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「しきしまの大和ごころを

人とわば 朝日に匂う山桜花」

松阪ゆかりの本居宣長の句にちなみ、

タイトルを“山ざくら”と名づけました。

「山ざくら」

名前の由来
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松阪法人会女性部会の皆様方におかれましては、日頃から税務行政
に対し、深いご理解と格別のご協力を賜り心から厚くお礼申し上げます。
特に、女性部会では税知識の普及と納税思想の高揚に献身的に取り組
んでおられ、中でも昨年10月の連絡協議会におきましては、「女性活躍
時代～企業のアスリートとして」をテーマに松阪法人会女性部会の活動を
分かり易くＤＶＤにまとめ、県内外より集まった大勢の出席者に披露し大
好評を得ました。また会員増強の面においては、女性部会全体で一丸と
なっていただいた結果、目標を大きく上回り、部会員数200％を達成され
ました。
そのバイタリティあふれる様々な活動には目を見張るばかりであり、それ
と同時に女性ならではの華やかさや繊細さも感じているところであります。
今後とも引き続き活発な部会活動を通じまして、税務行政に対する一層
のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、女性部会
の更なるご発展と、会員皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。
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いつも部会活動にご尽力、またご協力いただきありがとうござ
います。地域の為、人の為、そして企業の発展の為と、皆さまと共
に知恵と力を出し合い部会活動における時間を共有できました
ことを嬉しく思います。
盤石の組織作りから始まり、各活動における充実度の向上。
「数は力」に、皆が一丸となり遭進することで、自他共に賞賛でき
る組織となったのではないかと、改めて感じております。
女性ならではのきめ細かな心遣い、発想は、急速に変化する世
の中において、安心と安全と同じく、変えてはならない大切な社
会の一部であると考えます。
次の展開へ向けての新たな息吹は吹き始めました。
継続は、成功への礎であります。各会員、それぞれ状況は千種
万様ではございましょうが、地域を思う気持ちに違いはないはず
です。
皆さまの更なる思いを形に、新生女性部会の活動が連環され
ますことを心より願っております。
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この度は、女性部会長という大役を仰せつかり、改めてその責任の
重さを感じております。法人会における女性部会の位置は、たくさん
の皆さまに支えられながら確立しつつあると考えます。これも部会員
皆さまの「地域の発展」への願いからくるご尽力の賜物であるかと思
います。
歴代部会長による様々な活動、取り組みを継続しつつ、私たち女性
部会員の女性ならではの視点で、積極的に取り組んでまいりたいと
思います。
中軸を担う、絵はがきコンクール。この活動の浸透は、税の再認識
と、子どもたちへの新たな芽生えの機会であると考えます。何よりも会
員相互の親睦をはかり、地域社会へ貢献できるよう取り組んでまいり
ます。皆さまの温かいご理解と、ご協力をよろしくお願いします。

松阪法人会女性部会の皆様には、日頃から本会の活動に格別のご
理解とご協力を賜りまして、誠に有難うございます。
女性部会の皆様の「夏休み親子税金クイズ」「税に関する絵はがきコ
ンクール」などの取組みは、たゆまぬ創意工夫のもと、毎年バージョン
アップしてきており、大変嬉しく、かつ頼もしく思っております。松阪法人
会の活動目的である「適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務
行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な
発展に貢献する」ため、引き続き皆様方の活動を発展させていただきま
すよう、切にお願い申し上げます。
さて、昨年１０月２３日には、松阪法人会女性部会の皆様が担当され、
「第２８回三重県法人会連合会女性部連絡協議会情報交換会」が松阪
市において盛大に開催されました。皆様方の開催準備や会の運営にか
けた情熱が見事に実を結び、大成功を収められましたことを改めてお喜
び申し上げます。正に、松阪法人会女性部会の結束力の強さを証明さ
れたものと思います。今年の１０月には、三重県法人会連合会の担当で
全国大会が開催されますが、大会の成功に向けて女性部会の結束力を
発揮していただきますようお願いいたします。
今後も、岩佐新部会長を中心に、女性部会がますます発展されますこ
とを心より祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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新体制スタート

役員紹介 2019年度

今期、広報・厚生副部会長を仰せつ
かりました。初めての大役に改めて身の
引き締まる思いです。
新たな委員会メンバーで会員の皆さ

まの活動を「山ざくら」を通じて明るい
誌面で発信出来ればと思っております。
精一杯務めてまいりますので、宜しく

お願い申し上げます。

（株）アンデルセン 西口 喜代子

今期、副部会長を務めさせていただくことになり
ました。税制・研修を担当させていただきます。いろ
いろな考え方や意見が活動につながるように、サ
ポート役として、努力していきたいと思っております。
また、これまでの活動で学んだ、女性部会らしさを
引き継ぎながら、皆さまと一緒に作り上げる時間を
共有できることも楽しみにしています。
普段は、福祉分野に従事している私ですが、女

性部会では多種多様な分野で活躍されている皆
様と活動させていただけ、感謝と共に多くのことを
学ばせていただいております。今後ともご指導のほ
ど、よろしくお願い致します。

（有）余谷木材 濱田 純子

今期、総務・組織担当副部会長をさせて頂く事にな
りました。
前回の広報・厚生での活動では山中前部会長はじ

め会員の皆様のお陰をもちまして無事務めさせて頂け
た事、心より感謝しております。ありがとうございました。
今回、岩佐新部会長のもと新体制となり新しいメン

バーで総務・組織委員会の活動を通じて法人会女性
部会の各事業や会員の皆様のお役に立てるように精
進出来ればと思っております。何かと至らない点も多々
あると思いますが今後とも会員の皆様のご支援ご協
力を賜りたく宜しくお願い致します。

（株）サンキョーレンタリース 森岡弓子

部会長

（医）イワサ小児科

岩佐美和子

直前部会長

（有）教學舎

山中 藤枝

副部会長

（株）サンキョーレンタリース

森岡 弓子

委員長

（株）アクティオ

森谷和歌子

委員

ベルウッドエステート（株）

鈴木 明子

委員

大同生命保険（株）

福井ゆかり

副部会長

（有）余谷木材

濱田 純子

委員長

（株）SECOND SCRUM 
INC.

林 華

委員

松阪興産（株）

松本比登美

委員

松阪ロームオフィス

松田 節子

副部会長

（株）アンデルセン

西口喜代子

委員長

クラギ（株）

竹内 仁代

委員

（株）マスダ本店

伊藤 康恵

委員

（株）田替藤商店

田替藤潤子

２



広報・厚生委員会

この度、広報・厚生委員をさせていた
だくことになりました。
昨年、法人会女性部に入会させてい

ただき早いもので1年が経ちました。いろ
んな活動や研修に参加させて頂き日々

昨年度は皆さまの温かい御協
力、御指導をいただきありがとう
ございました。
今年度も広報・厚生委員長を

させていただくことになりました。

新しい委員の方々と元号も気持ち
も新たに明るい委員会で女性部会を
盛り上げて行ければと思っています。
どうぞ よろしくお願い致します。

クラギ（株） 竹内 仁代

税制・研修委員会

この度、税制・研修委員をさせてい
ただくこととなりました。2年間、女性部
会の活動に参加させていただき、とて
も楽しい会であることを実感いたしま
したので、まずは、会員の皆様に女性

部会の活動をご理解いただき、より多く
の方に参加していただけるよう役割を
果たして参りたいと思います。どうかご
協力の程よろしくお願いいたします。

松阪興産（株） 松本 比登美

女性部会に入会して３年目になります。
諸先輩方の活発な活動に参加させていた
だき、異業種の方とも交流ができて、自ら
の視野を広げることが出来ました。
税制・研修担当として一人でも多くの子ど
もたちに租税のしくみを理解してもらえるよ
う頑張ります。

ロームオフィス松阪 松田 節子

昨年度に引き続き広報・厚生委員
をさせていただく事になりました。
「山ざくら」を通じて、女性部会と
会員の皆さまをつなぐお手伝いが少しでも

できましたら嬉しいです。
気持ちを新たに頑張りますので、よろしくお願い

いたします。
（株）マスダ本店 伊藤 康恵

今年度は、総務・組織を担当させてい
ただきます。会員の皆さまに喜んで頂ける
よう、部会長・副部会長・委員長と意見を
共有しながら、松阪法人会女性部を盛り
上げていきたいと思っております。ご協力
をよろしくお願いします。

大同生命保険（株） 福井 ゆかり

総務・組織委員会
この度、 総務・組織委員会の

委員長に就任いたしました。
法人会に入会してまだ数年しか

経過しておりませんが、夏休み親子
租税教室や情報交換会等様々な行
事を通じて、少しずつですが成長で
きたように思います。
これから総務・組織委員会でまた

たくさんの経過を積み、皆さまのお役に立てるように
精一杯頑張らせて頂きます。
総務・組織委員会は初めての委員会でわからない

ことばかりですので、諸先輩方のご指導を賜りますよ
うお願い申し上げます。

（株）アクティオ 森谷 和歌子

法人会女性部会に入会してから、
右も左もわからないまま１７年余り
が過ぎました。前年度は広報・厚生
委員会で会報誌「山ざくら」の
製作に携り、山ざくらの歴史を勉強
しました。
今年度は、総務・組織委員会で部会員会議等、

人の集まる事業を受け持つ事になりました。気持ち
も新たに委員長の下、他の委員の方々と力を合わ
せ、すべての会がスムーズに運営出来るよう様頑
張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

ベルウッドエステート（有） 鈴木 明子

法人会女性部会の活動にご理解
ご協力を賜りありがとうございます。
今年度より、税制・研修委員会の
委員長を担当させていただくことに
なりました。

税制・研修委員会からは、会員の皆
さまにご参加いただける研修会や企
画等、様々なご案内を申し上げます。

私自身も、他の皆さまとの交流や新しい知識の習得な
ど実りある機会をいただいております。皆さまにもぜひ
積極的にご参加いただき、法人会、そして女性部会の
魅力を感じていただければと思います。
この度の委員長という大役も、皆さまのご指導の下、
精一杯務めてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し
上げます。

（株）SECOND SCRUM INC. 林 華

日々勉強・成長させてもらっています。まだまだ分からない
事ばかりですがどうぞよろしくお願い致します。

（株）田替藤商店 田替藤 潤子 ３



平成３０年１０月２３日
フレックスホテル

第１部（公社）松阪法人会女性部会 発表

テーマ「女性活躍時代～企業アスリートとして～」

第２部 講演会 演題「松阪と本居宣長」

講師 吉田 悦之 氏（本居宣長記念館 館長）

第３部（公社）松阪法人会女性部会による租税教室について

～小学生によるパネルディスカッション～

法人会女性部会の活動にご理解ご協力を賜りありがとうご
ざいます。
会員の皆様には、いつもご協力を賜り感謝致しております。
今年の大きな事業「三重県法人会女性部会情報会」も無事

終了しました。
県女連協ができて22年。松阪法人会女性部会ができて34年。

会員の皆さんの知恵と努力で、私達の法人会の「税の意識」
を県下に認知してもらうことができました。
進む道も再確認できました。次のステージは、

地域企業の発展の為に、大きな目標を掲げ、総勢230名で努
力して参りましょう。

部会長 山中 藤枝

４



元気いっぱいの

パネルディスカッション

会場を盛り上げて頂いた
伊勢津組の和太鼓演奏

吉田館長による、ご講演

動画による松阪法人会
女性部会の活動を披露

５



「魅力ある女性部会にするため」をテーマに全法連女連協議
会が、午前中に県連会長54名で次のような討議を致しました。
１、女性部会への若い世代の取組み
２、なぜ女性部会に入退会するか
全国から様々な問題、発言がありました。そんな中、三重県
としては、法人会の意義と、人のため、まちのために、地域
がどのように取り組み、企業の発展への助力が出来るかを発
表しました。午後からは、当部会員と合流し、第13回全国女
性フォーラムへ参加致しました。趣向を凝らした全国女性
フォーラムご当地山梨での情報交換は、10月の松阪での
情報交換会の発表における大きな力へとつなげること
ができたと感じます。

女連協

情報交換会

演題 : 「小さな旅と私」
～人との出会いと発見～
講師 ： 国井 雅比古 氏

記念講演会

多くの人とのめぐり
合いの中で感じた発
見、感動を語ってい
ただきました。

部会長 山中 藤枝

絵はがき
コンクール展示

春
平成30年4月12日（木）アイメッセ山梨（山梨県立産業展示交流館）において、部会員の資質向上と

情報共有による法人会活動のさらなる充実、活性化を目的に全国女性フォーラムが開催されました。

名峰富士のお出迎えをうけ、全国から1600名の女性部
会員が結集した第13回大会に参加させて頂きました。
「人は石垣 人は城 情けは味方 仇は敵」と武田信玄
公の言葉にありますように、会員相互の強い絆を深め
ることが出来た実り多い２日間でした。１０２３（い
ちぜろにいさん）に向けて、会員の皆さまの協力で、
成功へと突き進んでまいりたいと思います。

（株）長栄軒 服部 尚子

1023（いちぜろにいさん）に
向けてスイッチＯＮ‼ 今回の参加において、山梨県女性部会連絡協議会の会長のご年

齢と歴史、そして現役でご活躍される様子に大変感銘を受けま
した。女性経営者が地域経済において 第一線で活躍すること
の大切さを再認識したことで、来年の富山大会への参加意欲を
高めることができました。そして、甲府の割烹もより深く印象

的な味として楽しませていただきました。

まず会員第一線での活躍

ロームオフィス松阪 松田 節子

初めて女性フォーラムに参加させて頂きました。会場ま
での笑顔と親切な案内、会場ではオープニングのコーラス、
国井雅比古氏の講演、全国から集まった絵はがきコンクー
ル優秀作品の展示。松阪法人会女性部会員としてとても勉
強になりました。

会場のおもてなしと活躍
第13回法人会全国女性フォーラムへの参加は、キャッチフレーズ
に 「今を創る女性の力」 とある通り、全国の女性の力への関心と
必要性、そして自身を大きく高める機会となりました。
懇親会においては地域発展への意見交換し、今後の活動の目標と

なりました。

これからの私達の役目

（株）フラワー藤 三宅 美紀子（株）クラギ 竹内 仁代
６



公益社団法人 松阪法人会租税教育事業

夏

クラギ文化ホールにて８月１１日、第10回
夏休み親子租税教室を開催しました。
第１部では、「税金クイズ～こんな税知って
ますか～？」 ここでは、松阪の偉人たちと一
緒に税についてインタビュー形式で学びま
した。

７

第２部では、劇団バクによる「ピノキオ」を上演。 そして、絵
はがき展示、１億円重量体験コーナーなども設置。
今年は、松阪の歴史文化税金クイズや、ロビーでの消費税
８％アンケート等、例年にない形で来場くださった子ども達に
税金の知識と松阪の歴史文化について興味を持っていただ
けるよう考えました。
これからも、女性部会は税金の役割や大切さを子ども達に
伝え、理解してもらえるよう、活動していきたいと思います。

(有)林商店 林 絢子



イオン明和ショッピングセンターにて１１月１１日

「税金展」が開催されました。

「税に関する絵はがきコンクール」の表彰式では、

照れる中にも、これからの日本を担う頼もしい表情を

見せる受賞者の皆さんでした。

秋

公益社団法人 松阪法人会租税教育事業

今年も昨年以上の応募があり、その数は５９２通に上りました。

今年は六年生の息子も受賞し、親子で表彰式に参加させて頂

きました。受賞者の皆さんは一様に緊張の面持ち。我が子も緊

張して様子でしたが「初めての授賞式でとても緊張したけど、

立派な賞状がもらえて嬉しかった。沢山の人の前に立つことは

あまりないので、よい経験になった。」 と喜んでいました。コン

クールに応募し、受賞式に参加させて頂いたことで、親子で税

金のことを一緒に考え、税金や法人会の活動について話す機会

にもなりました。

（株）アクティオ 森谷和歌子

親子で参加・・・

松阪法人会長賞 女性部会長賞 松阪税務署長賞

８



株式会社

公益社団法人 松阪法人会租税教育事業

税金クイズ

冬

教科書を出して、皆さんの
使っている教科書が税金で
まかなわれていることも
再確認できましたね。

国民の三大義務、1.教育 2.勤労 3.納税の一つ
「納税」について皆さんと一緒に考えて、その大切
さを再確認しました。まず、身近な消費税が、どん
な形となって、私たちのもとへ安心と安全を運んで
くれるのかを分かっていただけたと思います。
皆さんに直接関係する「教育」においては、小学
生1人で１年に８９万円という税金が使われている
ことも、改めて理解していただきましたね。これは、
校具、教具、備品、教科書も含んでいます。こんなこ
とも意識して、ますます元気で、残る学校生活を楽
しんで下さい。

部会長 山中 藤枝

自分に直結する話題は特に興味を持っていただけます。
自分が払った税金を何に使ってほしいか、アンケートを行いまし

たが、児童が真剣に考えて回答する様子が印象的でした。
この租税教室が、税金をもっと身近に感じ、正しく理解するため
の入り口になれば幸いです。

（株）SECOND SCRUM INC. 林 華

租税教室用の紙芝居「ゲゲゲの
鬼太郎」で、生活に欠かせない水
道も税金で賄われている等、税金
の大切さを知っていただいた後に、
どんな税金があるか、どんな使い
道があるかお話ししました。小学生
１人当たり年間8９万と話した時に
は驚きの声もあがりました。

９



沢山の会員の皆様にご参加いただき、昼食をいた

だきながらの交流会から始まり、和やかな雰囲気に包

まれながら部会員会議が始まりました。松阪税務署よ

り二村署長、佐々木統括官、本会より岩間会長、宮本

副会長にご臨席賜り全ての報告が滞りなく行われまし

た。また、部会員増強の表彰式もあり盛りだくさんの部

会員会議となりました。

記念講演会は岩野祥子氏をお迎えし、南極観測隊に

参加した経緯や現在の農業法人への取組等、多方面

に渡る様々な経験をお聞かせいただき実り多い一日

となりました。

（株）ムラキ 村林 美保

部会会員会議 ５月２２日

歴史文化講座 ８月23日バス研修旅行 ６月27日

当日は非常に強い台風20号が接近するなか、25名

の方に参加していただくことができました。

文化講座では、講師に松阪市学芸員の山本命氏を

お迎えして、蒲生氏郷の冊子をテキストに誕生から城

下町づくり、商人の町づくりへの歴史を教えていただ

き、質疑応答では様々な質問がありましたが、その一

つ一つに丁寧にお答えいただきました。

自分達が住む松阪について、まだまだ知らない事が

あるんだなと感慨深いものがありました。

(株)クラギ 竹内 仁代

まつさかをもっと知ろう！

「松阪の歴史について」～蒲生氏郷の誕生～

講師：松阪市学芸員 山本 命 氏

原子力発電は、「トイレのないマンション」と言われる
ことがあるそうです。けれど、私達が住んでいる地球も
実は「トイレのないマンション」ではないでしょうか。だ
からリデュース・リユース・リサイクルを推進し、かけが
えのない地球を大切にし人類の繁栄を図る努力をして
いるのだと思います。今回もんじゅが30年をかけて廃
炉になるという話を伺い、廃炉になる工程も大事な研
究となることを知りました。

２１世紀のエネルギー先端の研修開発施設を見学

原子力機構（もんじゅ）の施設で驚きと発見！

日本海の旬の海の幸グルメ街道を満喫！

原子力発電は、電気を生み出す技術は確立し
たけれど、未だ未知な部分も多い感じがしました。

廃炉になる工程が、原子力を無害化することにつながれば、世界から核の脅
威がなくなるかもしれません。もしかしたら、人類の発展上、すごい研究成果を残
す施設に生まれ変わるような感じを受けました。今回このような機会に参加させて
いただきましてありがとうございました。とても勉強になりました。

（株）エムエスケー 斎藤 淳子 10



歩け歩け大会 10月28日
合同親睦ボウリング大会 9月13日

晴天の秋空の下、第

22回歩け歩け大会が

明和町斎宮で開催され、

地域の皆様をはじめ、

松阪法人会会員や、

ご家族の方々に多数ご

参加いただきました。

岩間会長の挨拶に

始まり、松阪市歩こう会

の方の号令に合わせ全

員で準備体操し、4キロ

のファミリーコース、8キ

ロのロングコースに分

かれて元気にスタート。

本会、青年部会、女性部会の皆さまをはじめ、多数の

税務署職員の方にご参加いただきました。

始球式では、松阪税務署長北川様をはじめ、岩間会長、

女性部会の山中部会長の力のこもった一球を拝見しました。

最初は遠慮がちに投球されていた皆さんも、ゲーム中盤に

は、お互いのプレーに歓声を上げたり、ハイタッチで出迎えた

りと大いに盛り上がりました。

体を動かし、笑顔いっぱいで、お仕事中には見られないよ

うな一面をお互いに垣間見ることができ、大変楽しいひと

時をお過ごしいただけたことと思います。

（株） SECOND SCRUM INC. 林 華

バス研修会 ５月２２日

今回は、女性部会員と夏休み親子租税教室に参加された方の中から抽選で選ばれた方、あわせて25名でバス

旅行に出発。

「笑いでエネルギーを満タンに！」を合言葉に、なんばグランド花月に出かけました。本場の漫才・落語・吉本新喜

劇は笑いの連続。本物を見てこそ感じることができる巧みな言葉の掛け合いに感動。普段のコミュニケーションに活

かしていきたいと感じた瞬間でした。

「笑う門には福来る」・・・そんな役割を果たしている女性部会の皆様からエネルギーをいただき、心の中は感謝と

笑顔で満タンになりました。 (有)余谷木材 濱田 純子

笑いでエネルギーを満タンに！！

たっぷり歩いて斎宮跡を体感

平成27年に『祈る皇女斎王のみやこ 斎宮』として文化

庁の『日本遺産』に認定された斎宮跡一帯には、至る所に

古墳や神社、女王の墓地などがあり、歴史ロマンに思いを

馳せながらウォーキングを楽しんでいただくことができまし

た。 晩秋の美しい景色を堪能した後の抽選会も盛り上が

り、笑顔の花がそこかしこに咲き乱れた楽しい一日となりま

した。 （株）サンキョーレンタリース 森岡 弓子
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年末署長講演会＆懇談会 11月28日

今年を締めくくる活動として、11月28日、松阪市産業

振興センターにて行われました。

まず山中部会長から、この一年を振り返り、会員一丸と

なっていろいろな活動を行ってこられたこと、そして次のス

テージとして、夢あり・欲あり・やる気ありの心構えで地域

を元気にしていきたいとの力強いお言葉がありました。

次に、北川税務署長から『税務署の現状、そして目指す

もの』と題して、税務署制度の成り立ちや松阪税務署の体

制などが紹介されました。税金の誕生とその時代背景・松

阪署の歴史・税務署にゆかりのある方々のお話等々、ユー

モアを交えた講演にあっという間の一時間でありました。

そして恒例の税金クイズ表彰式です。佐々木統括官に出題していた

だいたのですが、タイムリーな消費税軽減税率制度に関する問題もあ

り、なかなか難問でありました。解説をしていただき、そののちに表彰。

満点者19名、惜しかった方8名とすばらしい正解率でありました。

それから場所を和田金へと移し、お待ちかねの懇談会。署長・

統括官・岩間会長にもご出席いただき、おいしいお料理とおしゃ

べりで親睦を深めることができました。また、担当委員会の趣向

を凝らした抽選会やプレゼントで場を盛り上げていただき、一年

間の疲れが吹っ飛んだ一夜でありました。 皆様に感謝感謝。

(株)長栄軒 服部 尚子

バス研修旅行 ２月２６日

一日バス研修旅行でホテル竹島、ラグーナテンボスフェ
スティバルマーケットに行かせて頂きました。
行きの車内では、10月に行われた情報交換会で発表さ

れたDVDを観ながらの研修があり、女性部会のあり方につ
いて学ぶことができました。
ホテル竹島で豪華な昼食を頂き、いざ竹島へ！！かなり風

が強く竹島までの橋を渡っている時海がゴーゴーと鳴って
いたのが印象的でした。
良いお天気にも恵まれ、有名な縁結び神社でのお参りも

⁉無事に出来、気持ちよく竹島を散策する事が出来ました。

ラグーナテンボスフェスティバルマーケットではお土産物を
見たり、洋服屋さん、雑貨店なども多数あり皆がそれぞれ
買物等を楽しみました。
研修旅行に参加させていただき充実した一日をゆっくり

と楽しく過ごすことができました。

㈱田替藤商店 田替藤 潤子

演題：『税務署の現状、そして目指すもの』
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記念講演会
演 題 『 蒲生氏郷の生涯 』
講 師 三重県史編集委員・NPO法人松阪歴史文化舎理事長

門(かど) 暉代司(きよし)氏
【プロフィール】

１９５２年 三重県松阪市生まれ。専門は近世文化史。
前本居宣長記念館長。
三重県下の市町村史編纂委員、文化財保護審議会委員等を
経て地域の文化・文芸史を研究。
編著書に『伊勢の歴史と文化』
『松阪木綿＿史料に学ぶ木綿の歴史＿』
『蒲生氏郷の生涯』
『松阪の文学碑散歩』『和歌山街道』等多数。

４月 女性フォーラム「富山大会」 ９月 バス研修旅行

５月 交流会・部会員会議・記念講演会 １０月 第23回歩け歩け大会

７月
夏休み親子租税教室

～税ってなぁ～に!!～
全国大会「三重大会」

絵はがきコンクール募集 １２月 年末署長講演会・懇談会

３ 四季をいろどる 大台ケ原
お茶の香りや 多気の郷
ともに結びし 納税だすき
未来に道を 開かんと
社会につくす 法人会
ああ みなぎる力 女性部会

２ もみじ葉映える 高見山

流れは清き 香肌峡
納めし税を 見守りて
明日に夢を ふくらませ
地域につくす 法人会
ああ希望にみちた 女性部会

１ 歴史を誇る 松阪の
朝日に輝く 山桜
税の知識を 学びつつ
今日の幸せ かみしめて

企業につくす 法人会
ああ楽しき集い 女性部会

女性部会の歌
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