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先帝祭

『赤間神宮』
1185年（寿永４）
、壇ノ浦の戦いに敗れて入水した平清盛の孫、安徳天皇を祀る。二位の尼（清盛の妻）は、
８歳の天皇に「波の下にも都にも侍ふぞ」と言い聞かせて壇ノ浦に入水したという。５月２日〜４日に行わ
れる先帝祭は花魁に身を落とした平家の女官達が命日に参拝したことが始まりと伝えられる。

〈 目
年頭の御挨拶 …………………………… 2〜3
県間連会長からの年賀状 …………………… 4
納税表彰 ……………………………………… 5
中学生の税に関する作品 ……………… 6〜7
全間連第39回通常総会（福井大会） ……… 8

消 費 税

次 〉
局間連・業種別部会・単位会の動き … 9〜11
「税を考える週間」行事 ……………… 12〜14
事務局の紹介
広島東間税会・岡山西間税会からのお知らせ … 15
ご当地グルメ（山口県間連）……………… 16

活 か す み ん な の

間 税 会
（1）

《謹んで新年のお慶びを申しあげます》
広島国税局間税会連合会 会長
たかはし

しょう

闍橋

正

保障・税の一体改革において、消費税増税法
案が可決され、今後の議論が一段と活発にな
るものと思われますが、消費税を理解し、支
持する団体としての私ども間税会の役割は、
益々重要となってくるものと考えます。

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、健やかで
清々しい新春をお迎えになられたことと、衷
心よりお慶び申しあげます。

そこで、間税会の活動を活性化していく為
には、基盤となる会員の増強を進めて行く必
要があることは言うまでもありません。
昨今の厳しい状況の中、各単位会のご努力

平素は広島国税局間税会連合会の運営に対

により、当局間連では、昨年度324者の会員

して、格別のご協力を賜り、誠にありがとう

増加がありました。また、青年部・女性部の

ございます。

設立が2件あり、今年度も新たに女性部設立

また、国税ご当局様には、多大なるご指導、
ご鞭撻を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、昨年を振り返ってみますと、ロンド
ンオリンピックで史上最多の38個のメダルを

の動きがあると聞いております。こうした明
るい材料が、今後の間税会の活性化に大きく
寄与していくものと期待しております。
皆様方におかれましては、これまで同様、

獲得し、明るい話題となりましたが、国際社

会員の増強、間税会活動の活性化に向け,ご

会では、尖閣諸島、竹島問題に端を発し、日

支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願

中日韓関係は極めて緊迫した状況となる一

い申し上げます。

方、国内経済は円高・デフレが進行し、景気

最後になりましたが、本年が皆様にとりま

はますます先行き不透明感を増しておりま

して輝かしい年となりますよう心よりお祈り

す。

申し上げます。

また、東日本大震災の復興もなかなか思う

また、国税ご当局様にはこれまで同様、ご

ように進んでおらず、被災地の方々の為にも

指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

一日も早い復興を願うものです。

して、年頭にあたっての私の挨拶とさせてい

政治の世界では、12月の衆議院議員選挙で
自公政権が過半数を占める結果となりまし
た。今後新政権での強力なリーダーシップに
よる経済政策で景気の底上げが図られ、明る
い未来の創造につながることを大いに期待す
るものであります。
こうした中、先の内閣で三党合意した社会
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ただきます。

《謹んで新年のご挨拶を申し上げます》
広島国税局長
やまざき

てるよし

山崎 晃義

さて、国税組織を取り巻く環境は、少子高
齢化の進展や経済のグローバル化、IT化等の
時代の流れに応じて変化しており、足元では、
納税環境整備の一環として国税通則法改正に
より法定化された税務調査手続や改正消費税

平成25年の年頭にあたり広島国税局間税会
連合会の皆様方に謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。

等に対して、俊敏かつ適切な対応が求められ
ています。
このような中で、私どもは「内国税の適

会員の皆様方には、平素から税務行政に対

正・公平な賦課及び徴収の実現」という不変

しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く

の使命を肝に命じつつ、事務の合理化・効率

お礼申し上げます。

化、経費削減等を図り、納税者の利便性の向

間税会におかれましては、消費税をはじめ

上に努める一方で、一部の悪質な納税者に対

とする間接税に関する唯一の団体として創設

しては厳正に対処することにより、国民の皆

され、永年にわたり税知識の普及と納税道義

様の税務行政への理解と信頼を確かなものに

の高揚を図るための啓発活動に積極的に取り

していく必要があるものと考えております。

組んでこられました。

しかしながら、改正消費税の周知一つを取

特に最近は、租税教育活動として「税の標

りましても、私どもの力だけでは到底成し得

語」の募集、小学校・中学校における租税教

るものではなく、地域に密着された間税会の

室への講師派遣、中学校・高等学校における

皆様のお力添えが必要不可欠であると考えて

消費税に関する「ディベート大会・小論文発

おります。

表会」などに力を入れておられます。

私どもといたしましても、間税会の諸活動

また、間税会の基盤強化を目的とした会員

が一層充実したものとなりますよう、引き続

増強策にも積極的に取り組まれ、ここ最近は

き皆様方との連携・協調を図りつつ、様々な

全国的にも類をみない増員を果たされておら

情報提供等をさせていただく所存であります

れます。

ので、税務行政のよき理解者として、より一

さらに、e−Taxの利用促進につきましても
役員を中心に積極的な活動を展開され、利用

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。

率の大幅な向上に寄与いただいております。

新しい年が、間税会の更なるご発展と会員

これらの活動の成果は、役員をはじめ会員

の皆様方のご繁栄につながるよい年でありま

の皆様方のご尽力の賜物であり、心強く感じ

すように、心から祈念いたしまして、新年の

るとともに心から敬意を表する次第でござい

ご挨拶とさせていただきます。

ます。
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山口県間税会連合会
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山 口 間 税 会

徳 山 間 税 会

宇 部 間 税 会

岩 国 間 税 会

防 府 間 税 会

長 門 間 税 会

柳 井 間 税 会

下 関 間 税 会

萩

光

厚 狭 間 税 会

連合会会長 唐下善次郎

間

税

会

間

税

会

叙勲表彰おめでとうございます
平成24年秋

叙勲受賞者表彰が行われ、間税会関係者で、浅野益弘氏が受章されました。

旭 日 小 綬 章
浅野 益弘 氏
岡山東間税会
岡山県間連
広島局間連
全間連

会長
会長
副会長
常任理事

納税表彰おめでとうございます
平成24年度納税表彰式が平成24年10月24日に三田共用会議所で、また、広島国税局長納税表
彰式が平成24年10月31日にホテルセンチュリー21広島で挙行されました。
間税会関係者では、財務大臣表彰を大谷厚郎氏、国税庁長官表彰を安部誠氏が受彰されまし
た。また、広島国税局長表彰を闍橋正氏（広島局間連会長）、西本由成氏、瀧本博氏、清永忠秋
氏の各氏が受彰されました。
この他、各税務署においても税務署長表彰が行われ、12名の方が受彰されました。

財 務 大 臣 表 彰

国 税 庁 長 官 表 彰

大谷 厚郎 氏
松江間税会
島根県間連
広島局間連
全間連

国
闍橋

安部

会長
会長
副会長
理事

税

岡山西間税会
岡山県間連
広島局間連

局

長

表

瀧本

西本 由成 氏

会長
副会長

益田間税会
島根県間連
広島局間連

博 氏

笠岡間税会
岡山県間連
広島局間連

会長
副会長
常任理事

彰

正 氏

広島局間連
全間連

誠 氏

副会長
理事
理事

清永 忠秋 氏

会長
理事
理事

三次間税会
広島県間連
広島局間連

会長
常任理事
理事

税 務 署 長 表 彰
末光 邦男氏（広島南間税会）
佐々木優子氏（広島西間税会）
武永 俊明氏（広島北間税会）
井上 博昭氏（府 中 間 税 会）

林 誠一郎氏（三 次 間 税 会）
正田
俊氏（海 田 間 税 会）
池永 光男氏（防 府 間 税 会）
伊藤 孝身氏（長 門 間 税 会）

吉田 縉史氏（津 山 間 税 会）
村上
一氏（玉 野 間 税 会）
森田紘一郎氏（鳥 取 間 税 会）
亀地 憲二氏（益 田 間 税 会）
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中 学生 の税に関する作品
中国納税貯蓄組合連合会が募集した「中

間税会関係では、広島国税局間税会連合

学生による租税作品（作文・習字）に対し

会会長賞に萩市立萩西中学校2年生の山中香

て作文19,255編、習字33,855点の応募があり

緒里さんの作文と、呉市立昭和中学校2年生

ました。

の城戸ひとみさんの習字が選ばれました。

その中から選ばれた優秀作品については、

受賞おめでとうございます。

国税庁長官賞をはじめ数々の賞が授与され
ました。

◆ 作文◆
広島国税局間税会連合会会長賞

〜税金に感謝〜
山口県萩市立萩西中学校2年 山中 香緒里
「救急車を呼ぼうか？」

ると全て無料だという。もしも、有料なら

市民体育館の係員さんに聞かれ、数分後

ば誰もが平等に受けることができるのだろ

に到着した救急車で私は市民病院に運ばれ

うか。乳児の頃から、私達の将来を守るた

た。バドミントンをしている最中に左膝を

めに使われている税金。とてもありがたい

脱臼してしまったのだ。救急車に乗るのは

と思った。

これで二回目。小学校の時にもお世話にな

この夏、消費税が五％から段階を経て

ったのだが、いずれも救急隊員の方は、ケ

十％に引き上げられることが決まった。悪

ガをした私に負担がかからないよう体勢に

影響はないのだろうか、と素朴な疑問が頭

注意を払いながらも素早い対応をし、優し

をかすめた。十個のモノを買うところを九

く接してくれたのがとても印象的だった。

個で我慢するということにつながることは

病院に到着後、外科の先生が処置をして

ないのだろうか。いや、つながりかねない。

くれた。痛がる私の為に麻酔科の先生も駆

私の毎日のお小遣いだって、消費税分引き

けつけてくれた。ふっと意識がなくなり目

あげてもらえるわけではないのだから。た

が覚めた時には、外れた膝のお皿は元の位

だ、決まった以上は前向きに考えてみると、

置に戻っていたが、診察やリハビリ治療の

やはり使い道への関心が高まる。社会保障

ため、何度も病院に通った。今は全治二ヶ

や福祉に確実に使われること、それにより

月のケガから復帰し、元気に部活動に参加

「誰もが安心して暮らせる、明るい日本の未

できることがとても嬉しい。緊急時の救急

来」を願っている。

車、設備の整った病院で受けることができ

私は、納税により社会が支えられるシス

た検査や治療が、少ない負担で済んだのも

テムは、とても素晴らしいものだと思う。

税金のおかげだと感謝している。

だからこそ脱税、無駄使い、不正受給があ

また、中一の時には子宮頸ガンワクチン

ってはならない。私達自身も税金のお陰で

を受けた。本来なら一回一万五千円を超え

成立つ学校生活の中で、勉学に励み、また

ると言われるワクチンが、全額助成金でま

教科書や備品等を大切に扱い、目に見えな

かなわれ、三回とも無料で受けることがで

い無駄使いをしないように心掛けなければ

きた。母子手帳をみると、他にもいくつも

ならないと思う。

の予防接種の記録があるが、母に聞いてみ
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そして、時折耳にする「税金を取られる」

という言葉。まるで自分には関係ないのに持

は思わず、「世の中のために役立つように」

っていかれる、とでも言うようで、ちょっと

「今までの私達を支えてくれた社会に恩返し

淋しい。私が社会人になった時には、「取ら

するように」と幸せな思いで納税したい。

れる」とか「義務として払わされる」などと

◆ 習字◆
広島国税局間税会連合会会長賞

〜身近な消費税〜
呉市立昭和中学校2年 城戸 ひとみ

平成24年度「税の標語」入選作品（広島局間連分）
全国間税会総連合会が募集した平成24年

さんの作品が優秀賞に選ばれたほか5名の方

度「税の標語」には、全国から194,250点の

が入選作品に選ばれました。おめでとうご

応募がありました。広島局間連からは2,982

ざいます。

点の応募があり、岡山東間税会の石村勝治
【全間連】
優秀賞 （岡山東間税会）
消費税 納めて広がる 福祉の輪
岡山市 石村
選 （広島東間税会）
税金は 未来につながる かけはしだ
安田学園 福岡
入 選 （広島東間税会）
我が国の 未来を担う 消費税
崇徳学園 藤本

入

選

（広島南間税会）
あなたの暮らし 守ります
加藤 佳則
入 選 （長門間税会）
税金で つくろうぼくらの 明るい未来
長門市立深川小学校 6年生 横田 優作
入 選 （吉田間税会）
心地よい くらしに人に 税がある
戸田 美穂
税金が

勝治

入

美純

和弥
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全間連第39回通常総会［福井大会］開催
全国間税会総

が開催され、それぞれ平成24年度事業計画案、

連合会第39回通

収支予算案が承認されました。

常総会が、昨年

総会にあわせ

9 月 2 7 日（ 木 ）、

て、福井県立恐

福井市の会場Ａ

竜博物館

ＯＳＳＡ（ア

総会

特別

館長の東洋一氏

オッサ）で開催されました。今回は北陸間税

による記念講演

会連合会の担当で、広島局間連からは23名が

が行われました。

出席しました。

演台「アジアの恐竜

福井市は、同県の県庁所在地で、福井県の
北部に位置し、国から特例市に指定されてい
ます。

講演会

〜移動と進化〜」と題

した講演会は非常に興味を覚える講演内容で
した。
総会後の懇親会は、祝舞で始まり、福井の

戦国時代の武将柴田勝家の北ノ庄城から城

越前焼杯を使った福井産酒での乾杯で宴がス

下町として形成しはじめ、江戸時代に福居、

タートしました。越前焼のぐい飲みはお土産

福井と地名を変えた親藩統治を経て、現在も

としていただきました。

なお県政の中心として福井城天守のあった場

アトラクショ

所に福井県庁が立っています。また江戸時代

ンでは、地元出

福井は日本屈指の大都市で朝倉氏滅亡後一乗

身のハーブ奏者

谷から移転した文化人の影響もあり華やかな

による演奏、ま

文化行事が行われてきました。

た福井芸妓組合

そうしたゆかりある福井市での総会では、

による「いっち

懇親会ハーブ演奏

平成23年度の事業報告・決算報告、平成24年

ょらいぶし」で会場は大いに盛り上がりまし

度事業計画案・収支予算案が、いずれも満場

た。

一致で原案通り承認可決されました。
総会終了後、組織増強功労者表彰が行われ
（17間税会）
、広島局間連から、東広島間税会、
福山間税会、府中間税会、出雲間税会の4単
位会が表彰されました。
また、総会に先立ち、同会場において、第
34回青年部通常総会、第31回女性部通常総会
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広島局間連から出席した役員、会員は、通
常総会、青年部総会、女性部総会を通じ、他
の間税会の方々と意見交換ができ、大変有意
義な時間を過ごすことができました。
次回は東京間税会連合会が担当となり、東
京で開催されます。皆様の参加をお待ちして
います。

局間連・業種別部会・単位会の動き
昨年9月から12月にかけて、局間連、業種別部会及び各単位会において会議等が開催さ
れ、さまざまな協議がなされましたのでご紹介します。

局

間

連

●正副会長会議
平成24年11月5日（月）、ひろしまハイビル
21において正副会長会議を開催しました。
広島国税局から清友消費税課長のご臨席を
いただきました。
上期の事業活動及び決算報告の後、平成
24年度納税表彰者の紹介、平成24年度「税
の標語」優秀・入選作品等について報告いた
しました。
●委員長会議
平成24年10月18日（木）、ひろしまハイビ
ル21において委員長会議を開催しました。
広島国税局から菊島消費税課係長ご臨席の
もと、11月開催の正副会長議案等の協議が
なされました。
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業

種

別

石油ガス部会
平成24年11月6日（火）ホテルセンチュリー
21広島において、石油ガス部会研修会として、
広島国税局児島課税第二部長による「最近の税
務行政について」と題した講演会を開催し、約
50名の参加者が聴講しました。
講演会では、国税庁が作成したWeb-TAX-TV
「国際税務専門官の仕事」のビデオ上映に続い
て、児島部長の国税庁における経験談を交えな
がら、国税庁が重点的な課題として取り組んで
いる訴訟型社会や海外への調査等に対する税務
行政の現状を分かりやすく説明いただきました。

揮発油部会
●水島税務懇話会
平成24年10月18日（木）ホテル日航倉敷にお
いて、広島国税局清友消費税課長並びに倉敷、
児島、玉島税務署の幹部の方々にご臨席をいた
だき、総勢24名により「第104回水島税務懇話
会」を開催しました。
懇話会では、国税局の青木主査を講師に「平
成24年度税制改正地球温暖化対策のための石油
石炭税の税率の特例等について」と題した研修
会が行われ、石油石炭税の軽減措置等について
活発な質疑が行われました。

単

位

会

●広島西間税会との交流会
三次間税会
去る11月9日、広島浅野家ゆかりの広島椿苗
木4本を三次城主 浅野長治公の菩提寺 三次
鳳源寺境内に植樹いたしました。当日は、空
前絶後の好天に恵まれ、境内の紅葉もこの秋
一番の彩りをそえ、ご参加いただきましたご
来賓の皆様に大きな感動をいただく中、 広島
椿 永遠の成長
を祈念しました。
この事業は広
島西間税会 久
保会長、広島国
税局間税会連合
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部

会

●芸防税務懇話会
平成24年11月27日（火）三井化学㈱岩国大竹
工場において、広島国税局清友消費税課長並び
に廿日市、岩国税務署の幹部の方々にご臨席を
いただき、総勢14名により「第49回芸防税務懇
話会」を開催しました。
当日は、工場見学に続いて、事業活動、計画
などの報告を行った後、国税局の青木主査を講
師に「平成24年度税制改正地球温暖化対策のた
めの石油石炭税の税率の特例等について」と題
した研修会が行われました。
また、各社からの現況報告では、バイオエタ
ノール等揮発油の現状について、活発な意見交
換が行われました。
●山口税務懇話会
平成24年11月29日（木）西部石油㈱山口製油
所において、広島国税局清友消費税課長並びに
徳山、宇部、厚狭税務署の幹部の方々にご臨席
をいただき、総勢19名により「第5回山口税務
懇話会」を開催しました。
懇話会では、活動状況、活動計画等の報告の
後、国税局の青木主査を講師に「平成24年度税
制改正地球温暖化対策のための石油石炭税の税
率の特例等について」と題した研修会が行われ、
会終了後に製油所見学を実施しました。

の

動

き

会 唯山専務様のご好意によるもので、陰陽
縦貫道の開通により、三次インターチェンジ
を拠点に山陰と山陽の民間交流が大きく拡が
ることを念願し進めた事業です。
この三次は、広島浅野家 三次藩として約
400年の歴史をきざむ城下町として栄え、その
歴史を残す街並み、 鵜飼 は全国に知られ
ています。当会ではこの事業に合わせ広島西
間税会、三次税務署、広島国税局間税会連合
会様のアドバィスのもと間税会活性事業につ
いて意見交換を重ね、会員増強、女性部、青
年部の設立など貴重なご指導をいただき充実
した交流会となりました。

単

位

会

【「広島キッズシティ2012」会場にて紙芝居
を実施：広島西間税会】
平成24年10月
8日
（祝）広島西
間税会女性部
は、広島キッズ
シティ会場にお
いて租税教室の
一環として小学生を対象に、安田女子大学児
童教育学科の協力を得て、「あきくんともみ
じちゃんのくらしと税金」と題した紙芝居を
行いました。当日は、小学生に職業体験して
もらうイベントと言うこともあり、多くの観
客があり、盛会の内に終了しました。また、
当日は女性部が中心となり地元の折出由美子
氏に作詞・作曲していただいた「税の歌」
「手をつないで」の初披露がありました（こ
れは会員が歌ってＣＤ化されています。
）
。
【広島西間税会女性部が「税の歌」をCD化】
広島西間税会女性部は、租税教室「税の歌」
をＣＤ化しました。
その歌詞内容を紹介致します。
「手をつないで」

作詞・作曲

折重由美子

１．この広い空の下
共に歩む道がある
高速道路 横断歩道 他にも沢山……
あたりまえのようだけど
みんなで作り上げた この世界
1人1人は少しずつでも
大きな力に
変えてゆける 素晴らしさ
手をつないで

の

動

き

２．この広い海の上
共に歩む橋がある
島への架け橋 歩道橋 他にも沢山……
あたりまえのようだけど
みんなで作りあげた この世界
1人1人は少しずつでも
いつもそばに
寄り添う あたたかな手
心つないで
税は私たちにとって
なくてはならない大切なもの
たとえ困難にぶちあたっても
どんな時も近くにある心強いもの
３．この広い大地の上
共に笑う場所がある
公園 図書館 他にも沢山……
あたりまえのようだけど
みんなで作り上げた この世界
1人1人は少しずつでも
大きな力に
変えてゆける 素晴らしさ
手をつないで
1人1人は少しずつでも
いつもそばに
寄り添う あたたかな手
心つないで

歌唱する会員の梶本利恵さん

LABI
ヤマダ電機
ドンキホーテ
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「税を考える週間」行事に参加
昨年の11月11日から17日までの間、「税を考える週間」行事の一環として、私たちの生活に欠
かせない税についてより深く考えていただくため、各地で色々な催しが開催されました。
間税会においても、国税局・税務署及び他の関係民間団体等と協力して、税務研修会や講演会
などを開催しましたのでご紹介します。

局連・広島県連青年部
青年部は、平成24年11
月10日、広島駅前南口噴
水広場付近において、
「税
を考える週間」の横断幕
を掲げるともに、クリア
ファイル、リーフレット
等各1,000セットを配布するキャンペーンを実施
しました。

広島東間税会
女性部は、平成24年11
月10日、中区八丁堀ヤマ
ダ電機Labi広島店（旧天
満屋）交差点において、
平成24年度「税の標語」
最優秀作品を掲示したPR
看板の除幕式を行いまし
た。
その後、パルコ前から
矢野中学校による音楽隊
（47名）と広島三育学園の
児童によるバトン（26名）を先頭に広島国税局
をはじめ各関係団体の協力を得て総勢150名規模
でパレードを行いました。その後クリアファイ
ル等1,000セットを配布しました。

広島西間税会
広島西間税会女性部は、
平成24年11月17日（土）、
アルパーク天満屋店にお
いて今年は、
「税の役割と
税務署の仕事」というテ
ーマのもと、紙芝居「あ
きくんともみじちゃんの
くらしと税金」並びに音
楽舞台劇オペレッタ「ブ
レーメンの音楽隊」を安
田女子大学児童教育学科
の協力を得て実施しました。
会場では、女性部が地元の作詞作曲家に作っ
てもらった税の歌の「手をつないで」
（これは会
員の梶本利恵さんが歌いＣＤ化されています。）
が流れる中でスタートしました。
会場は、保護者同伴児童等で一杯となり、紙
芝居並びに音楽舞台劇は大いに盛り上り、盛会
のうちに終了しました。
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広島南間税会
11月10日から16日まで
の間、イオン宇品ゆめタ
ウン広島において、税務
団体連絡協議会との共催
で「税に関する川柳・標
語・習字の入選作品」の
展示を行いました。
また、青年部が主体と
なって、12月11日、楠那
小学校6年生児童55名に租
税教室を行いました。税
金の使い道や役割についてＤＶＤやゲームをし
ながら児童たちにも分かるようユーモアを交え
ながら楽しく授業を行いました。
児童たちは、初めて見た一億円のレプリカに
驚き歓声をあげ、税金の大切さを理解してくれ
たようでした。

呉間税会
税を考える週間が11月
11日より始まったのを受
け、去る、11月17日（土）
に、呉駅・そごう呉周辺
において、呉市民に対し、
街頭広報活動を行いまし
た。当日は呉税務署より住永副署長ほか11名の
署員のご協力を頂き、会員16名を含め総勢27名で、
クリアファイル・e−Tax勧誘チラシ・ティッシ
ュ等を市民1,000名に配布しました。
「消費税活かすみんなの間税会」と書いた幟
や、税を考える週間がスタートしたことが書か
れた横断幕の掲示を行い、e−TaxのPRキャラク
ターのイータ君の着ぐるみも広報活動に参加し
ました。今回も、例年通り充実した実り多い広
報活動となりました。

吉田間税会
平成24年11月10日から
11月17日まで「税につい
て考えよう！」キャンペ
ーンを行いました。管内
の市民にキャンペーンチ
ラシを配布し、8日間の延
べクイズ解答者は483名でした。
期間中「税の標語」の入選者作品の展示を行
いました。

東広島間税会
会場の関係から一週間
遅れとなりましたが、11
月20日〜25日の間、東広
島法人会が主催し、当会
が共催している「第9回
税に関する絵はがきコン
クール」の作品展示を市内商業施設において開
催しました。
両会の女性部会員が、共同で応募のあった全
作品1,599点の絵はがきを37枚のパネルに貼り付
け展示。新聞での広報もあり、期間中大勢の孫
子、親子連れで賑わいました。

福山間税会
本年度も福山法人会主
催の「ハロータックスフ
ェスタ」に協賛し、天満
屋ハッピータウンにてチ
ラシ等を配布し街頭広報
活動を行いました。
また、
「小学生の税に関する絵はがきコンクー
ル」出展作品のうち、近隣小学校（3校）の作品
を広島銀行福山営業本部で展示しました。
（11月
19日〜28日）

竹原間税会
平成24年11月29日、竹
原商工会議所において会
員を中心に勉強会を開催
しました。講師に竹原税
務署から佐藤統括官をお
招きし、「消費税・贈与
税・相続税」の分かりやすい講義をいただきま
した。当日は52名が参加し大変有意義な一日で
した。

府中間税会
平成24年11月12日、府
中法人会ほか税務団体と
の共催で、府中駅前周辺
で街頭広報活動を行いま
した。一般市民を中心に、
クリアファイルとパンフ
レット、ティッシュ等を300セツト配布しました。

徳山間税会
11月16日に広島国税局
課税第二部長の児島範昭
氏を招いて、ホテルサン
ルート徳山にて「税の講
演会」を開催しました。
徳山周南法人会・中国税
理士会徳山支部・周南地区納税貯蓄組合連合
会・徳山地区青色申告会連合会の共催で60名の
参加をいただきました。
「最近の税務行政について」という演題で、
貴重な話をしていただきました。

柳井間税会
本年度も昨年に続き、
「ちびっこ屋台」を開催し
ました。事前に地元の小
学生（5年〜6年）を中心
に、商売の いろは を、
学校側から授業時間を頂
戴し（6月〜11月まで5時間）ちびっこ屋台運営協
議会メンバーがレクチャ―しました。
当日の祭り会場での屋台販売を通じ、消費税
を現実のものと体験してもらいました。

岡山東間税会
管内の小学生から「税
に関する習字」を募集し
ました。
優秀作品は、平成24年
11月14日〜19日までの間、
天満屋岡山店地下のアー
トスペースに展示し、間税会長賞の授与式は岡
山大学教育学部附属小学校で行いました。
11月12日、天満屋アリ
ス広場前において、西本
勝昭岡山東税務署長をは
じめ、岡山東税務署、岡
山県備前県民局税務部の
職員、岡山東間税会役
員・女性部員・青年部員、さらにe−Taxのマス
コット「イータ君」や岡山県のマスコット「も
もっち」
「うらっち」など約50名が参加し、同商
店街で期限内納税やe−TaxをPRするチラシ500部
を配布した。
街頭PR後は、広報車の出発式があり、石村副
会長の挨拶、西本署長の激励に続き、冨岡正機
青年部副部長の宣言で広報車が出発した。広報
車は今年も環境にやさしい「LPG車」を使用。消
費税の期限内納税やe−TaxをPRする看板が取り
付けられ、同PRのアナウンスとともに同署有志
が作った軽快なリズムの「イータックス音頭」
を流しながら、11月12日〜17日の期間中、管内を
巡回した。

岡山西間税会
本年度も平成24年11月
11日に全日空ホテル前で
ティッシュペーパー等を
配布し間税会をPRしまし
た。その後、17日まで広
報車で、岡山西税務署管
内を巡回し広報活動を行いました。

玉島間税会
平成24年11月11日、昨
年に続き倉敷市役所玉島
支所駐車場を会場に、玉
島商工会議所主催の「ふ
るさとふれあい物産展」
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のイベントに参加しました。
来場される方へ、税のチラシ・クリアファイ
ルを配布すると共に、税金クイズの実施やパソ
コンを使用してのe−Tax体験コーナーを設置し
税の普及とPR活動を行いました。

西大寺間税会
管内の小学校から「税の習字」
を募集し、優秀作品を管内4か
所において展示するとともに、
会長賞には表彰状を授与しまし
た。
また、11月28日「消費税入門」
と題し、税務研修会を開催。講師の西大寺税務
署 横山正法人課税部門統括国税調査官より消
費税のあらましについてお話をいただきました。
12月5日には、瀬戸間税会との合同研修会並び
に交流会を開催し、会活動について意見交換を
行い、親睦を深めました。

出雲間税会
毎年11月11日〜17日ま
での一週間は国税庁が定
める「税を考える週間」
であることから、11月13
日、市内の大型店の店頭
において、大島間税会会
長、福間法人会会長ほか両会役員と税務署職員
で「税ってなんだ?」の漫画本や啓発グッズなど
を来店客に配布し、
「税を考える週間」とe−Tax
（国税の電子申告・納税）などを周知する啓発活
動を行いました。
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石見大田間税会
毎年恒例の「税金クイ
ズ」並びに「租税教室」
の実施、
「税の標語」の募
集を行いました。租税教
室では、地元中学校3年生
（143名）を対象に、税金
の集め方や使われ方、高齢化社会に向けて財政
が厳しくなっていくことなど説明しました。

浜田間税会
平成24年11月10日、ゆ
めタウン浜田において本
年度から開催の租税作品
合同表彰式に参加しまし
た。税に関する絵はがき
418点、中学生の習字・作
文164点、高校生の作文190点のうち優秀作品28点
の受賞者の方を表彰しました。浜田間税会は絵
はがきの優秀作品に浜田間税会長賞として、会
長より賞状と記念品を贈りました。

隠岐島間税会
平成24年11月19日、上
杉浩之西郷税務署長を講
師としてお迎えし、
「国際
化と税について」と題し
た講演会を開催しました。
当日は会員25名が出席
し、有意義な講義を拝聴しました。

事

務

局

広島東間税会
広島東間税会事務局は、平成19年4月から担当し、
事務局は多田総合会計事務所内に設置されています。
広島東間税会は、女性部の活動が活溌でもあり、
また広島県下で最大の会員数を擁しており、その
会運営に日々頑張っているところです。
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。
〒730-0012

広島市中区上八丁堀8-8
第一ウエノヤビル5F
多田総合会計事務所内
TEL 082-511-5554 FAX 082-511-7774

の

紹

介

岡山西間税会
岡山西間税会（会長
安部誠）は、岡山県下13
単位会の一つとして、事
務局を丸和商事譁内に設
置し運営しております。
会では間接税についての
知識を習得し、自主的な
申告納税制度の確立を通
して、円滑なる税務運営
に協力する活動を行っております。
また、会員企業の健全な発展に寄与するために、
いろいろな情報を提供するとともに、会員間の
交流を図っております。
今後ともご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願
い申しあげます。
岡山西間税会 事務局 柳井 弘
〒700-0976

岡山市北区辰巳7-109
丸和商事株式会社内
TEL 086-243-8611 FAX 086-242-8380

（国税庁e−Taxキャラクター イータ君）
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提供

山口県間税会連合会

『瓦そば』
下関市豊浦町の郷土料理「瓦そば」、熟した瓦の上に茶そばと具をのせた料理。瓦
の上で熱せられた茶そばは、焦げ目がパリパリして香ばしく、紅葉おろしとレモンを
落としたそばつゆにつけて食べます。

年頭あいさつ
会員の皆様、明けましておめでとうございます。健やかに初春をお迎えのこととお慶
び申し上げます。昨年は尖閣諸島ならびに竹島の領土問題から、日中韓の関係が緊迫し
た年でした。また、進まない被災地の復興、今年で2年目を迎えることとなります、一日
も早い復興を期待します。
私たち広報委員会は、本年度も魅力ある「間税だより」の発刊を目指して委員一同取
組んで行く所存ですので、引き続き皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げます。
平成25年元旦

広報委員

吉岡文朗、村上俊二、唯山重夫、土岡正和、江本芳史
栗栖三知子、辻本浩之、新見秀行
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