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北陸新幹線の開通等により、賑わいを見せる富山県。居住

者の生活水準が、全国でもトップクラスに位置する場での開

催とあり、楽しみに参加して参りました。

ハード面に目が行きがちですが、子育てにおける支援の多

様さ、老人介護における支援の厚さといった、早くから心の

豊かさや生活の質の向上に重点を置いた結果が随所に見られ、

地元を愛する気持ちの大切さを、改めて認識しました。

また、これと同時に、我々の目指す「まちを思う」気持ち

をいっそう強くさせることの必要性、そしてどんな方向へ、

どれだけ輝く未来への橋渡しができるのかと、楽しく考えさ

せられることとなり、今後の活動への意欲をいっそう高める

機会にもなりました。

(有)相互冷機工業所

森田 多加子

今回、第36回法人会全国大会は、三重県法人会が主管と

なり、税のオピニオンリーダーとして、この地域の活動・企

業・人の思いを広く伝播し、県下女性部会として活動の可能

性の大きさも今一度認識する機会となりました。女性部会担

当の受付に於いては、全員が着物での応対、日本の心の故郷

全国大会 三重大会
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でもある皇大神宮の神職による講演、県下の有志が自他共

に認める食文化を披露と、誰もが最高のおもてなしを心が

けました。しっかり三重の持てる力をアピールできました

ことを感謝致します。ご協力ありがとうございました。

直前部会長 （有）教學舎 山中 藤枝

令和元年10月３日

第14回女性フォーラム 富山大会 平成31年4月25日

松阪農業公園ベルファームにある山ざくら。
（令和2年4月9日広報委員撮影）

山ざくらの隣には、

「しき嶋の やまとごころを人とはば
朝日ににほふ 山ざくら花」

という本居宣長の歌碑と、宣長の遺品である
「驛鈴」を模した石碑が飾られています。
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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、平素から税

務行政に対し、常日頃から部会

活動を通じ、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。

昨年7月に松阪に着任して

以来、女性部会の皆様の活発な

活動状況を拝見させていただいて

おりますが、中でも「夏休み親子祖

税教室」では台本から小道具まですべて

手作りで構成され、入念にリハーサルを行い、完成度も高

く、子供たちに大人気でした。また、小学校の租税教室で

は、講師の方がわかりやすく丁寧に説明され、児童のみな

らず先生方にも好評でした。このように税知識の普及と納

税思想の高揚に献身的に取り組んでおられますことは、私

ども税務行政に携わるものといたしまして、大変心強く感

じております。

今後とも引き続き魅力ある活発な部会活動を積極的に展

開していかれることをご期待申し上げますとともに、併せ

て税務行政の円滑な運営にお力添えを賜りますようお願い

申し上げます。

結びにあたり、女性部会の更なるご発展と、会員皆様方

のご健勝と事業のご繁栄を祈念いたしまして、私のあいさ

つとさせていただきます。

松阪法人会女性部会の

皆様には、日頃から松阪

法人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。

松阪法人会は、設立

以来「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」ことを

目的に多様な活動を展開

してまいりました。

女性部会の皆様は、

「夏休み親子租税教室」

「税に関する絵はがきコンクール」

などの取組みを通じて、女性ならではの視点で、次代を担う

子供たちの税に関する知識の向上と納税意識の醸成・高揚に

取り組んでいただいており、松阪法人会の活動目的達成のた

め、多大な貢献を続けてこられました。ここに改めて、深く

感謝申し上げる次第です。

さて、昨年１０月には、津市において三重県法人会連合会

の担当で全国法人会総連合の全国大会が開催されましたが、

その準備、運営においても、女性部会の皆様はその結束力を

大いに発揮され、大会の成功に大きく貢献されました。会員

数が趨勢的に減少するなど、法人会を取り巻く環境には厳し

いものがありますが、これからも、女性ならではの視点と強

固な結束力をもって、創意工夫を重ね活発な活動を展開され

ますよう、お願い申し上げます。

女性部会の今後ますますのご発展を心より祈念申し上げ、

ご挨拶とさせていただきます。

あ
い
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つ

女性部会長 岩佐 美 和 子

会 長 岩 間 弘

松阪税務署長 杉本 正弘

昨年、女性部会部会長に

就任させていただき、早い

もので一年が経ちました。

皆様の厚いご協力に感謝し

かございません。

「地域の発展」のため、

そして何よりも会員相互の

親睦をめざして、女性なら

ではの視点で活動してまい

りました。女性部会の中軸

になる「夏休み親子租税教

室～税ってなぁ～に!!～」

「絵はがきコンクール」では、

会員それぞれが考える素晴らしい創意工夫のもと、充実したもの

となりました。

２年目にあたり、この経験をもとに、様々な活動に取り組み、

維持していかなければなりません。そして、部会活動の時間を共

有させていただければと思います。

今後とも会員皆様方の温かいご理解とご協力をよろしくお願い

致します。



第１１回 夏休み親子租税教室

～税ってなぁ～に‼～

第２部は劇団バクによるマスクプレイオペレッタ『つるの恩返し』の

上演。

また、ロビーでは絵はがきの展示、1億円重量体験コーナーが行われ、

来場してくれた子ども達に税について興味を持ってもらえたように思

えました。

これからも女性部会は、将来を担う子ども達に税の役割や重要性を

正しく理解し、その使い道にも興味を持ってもらえるように租税教育

活動にも取り組んでいきたいと思います。

農業屋コミュニティ文化センターにて、第11回夏休み親子租税教室を開催し

ました。たくさんの親子連れの方にご参加いただき、500名定員の会場は満席

となりました。

第１部のクイズ大会『こんな税しってますか～？』では、参加賞でお配りし

たホワイトボードを使い、法人会のマスコット「けんた」くんや松阪の「ちゃ

ちゃも」と一緒に◯×問題で大いに盛り上がりをみせ、全問正解をした子ども

達はとても誇らしげな笑顔を見せてくれていました。

(株)みなとや呉服店 土井 淳子

第１部 税金クイズ
の動画をご覧
いただけます♪



選考会の様子 表彰式

絵はがきコンクール

応募数も年を追うごとに増え、今回は過去最高の846枚が

集まりました。その中から選ばれた作品はどれも素晴らし

く、受賞者の家族や買い物客の方々等多くの人が足を止め

て展示作品に見入っておられました。表彰式で受賞された

皆さんはもちろんのこと、ご家族にとっても思い出に残る

良い一日であったと思います。
(株)ムラキ 村林 美保

今年も「税を考える週間」の行事の一つである「税金展」がイオン明和ショッ

ピングセンターで開催され、「税に関する絵はがきコンクール」の表彰式が行わ

れました。

子どもたちへの租税教育の一環として、“税の大切さ”や“税の果たす役割”につ

いて学んでもらうきっかけになってほしい、そして税に対する理解をより深めて

もらいたいという目的で始まったコンクールですが、

第９回 税に関する

絵はがき
コンクールの
動画をご覧

いただけます♪



租税教室（松阪市立 南小学校）

税金の必要性や役割、使い道について南小学校で租税

教室をさせて頂きました。税金の種類や、大人だけでな

く子供でも収入があれば税金を納めなくてはいけない事

など興味深く話を聞いてもらえたと思います。特に税金

を使われているもの、使われていないもののクイズでは

自分の手元にきたカードを見て一生懸命考えてくれてい

る姿が印象的でした。

中井統括国税調査官には昨年10月から始まった消

費税軽減税率制度の説明をして頂きました。租税教

室をきっかけに税金の大切さをより深く知ってもら

えたら嬉しいです。

（株）田替藤商店 田替藤 潤子

部会員会議が華王殿にて開催され、松阪税務署より北川署長、

佐々木統括官、本会より岩間会長にご臨席賜り、全報告事項が

滞りなく承認されました。本年度は役員任期満了に伴い岩佐

新部会長のもと新体制がスタートしました。また女性部会の

多大な功績に対し松阪税務署より感謝状が贈呈されました。

講演会では「蒲生氏郷の生涯」をテーマに門暉代司(かど

きよし)氏にご講演頂き松阪の歴史文化について、改めて興味

深く拝聴させて頂く事が出来ました。

(株)サンキョーレンタリース 森岡 弓子

部会員会議

多年にわたる女性部会の
活動に対し、税務署より
感謝状をいただきました。

部会員会議では女性部会の歌を全員でうたいます♪

令和元年5月14日

令和2年2月7日



第3回エネルギーを考える見学会

２１世紀のエネルギーを考える会・みえ様のご協力のもと、

長良川水力発電所を見学させていただきました。明治時代か

ら１００年間電気を送り続けたその歴史と変遷を詳しくご説

明いただき、資源の少ない日本での水力発電所の重要性を改

めて感じました。エネルギーについての勉強後、大正八年創

業の割烹朝田屋さんにての昼食。季節感が感じられるお料理

に大満足!! そしてボランティアガイドさんにご案内いただ

き、うだつの上がる街並みを散策しながら美濃資料館・旧今

井家住宅を見学。庄屋兼和紙問屋であった当時の繁栄ぶりを

感じる屋敷内で、しばしタイムトリップをさせて頂きました。

午前中はあいにくの雨でしたが、晴れ女である部会長さんパ

ワーにより途中から雨が上がり楽しく有意義な一日となりま

した。

歩 け 歩 け 大 会

10月27日、珍布峠ウォーキングに家族で参加させていた

だきました。天候にも恵まれ、木々や川の流れも素晴らしく、

とても気持ちよく歩くことができました。ガイドの方が、石

碑や道標、国分伝説の旧跡について詳しく教えてくださり、

新しい発見がたくさんありました。お楽しみ抽選会では、毎

年、松阪肉商品券が大勢の参加者に当たります。昨年我が家

もたくさん当たったので、子ども達は今年も!!と意気込んで

いました。三等を二本当てることができて、子ども達大喜び

でした。運動不足も解消できて、とても楽しい一日となりま

した。
(株)アクティオ 森谷 和歌子

元坂酒造(株) 元坂 桐子

ホームページをリニューアルしました!!

おもな活動内容
・研修旅行・健康講座等

女性ならではのイベントで会員相互の親睦を深めています。

・税務研修セミナー
松阪税務署の担当官が講師となり、最新の税制改正についてプロから聞く
ことができます。

・租税教育活動
松阪税務署管内の小学児童を対象として「親子租税教室」を開催しています。
毎年「税に関する絵はがきコンクール」を実施し、優秀な作品を表彰して
います。
小学生が楽しみながら税の必要性や大切さを学べるように、小学校を訪問
して出前教室の講師を務めます。

会員資格・会費に
ついて

松阪法人会に入会されてい
る企業の女性経営者やその
企業に勤務する女性社員の
方ならどなたでもご入会い
ただけます。
会費は年額5,000円です。

新入会員
募集中♪

令和元年10月29日令和元年10月27日

松阪法人会→検索

この「山ざくら」を
皆さんに紹介して
ください♪



公益社団法人松阪法人会
女性部会だより

発 行 令和２年５月
発行所 松阪市若葉町１６１-２

緑がまぶしい季節になり、今年も無事山ざくらを発行

させていただく運びとなりました。今号は、部会員が

団結して開催した夏休み親子租税教室、絵はがきコン

クールを中心に掲載いたしました。作成にご協力いた

だきました皆さまに心から感謝しております。

来年度の山ざくらも楽しみにしていてください。

広報委員一同


