題　働き方改革の取り組みセミナー
お問合せ先　渥美支部（0531）33-0441

渥美支部

市民講演会（予定）

開催日　令和2年2月16（日）
　　　　15：00～16：30（開場14：30）
場　所　豊川市文化会館 中ホール
講　師　元衆議院議員 杉村 太蔵 氏
演　題　「タイゾーの「お金」と「生きる
　　　　チカラ」～これからの働き方、
　　　　自立する力を高めるために～
お問合せ先　豊川支部（0533）86-4101

豊川支部 聴講無料

当
面
の
行
事
予
定

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１ 豊橋商工会議所 7階
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

新入会員紹介

豊　橋
″
″
″

豊　川
″

田　原

（令和元年8月～令和元年11月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（入会日順）

㈱秀工業
㈱未来サポート
㈲斫近藤組
㈱サンパ
未来心㈱
㈲ＣＣ－ＮＥＴ
谷ノ口公園管理委員会

管工業
保険代理業
斫り工事
中古車販売業
障がい者福祉サービス
電気通信工事
不動産管理業

豊橋市前畑町85-1
豊橋市馬見塚町１３８－５
豊橋市大村町小見堂15
豊橋市飯村町高山228
豊川市御油町炮六土18-20
豊川市御津町御馬加美144-10
田原市南神戸町南中島1

次回の広報誌発行は、2020年9月20日の予定です。

□1月31日（金）
□2月12日（水）
□2月14日（金）
□2月17日（月）
□2月19日（水）
□2月21日（金）
□2月25日（火）
□2月26日（水）
□2月27日（木）
□3月  5日（木）
□3月23日（月）
□3月25日（水）
□3月25日（水）
□4月16日（木）
□4月16日（木）
□4月21日（火）
□4月24日（金）
□4月24日（金）
□6月19日（金）
□6月30日（火）

16:00
12:00
12:00
12:00
15:30
12:00
12:00
12:00
12:00
13:30
12:00
13:30
15:00

16:00
11:00
11:30
12:00
15:30
14:00

第２５回理事会、理事・委員合同賀詞交歓会
厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会
事業委員会
広報委員会
第３７回大規模法人経営者国税局長講演会
税制委員会
組織委員会
広報委員会
総務委員会
第７４回東海法人会連合会大会
女連協　常任理事会
青連協　常任理事会
東海青連協　常任理事会
全法連　第１５回全国女性フォーラム愛媛大会
青連協　第３６回定時総会
女連協　第３５回定時総会
正副会長会議
第２６回理事会
第８回通常総会
東海青連協　第29回定時総会・情報交換会

名鉄ニューグランドホテル
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
ホテルナゴヤキャッスル
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
ホテルナゴヤキャッスル
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
大同生命ビル２Ｆ
愛媛国際貿易センター
キャッスルプラザ
キャッスルプラザ
名鉄グランドホテル
名鉄グランドホテル
名鉄ニューグランドホテル
キャッスルプラザ

令和2年

□1月30日（木）
□2月18日（火）
□5月  7日（木）
□5月29日（金）

15:45
12：00
14：00
14：00

新春署長講演会
正副会長会（委員長・部会長含）田原支部主管
理事会
第８回通常総会（通算３４回）

ホテルアソシア豊橋５階
田原市商工会館2階
豊橋商工会議所４０１
ホテルアソシア豊橋５階

令和2年

□1月20日（月）
□5月12日（火）

16:00
15:00

新春署長講演会
第35回通常総会

豊橋商工会議所４０１
豊橋商工会議所４０１

令和2年

□1月22日（水）
□2月17日（月）
□5月26日（火）

16:00
13：00
15:00

新春署長講演会
役員会
第３４回通常総会

ホテルアークリッシュ豊橋
豊橋商工会議所４０１
ホテルアソシア豊橋５階

令和2年

青年部会

女性部会

研修会・講演会
これからの予定

全法連、県連関係

本会

事務局
だより

豊橋支店
〒440-0814
愛知県豊橋市前田町1-6-4　富士火災豊橋ビル3階
TEL.0532-53-6320　FAX.0532-52-6165
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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●この会報は環境対応インキおよび再生紙を使用しております。 Trademark of American Soybean Association

一般社団法人東三河法人会
〒440-0075　豊橋市花田町石塚42-1 豊橋商工会議所 7階　ＴＥＬ.0532-55-1735　ＦＡＸ.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com
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