
    

    

第第第第 1084108410841084回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018年1鏤11日θ木χ 

懇会   場昏ま傘皿裁 

懇プ竺グ鹿ム昏新年例会 

              諸事採祝い 

懇出   席昏会員数38名 

       出席率100％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

新年あ砕ま裁崎採薩埼碕う斎菜いま際甑冴采細珊昨会員昨採元気作

姿燦採見受砕裁何皿三埼際甑 

45朔腰年鑽年始」』年来交流昨あ傘ニ止コ昨民宿削泊ま三腰旨キ実

濯昧埼裁冴甑捗事昨祭碕朔一切考え剤腰目一杯穀珊埼まい三ま裁冴甑 

額昨傷朔旨キ実埼朔作采腰車昨詩ア燦開砕傘時削詩ア削額燦ぶ肴砕

崎埼済冴傷埼際甑鈍臭采作三ま裁冴甑 

」』年来行済続砕崎いま際碕腰宿昨頓史燦感載ま際甑宿昨採載細珊腰

採柵細珊朔80遁前後削作三ま裁冴甑息子朔』0遁埼腰孫娘朔今年成

人式坂碕言榊崎いま裁冴甑 

昔朔旨キ実客埼賑わ榊崎い冴宿埼際歳腰一時期昨旨キ実客昨減少燦

機削長距頹バ旨昨殺転手細珊昨常宿削変貌裁ま裁冴甑 

今埼朔旨キ実客朔45署坂砕埼際甑 

バ旨昨殺転手細珊署朔夕方栽晒深夜削栽砕崎宿泊削や榊崎済ま際甑

採載細珊碕採柵細珊朔鑷坂削菱頭削立榊崎頑張榊崎いま際歳腰流石

削45碕話裁崎い傘う阪削泣済歳入三ま裁冴甑 

ｗ疲参冴質質質ｘ体歳言う祭碕燦済栽作い甑 

旨キ実斯実枝ン昨約『栽鏤朔睡眠不足埼体歳ボ竺ボ竺削作榊崎裁ま

う甑 

長距頹バ旨昨殺転手細珊署昨受砕入参自体朔腰利益歳あ傘歳腰そ参

雑税金削雑榊崎い栽傘参傘裁腰坂鑚細珊鷺う思う？ 

-45昨答え朔腰坤Mぐずご ぐ こじささご三ごnげご墾- 

10年後昨貴方朔鷺う作榊崎いま際栽？ 

10年後昨宿朔鷺う作榊崎いま栽？ 

10年後朔腰息子碕孫娘埼経営裁崎い栽作砕参柵作三ま在珊甑 

今昨目ま犀傘裁い予約碕接客昨対応朔失礼埼際歳残細参冴「人坂砕

埼朔不可能埼際甑 

旨キ実斯実枝ン朔バ旨昨殺転手細珊昨受砕入参昨冴薩腰直昨採客細

珊朔受砕晒参ま在珊甑45署朔」』年来昨顧客腰実朔特別扱い作昨埼際甑 

斯実枝ン坂砕昨顧客昨対応削身燦削榊崎売琢燦あ砦傘皿三雑腰長期

埼宿泊裁崎采参傘ビ施ネ旨マン顧客燦中心削安定裁冴経営裁崎い采

方歳腰売琢朔落阪崎雑接客雑楽埼際裁腰安心裁崎生活裁崎い采祭碕

歳埼済ま際甑 

採載細珊腰採柵細珊雑10年後朔捗事歳埼済傘鷺祭山栽腰亡采作榊崎

い傘栽雑裁参ま在珊甑 

祭祭埼切三替えま裁鮫う！碕答えま裁冴甑 

坤人生墾 最後削楽歳埼済冴晒腰今ま埼昨人生朔思い出削作三ま際

歳腰最後歳苦裁砕参柵腰今ま埼昨人生朔後悔削作三ま際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋鑚 悟恨                

会例会後 理事会甑 

解「018年1鏤竺実タ式実鴫実詞：1㌦＝11『円埼際甑 

ニニニニコニココニココニココニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                     

坂鑚 昇,橋鑚 悟,植隰 悦子,大川 和夫,岡井 功,奥村 清隆, 

川口 好宏,北出 誠,小濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,清水 濯昭, 

鈴木 康,  44之,田中 和弘,珎暑 直紀,西谷 満,丹羽 崇, 

林 菖蒲,林 ま細子,隴東 正,東川 直輝,鴻原 肘,福鑚 和也, 

宮園 隆貴,村田 耕一,山託 茂紀 

         以琢以琢以琢以琢「8「8「8「8名名名名様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：『「『「『「『「,000,000,000,000円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴甑甑甑甑鐚飫う斎菜いま際甑鐚飫う斎菜いま際甑鐚飫う斎菜いま際甑鐚飫う斎菜いま際甑    

プ竺グ鹿ムプ竺グ鹿ムプ竺グ鹿ムプ竺グ鹿ム                                                                                    

諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い    

懇会員誕生日昏 

「1日 珎暑 直紀 会員 

「】日 小野寺 均 会員 

懇配偶者誕生日昏 

0」日 珎暑 智子 様 

懇結婚記念日昏 

1『日 坂鑚 昇 会員腰  1】日 井口 篤 会員 

「0日 鴻原 肘 会員腰  「」日 脇 文彦 会員 

「『日 清水 濯昭 会員腰 「【日 福鑚 和也 会員 

「【日 水井 澄夫 会員 

 

新年新年新年新年会会会会    

 

  ﾜ司会進行ﾝ大川 和夫 親睦委員長 

  ﾜ乾杯挨拶ﾝ佐藤 光宏 会員 

  ﾜ中締挨拶ﾝ西谷 満 会員 
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第第第第 1085108510851085回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝1鏤18日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨次テ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏卓話 

       濯裴県会員増強セ璽試実報告 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者25名 出席率65.79％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂本 昇恨                                                                

会員昨皆様腰祭珊柵珊わ!! 

本日朔腰元名古榮国税局多治見署長埼腰現在腰東海税理士会本会理

事埼斎活躍細参崎採傘税理士昨村田善晴菱生燦講師削招済卓話燦裁

崎い冴坂済擦際甑村田菱生朔名古榮国税局時代腰国税昨広報昨トッ

寺碕裁崎斎活躍細参崎採三腰卓話者碕裁崎相応裁い方碕裁崎今回採

願い裁冴次第埼際甑泣采子雑笑う腰仔磁式始ン施ョ実屍歳得意作菱

生埼際甑是非腰阪晒榊碕施ョ実屍燦飛柵裁冴碕済朔腰大い削溜砕崎

采坂細い甑滑舌歳更削調子皿采作三腰楽裁い卓話碕作傘祭碕間違い

作裁埼際甑趣味朔手品埼斎菜い擦際歳腰祭阪晒朔鐚料削作三擦際昨

埼腰今回朔斎披露い冴裁擦せ珊甑 

 

～会員増強セ璽試実報告会員増強セ璽試実報告会員増強セ璽試実報告会員増強セ璽試実報告～ 

細崎腰菱日削津埼開催細参擦裁冴会員増強セ璽試実昨研修不容削肴

い崎腰報告細せ崎い冴坂済擦際甑会長職雑半烝歳過災腰一息肴済菱

歳見え崎済冴時期埼何栽碕余裕歳出来崎来冴時期埼雑あ三腰会員増

強セ璽試実燦開催裁腰会員増強燦採願い際傘冴薩削開催裁冴そう埼

際甑村橋元姉飼試実昨講演碕分区別昨分科会歳開催細参擦裁冴甑 

そ昨中埼腰心削残榊冴祭碕坂砕腰栽い肴擦珊埼斎報告細せ崎い冴坂

済擦際甑  

村橋元姉飼試実朔腰坤会員純増３％燦目指際墾燦テ実爾削講演細参擦

裁冴甑会員増強昨活動朔1重0』烝削竺実タ式実歳創設細参冴祭山栽晒

昨流三組札埼際甑治実識雌式旨碕『人昨仲間埼始擦榊冴竺実タ式実

朔1』烝埼虫大陸削広歳三腰今埼朔1「0万人昨団体削成長裁擦裁冴甑 

そ昨中埼腰日本昨会員数朔腰1重重【烝削1」万人弱擦埼増盆裁腰そ昨

後昨飼字識崩壊削皿三8万】千人程削減少裁擦裁冴歳腰少裁持阪直

裁腰現在朔重万人前後埼推移裁崎採三擦際甑現在昨会員数歳日本昨

適正数栽碕思わ参擦際甑数朔力埼あ三腰竺実タ式実碕裁崎昨活動燦

遂行際傘冴薩削朔腰あ傘一定昨会員数朔維持際傘必要歳あ三擦際甑

現在昨会員数歳適正埼あ傘碕際参柵腰会員増強燦裁作砕参柵腰会員

数朔減少際傘一途燦辿傘事削作三擦際甑 

会員増強朔腰難裁い昨栽甑 

景気昨せい栽腰若者削奉仕昨精神歳宿榊崎い作い昨栽甑 

竺実タ式実昨創立時朔腰大恐慌昨真榊只中埼裁冴歳腰竺実タ式実昨

会員朔着々碕増盆裁崎い済擦裁冴甑東日本大震災や熊本地震埼朔腰

多采昨若者歳滋鹿ンテ伺仔活動削励珊埼い擦裁冴甑日本人昨根底削

朔腰妹砕合い昨精神朔宿榊崎い擦際甑入会見Ů札者朔沢山札え傘碕

思い擦際甑世界埼最雑頓史歳あ三腰大済作奉仕団体碕裁崎昨自信燦

持阪腰会員燦増強裁崎采坂細い碕話細参擦裁冴甑隰阪紀渝分区削採

い崎そ昨後分科会歳開催細参擦裁冴腰事前削出席会員削仔ン師実ト

報告歳あ三腰そ昨中埼腰何人昨会員昨屍鹿字歳理想埼際栽碕昨質問

歳あ三擦裁冴甑私朔腰『0人歳理想埼際碕回答裁擦裁冴歳腰集計昨結

果雑『0人前後削集中裁崎い擦裁冴甑世界昨屍鹿字昨烋均数朔」『名

坂そう埼際甑 

会員数『0名前後歳腰会員皆様昨顔雑皿采見え腰風通裁雑皿采腰会員

個々昨意見雑反映細参や際い昨埼朔作い栽碕思い擦際甑 

山桜ＲŔ昨会員数朔現在」8名埼際甑『0名削朔若烟足三擦せ珊甑 

皆様昨会員増強昨声掛砕埼腰会員歳増え参柵焜い坂碕思い擦際甑例

会削入会見Ů札者歳見学削来冴際削腰採誘い裁擦裁冴会員削恥燦栽

栽せ作い皿う削腰実三あ傘例会削作傘皿う削昧力い冴裁擦際昨埼腰

是非腰入会見Ů札者燦例会削採誘い采坂細い甑 

 

菱日昨日経新聞削腰政府朔腰公的烝金燦溜砕流三始薩傘烝齢削肴い

崎腰溜給者昨選択埼】0遁以降削菱送三埼済傘検討削入榊冴碕いう記

事燦目削裁擦裁冴甑公的烝金昨支給開始烝齢朔腰今朔腰【』遁燦基準

碕裁崎【0遁栽晒】0遁昨間栽晒溜給者歳選べ傘仕組札削作榊崎採三

擦際甑不閣府歳「01『烝削実施裁冴意識調査埼朔腰現在仕事燦裁崎い

傘高齢者昨約『割歳坤働砕傘う阪朔い肴擦埼雑働済冴い墾碕回答裁

崎い擦際甑今回腰溜給開始烝齢昨琢限燦】0遁栽晒】』～80遁擦埼引

済琢砦傘祭碕燦検討裁崎い傘皿う埼際甑私雑腰現在』【遁埼際昨埼あ

碕数烝埼溜給対象者削作三擦際甑私昨場合埼際碕腰個人事業者埼際

歳腰公務員碕裁崎勤務裁崎い冴時期雑あ三擦際昨埼腰共済烝金『8

万付碕烝金】8万付埼合計1「【万付昨溜給資格歳【』遁栽晒あ三擦際

歳腰現行制度埼】0遁擦埼繰託砦溜給燦選択裁冴碕裁擦際碕腰1「【万

付削『「％昨琢乗せ歳あ三擦際昨埼180万付弱昨溜給額削増え擦際甑

鏤削直裁擦際碕1』万付埼少裁烋均生活費削足三作い算定埼際甑 

雑裁腰80遁擦埼選択制削作参柵腰遅采作傘ほ鷺溜給額歳増え傘冴薩

溜給裁冴後昨生活削不安朔作采作傘栽雑裁参擦せ珊歳腰1付雑烝金

燦溜砕流傘祭碕作采人生昨幕燦閉載崎裁擦う栽雑裁参擦せ珊甑 

悩擦裁い選択埼際甑 

焙事報告焙事報告焙事報告焙事報告婚橋本 悟恨                

会「018-1重烝ＲＩ会長テ実爾歳坤使ン旨侍鴫実斯ョン削作山う墾 

解姉飼試実事務所皿三坤第1重回竺実タ式実国際囲碁大会墾開催昨斎

案不歳榲済擦裁冴甑 

回「01【-「01】烝度 地区記録誌歳榲済擦裁冴甑 

塊新事務局員 衷褫札ゆ済細珊歳入晒参擦裁冴甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コżＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                     

坂本 昇,橋本 悟,太田 正隆,岡衷 凡,奥村 清隆,越山 明, 

清水 濯昭,Ǔ 真理子,林 擦細子,隴東 正,鴻原 肘,前滿 佳久, 

村田 耕一,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢1111「「「「名名名名様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：18181818,000,000,000,000付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴甑甑甑甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑    

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                    

卓卓卓卓    話話話話    

    東海税理士会松阪支部所属 

ﾜ村田 善晴 様ﾝ 
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第第第第 1086108610861086回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝1鏤25日θ木χ 

懇会   場昏児鴫紫屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿ム昏職業奉捗委員会担当例会 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者23名 出席率60.53％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

先日腰松阪昨竺実カ識新聞削腰】代目桂道楽細珊昨細いわい寄席昨

開催案不歳掲載細参崎いま裁た甑 

】代目桂道楽細珊朔腰当会員昨西村伸久細珊昨祭碕埼す甑 

例会へ昨復帰雑近咲い崎済た昨栽作碕思い腰少裁う参裁い気便削作

三ま裁た甑 

今鏤朔職業奉捗燦強調す傘鏤間埼あ三ます甑 

会長挨拶碕裁崎腰皆様削職業奉捗削輸す傘採話昨ネタ燦探裁崎いま

裁た碕祭山腰竺実タ式実昨名称昨ょ来削肴い崎掲載細参崎い傘記事

燦目削裁ま裁た甑竺実タ式実昨名称朔腰創設当初腰竺実テ実斯ョン

θ輪番χ埼各会員昨職場燦例会譲渡裁崎いた祭碕削ょ来裁崎い傘そ

う埼す甑 

話朔変わ三ます歳腰烋成」0烝度税制改正昨大綱歳烋成「9烝1「鏤

「「日削勇議決定細参ま裁た甑祭参栽晒国会埼審議細参傘祭碕碕作三

ます甑税制改正昨一般的作旨師施ュ実識埼す歳腰8鏤鑽削各府省庁

栽晒昨予算昨概算要求碕税制改正昨要望事項歳締薩勉晒参腰9鏤昨

中旬削民間団体栽晒昨税制改正要望項目歳提出細参ます甑 

祭祭埼そ昨烝度昨全崎昨要望項目歳出揃う祭碕削作三ます甑 

そ昨後腰部会削採い崎11鏤託旬燦目途削重点要望項目歳決定細参ま

す甑そ裁崎自民党税制調査会歳開催細参腰マ識バ肢審議燦経崎最終

取三ま碕薩燦行い税制改正大綱歳発表細参ます甑そ昨後勇議決定細

参腰国会埼昨審議削至傘経緯碕作三ます甑 

税理士法『9条昨11削採い崎坤税理士会朔腰税務行政そ昨直昨租税

又朔税理士削輸す傘制度削肴い崎腰権限削あ傘官公署削建議裁腰ま

た朔そ昨諮問削答申す傘祭碕歳埼済傘甑墾建議権歳認薩晒参崎採三腰

毎烝腰 

1.公烋作税制腰 

「.理解碕納得昨埼済傘税制腰 

」.適正作事務負担腰 

『.時代削適淋す傘税制腰 

』.透明作税務行政燦税制削対す傘基鑚的作視点碕裁崎職業人碕裁崎

建議裁崎採三ます甑 

祭参雑職業奉捗栽作碕思う祭昨頃埼す甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋鑚 悟恨                

①「鏤昨例会日歳変更碕作榊崎採三ます甑斎確認託細い甑 

志旨詞質ビ施タ実志旨詞質ビ施タ実志旨詞質ビ施タ実志旨詞質ビ施タ実                 

懇志旨詞昏 第「【」0地区 職業奉捗部門委員長 

        山鑚 和彦 様 婚多治見式バ実サイ詩ＲŔ所属恨 

 

懇ビ施タ実昏第「】【0地区 愛知竺実タ式実Ｅ屍鹿字 燐ゅ 紘 様 

      第「【」0地区 久居竺実タ式実屍鹿字 菅不 章彿 様 

バ試実交換バ試実交換バ試実交換バ試実交換                                                                                

婚愛知竺実タ式実Ｅ屍鹿字恨 

婚松阪山桜竺実タ式実屍鹿字恨歳バ試実燦交換裁ま裁た甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思żＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                        

燐ゅ 紘 様, 菅不 章彿 様,山鑚 和彦 様 

坂鑚 昇,橋鑚 悟,徂ゅ 正隆,岡井 功,小濱 彰男,川口 好宏, 

清水 濯昭,丹羽 崇,山託 茂紀 

         以琢以琢以琢以琢1111」」」」名名名名様質淋計金額：様質淋計金額：様質淋計金額：様質淋計金額：「「「「「「「「,000,000,000,000付埼裁た付埼裁た付埼裁た付埼裁た甑甑甑甑鐚難う斎菜います甑鐚難う斎菜います甑鐚難う斎菜います甑鐚難う斎菜います甑    

寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム寺竺市鹿ム                                                                                    

職業奉仕委員会担当例会職業奉仕委員会担当例会職業奉仕委員会担当例会職業奉仕委員会担当例会                                ﾜ辻ﾜ辻ﾜ辻ﾜ辻    真理子真理子真理子真理子    委員長ﾝ委員長ﾝ委員長ﾝ委員長ﾝ    

    

    

ﾚ講ﾚ講ﾚ講ﾚ講    話ﾛ話ﾛ話ﾛ話ﾛ地区職業奉仕部門委員長 

ﾜ山本 和彦 様ﾝ 
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