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　この度の人事異動により明石税務署長を拝命いた
しました東谷でございます。どうぞよろしくお願い
いたします。
　公益社団法人明石納税協会並びに明石納税貯蓄
組合連合会の会員・組合員の皆様方には、ますます
御清祥のこととお慶び申し上げます。
　皆様方には、平素から税務行政の円滑な運営につ
きまして、深い御理解と多大な御協力を賜っており、
心から厚く御礼申し上げます。
　さて、明石税務署は、明治29年11月に当時の大
蔵省が国税事務を所管してから、120年余りの歴史
を持つ伝統のある税務署であります。
　また、当署は、明石海峡大橋の全景が望める穏
やかな瀬戸内の海に面した海峡交流都市で、明石城
など由緒ある史跡や名勝が点在する歴史と伝統を持
つ明石市と、住宅地や近代的な工業団地、学研都市
として多彩な顔を持つ緑豊かな神戸市西区を行政管
轄区としており、身の引き締まる思いであります。
　微力ではございますが、公平で信頼される税務行
政の遂行に向けて、日々努力する所存でありますの
で、皆様方には、引き続き、お力添えを賜りたいと
思います。

　ところで、税務行政をとりまく環境が大きく変化
し、様々な税制改正が行われており、その制度に的
確に対応していくことが重要となってまいります。
　こうした中、私どもの使命は「納税者の自発的な
納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことで
あり、申告や納税を「簡単・便利」に行っていただ
けるようe‐TaxやICTを活用した利便性の高い申告・
納税手段を推進するなど、納税者サービスの向上に
努めるとともに、納税者の権利利益の保護を図りつ
つ、申告・納税が適正でない納税者に対しては厳正
な態度で臨むなど、適正かつ公平な賦課及び徴収の
実現に署員一丸となって最大限の力を発揮すること
が重要であると考えております。
　しかしながら、与えられた使命を果たすためには、
私どもの力だけでは到底成し得るものではありませ
ん。皆様方におかれましては、何卒、税務行政の円
滑な運営に対しまして、より一層の御理解と御協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、公益社団法人明石納税協会
並びに明石納税貯蓄組合連合会の益々の御発展と
会員・組合員の皆様方の御健勝と事業の御繁栄を祈
念いたしまして、着任のあいさつとさせていただき
ます。

着任のごあいさつ 明石税務署長　東
ひがし

　谷
たに

　誠
せい

　治
じ

東谷署長　プロフィール
１　ご出身はどちらですか？
　　�生まれも育ちも、兵庫県伊丹市大鹿です。自宅近くのお寺に伝わる古文書では、807年に
坂上田村麻呂が当地の森で大きな鹿を弓矢で射止めたことが「大鹿」の由来とされてい
る、歴史ある町です。

２　ご趣味は?
　　�趣味とは少し違いますが、掃除をすることが好きです。特に庭の手入れをしていると、気
分転換になります。また、自宅近くに昆陽池や瑞ケ池公園などのランニングコースがあ
り、時々ですが、陸上部だった二女と会話をしながらランニングすることが楽しみとなっ
ています。

３　明石税務署の印象はいかがですか?
　　�町のシンボルである明石海峡大橋が横たわり、明石海峡を世界各国からやってきた多数の船舶が行き交い、更
に、日本の標準時である子午線が通るなど、非常に魅力的で、ロマン溢れる街であり、このような素敵な明石
税務署に勤務することができ、大変嬉しく、光栄に思っております。

４　座右の銘などがあれば教えて下さい。
　　�好きな言葉の一つに「和を以て貴しと為す」があり
ます。ご承知のとおり聖徳太子の「十七条憲法」の
冒頭にある名文で、お互いに仲良く、調和していく
ことが最も大事なことであるという教えでありま
す。ここで言う「和する」とは、同調することを強
要することではなく、それぞれ違った考え方を持っ
た者が、一つの目標に向かってお互いに「協調」す
ることだと考えています。そこで生まれた人間関係
を大切にしていきたいと思っています。

東谷署長の職歴
平成29年7月 現職
平成27年7月 大阪国税局　調査第一部　国際情報第一課長
平成26年7月 長田税務署　署長
平成24年7月 広島国税局　調査査察部　統括国税調査官
平成22年7月 兵庫税務署　副署長
平成20年7月 姫路税務署　特別国税調査官（開発）
平成18年7月 茨木税務署　総務課長　
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副署長　プロフィール
１　ご出身はどちらですか？
　　�生まれも育ちも、播州龍野で、現在も「たつの市」に住んでいます。
２　座右の銘などがあれば教えて下さい。
　　�「臨機応変」と「当意即妙」です。
　　�今は何でもマニュアル化が進み、便利な反面、「臨機応変」な対応が難しくなってきてお
ります。千変万化するすべての事象に対応できる「切り返しカ・柔軟性」が求められ、し
かも、「的を射たスピーディな対応」が大切だと感じております。

３　職歴を教えて下さい。
　　�法人税系統です。平成７年には法人課税部門の調査官として明石税務署に在籍し、阪神淡路大震災と、その直
後に行われた現在の署庁舎の竣工式に出席したこと
を懐かしく思い出します。

　　�その後、税務広報広聴官、総務課長、そして、前任
は大阪国税不服審判所神戸支所に勤務しました。

４　最後に一言お願いします。
　　�引き続き、皆さま方と良好な関係を保ちながら、思
い出深い充実した日々を過ごしたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

小崎副署長の職歴
平成29年7月 現職
平成27年7月 大阪国税不服審判所　神戸支所　国税副審判官
平成26年7月 大阪国税不服審判所　神戸支所　国税審査官
平成24年7月 灘税務署　総務課長
平成21年7月 加古川税務署　法人課税第１部門　統括官
平成20年7月 北税務署　税務広報広聴官
平成19年7月 上京税務署　税務広報広聴官

職　　　名 新　　　　　任 旧　　　　　任
氏　名 旧　　所　　属 氏　名 新　　所　　属

署 � 　 　 　 長 東谷　誠治 局調査第一部国際情報第一課長 伊香　昌重 局総務部厚生課長
副 　 署 　 長 小崎　朋子 国税不服審判所神戸支所副審判官 水川　幹朗 局査察部特別国税査察官
副 　 署 　 長 高木　俊之 留　任 － 　－
総 務 課 長 吉本　則行 留　任 － 　－
管理運営第１部門統括官 峰岡　雄二 留　任 － 　－
徴 収 部 門 統 括 官 兼松喜代志 東淀川署徴収第１部門上席 糸井　博行 神戸署特別国税徴収官
個人課税第１部門統括官 家門　忠雄 留　任 － 　－
資産課税第１部門統括官 久保　秀則 留　任 － 　－
法人課税第１部門統括官 松原　秀彦 留　任 － 　－
酒 類 指 導 官 吉田　恵介 須磨署法人課税第１部門統括官 小池　昭夫 神戸署酒類指導官

■ 明石税務署　幹部職員の異動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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インターネットテレビ
動画と図解で分かりやすく解説

Web-TAX-TV

お問い合わせの多いご質問の
Ｑ＆Ａキーワード検索も可能

   

税に関する情報が満載 

国税庁ホームページ 国税庁ホームページ 
様々な税に関する身近な情報を掲載しています。

www.nta.go.jp 

 (平成20年12月現在)

（ＱＲコード）

1

1

3

2

2

ゲームやクイズで楽しく学習
租税教育教材やビデオも掲載

税の学習コーナー

4

4

国税庁

タックスアンサー

携携帯帯ササイイトトははここちちらら

ホームページの最新情報や
時節に応じた税情報をメールでお届け

新着情報・メールマガジン配信サービス

3
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「提出票」の記入・提出に御協力をお願いします

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）の納税をお忘れなく！

● 予定納税とは
　前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合
には、原則、この予定納税基準額の３分の１相当額をそれぞれ７月（第１期分）と11月（第２期分）に納めること
となっています。この制度を「予定納税」といいます。
（注）平成29年分の予定納税基準額については、復興特別所得税額相当額を含めて計算しています。

● 納税する額
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の
通知書」が送付されています。この通知書に記載された第２期分の金額が納税する額です。
　なお、予定納税額の計算の詳細は、この通知書に記載されています。

● 予定納税の減額申請
　廃業、休業又は業況不振などの理由により、平成29年10月31日（火）の現況による平成29年分の「申告納税
見積額（年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額）」が、税務署から通知されている「予定納税基準
額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。

● 振替納税を利用している方
　納期の最終日（平成29年11月30日（木））に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
納期の最終日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
　なお、会計検査院からの指摘を踏まえ、平成28年度税制改正を経て、平成29年１月以降振替納税に係る領収
証書は発行されなくなりましたので、ご注意ください。

　総合窓口にて、申告書等を提出される際、「提出票」の記入・提出をお願いしております。
　社会保障・税番号制度の本格実施に伴い、申告納税者から提出される文書をこれまで以上に厳格に取り扱っ
ております。
　いろいろとお手数をお掛けしますが、会員皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）

《納期》平成29年11月１日（水)～11月30日（木)
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◇ ◇ ◇ 平成 29 年度 個人事業税  ◇ ◇ ◇

ワーク・ライフ・バランスに関する県の助成金が充実しました

第２期分の納期限は 11月30日(木)です！
※納付書は第１期分と一緒に８月に送付しています。
　�最寄りの金融機関やコンビニエンスストア（納付額30万円以下のものに限ります）、または県税
事務所で納めてください。口座振替をご利用の方は預金額の確認をお願いします。

〈ワーク・ライフ・バランス（WLB）とは…〉
　仕事にやりがいや充実感を感じ、責任を果たしながら、その一方で、子育てや介護、家庭や地域での生
活、自己啓発などといった、個々の私生活も充実させるという考え方です。

神戸市中央区下山手通6-3-28　兵庫県中央労働センター１階
TEL：078-381-5277　FAX：078-381-5288
URL：http://www.hyogo-wlb.jp

（公財）兵庫県勤労福祉協会

ひょうご仕事と生活センター

中 小 企 業 育 児・介 護
代替要員確保支援助成金

対　象

支給額

従業員の育児･介護による休業･短時間勤務に対し、代替要員を新たに
雇用した中小企業事業主
代替要員の賃金の1/2（月額上限：10万円、総額上限100万円）

中小企業育児・介護等
離 職 者 雇 用 助 成 金

対　象

支給額

結婚､出産､育児､介護等により離職した方を新たに雇用した中小企業
事業主

仕事と生活の調和推進
環 境 整 備 支 援 助 成 金

対　象

支給額

女性（男性）が少ない職場への職域拡大や、在宅勤務システム等による
多様な働き方を導入するために職場環境整備を行った中小企業事業主
対象経費の1/2以内（上限200万円）

▶西神戸県税事務所� 課税第�１�課　　☎（０７８）７３７－２３７３
▶加古川県税事務所� 課税第�１�課　　☎（０７９）４２１－９９０２

お問合わせ先

兵庫県からのお知らせ

納税は、安全・確実・便利な口座振替で！
　８月に送付しました納税通知書に同封しています「口座振替依頼書」に、必要事項をご記入のうえ、指定口
座のある金融機関または下記の県税事務所へ提出していただきますと、翌年から口座振替ができます。ぜひご
利用ください。
＊「口座振替依頼書」は兵庫県ホームページからダウンロードもできます。
　「県税」で検索→「県税のあらまし」→「申請書等ダウンロードサービス」→「【２-３】納付書送付依頼書兼口座振替依頼書」

支給要件等については、以下のお問い合わせ先にご確認ください

(※)　国の両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)の受給対象は差額支給

（�下線部がH29年度の変更箇所です�）

Ｈ２９ Ｈ２８（参考）

支
給
額

正 社 員（※） ５０万円
３０万円

短 時 間 勤 務 正 社 員（※） ４０万円
正社員以外（フルタイム） ２０万円 １５万円

納税は
お済みですか？
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こんなとき、手続を忘れずに

相続の際のトラブルを防止するために

海外に行くことになった

住民票はそのままで高齢者施設に入所した等居所を変えた

その他

1

2

3

4

❖ 納税義務者がお亡くなりになったときは、相続人の代表者のお届けを
　税を支払われていた方が亡くなられたときは、どなたが税の納付を引き継ぐかを決めて、お早めに相続人の代
表者を届け出てください。
　また、亡くなられた方と共有で固定資産をお持ちだった場合で、亡くなられた方が代表として届けられている
場合、代表者の変更届が必要です。
　なお、亡くなられた方の名義で口座振替により納税されている場合は、口座振替の変更のお申込みもお願い
します。

❖ 相続登記をお勧めします
　固定資産を所有されている方が亡くなられた場合は、相続登記を忘れずに行うこ
とをお勧めします。登記を行っていなかったため、２次・３次の相続手続が必要にな
り、権利関係が複雑になり、手続に時間がかかるとともに、手続費用が増大するなど、
困ったことになっている例があります。早めに相続登記を行うことをお勧めします。
　年内に相続登記をしていただければ、その内容は市役所（神戸市は市税事務所）に
も通知され、次年度の納税通知書発送時の内容に反映されます。

❖ 納税管理人を定め、お届けください
　１月１日に市内に住民票があった方が、その後出国されて、書類の受領や納税ができ
なくなり滞納になるケースがあります。出国等の場合、地方税法において納税管理人を
選定するように定められています。出国前に納税管理人を選任して届けてください。

❖ 送付先の変更や納税管理人の選任のお届けを
　別居している一人暮らしのご親族が住民票はそのままで高齢者施設に入所された場
合、お知らせが手元に届かない可能性があります。
　施設入所等で、長期にわたって不在になる場合は、送付先の変更の届出や納税管理人
の選任の届出をお勧めします。

❖ 引越しをしたら郵便局に転居届を
　引越しをされた後、納税通知書の作成日時点で税の担当部署が登録している住所と現在
お住まいの住所とが異なる場合に、前住所に納税通知書が届くケースが考えられます。引越
しをされたときは、郵便局に転居届を提出されることをお勧めします。

◦明石市役所� TEL（０７８）９１２－１１１１（大代表）
◦神戸市西市税事務所� TEL（０７８）９２９－０００１（代表）☎お問い合わせ先

明石市役所 ／ 神戸市西市税事務所
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私 と お 能

明石土建工業株式会社

代表取締役社長　谷
たに

　　吉
よし

　將
まさ

　毎年、秋ごろになると明石公園の西芝生広場に組
み立て式の能舞台が設置され、「明石薪能」が開催
されています。私が「明石薪能」の主催である明石
薪能の会の会長に就任して、今年で早５年目となり
ました。
　成り行きで会長職を引き受けたものの、最初は能
自体よくわからず、敷居の高さを感じていたもので
す。
　それでも、とりあえず観てみようと、「明石薪能」
でもお世話になっている上田能楽堂に足を運びまし
た。能は文語で語られる舞台演劇です。はっきり言っ
て、演者さんが何を言っているか初心者ではわかり
ません。しかしそのうち、鑑賞のコツというのでしょ
うか、予め演目の内容や大まかな流れを下調べして
イメージしながら鑑賞すると、ここはこういう場面だ
なということがわかってくるようになりました。
　演目によっては、夢と現実が交差するような不思
議な感覚に捉われることもあり、能という世界の奥
深さを痛感いたしました。しかも、演者さんは能面
をつけていて表情は見えないはずなのに、少し面の
角度を変えるだけで喜んでいるようにも泣いている

ようにも見える演技に感服した次第です。
　そして迎えた「明石薪能」当日。私は能奉行として
裃を身に着け、舞台に上がり「御能�始めませい」と
声をかけます。するとたちまち響いてくる地謡の迫
力。鳥肌の立ちそうなこの感覚は、忘れられるもの
ではないでしょう。
　明石でこのような催しが行われていることは誇る
べきことのはずなのですが、残念ながらまだまだ十
分に周知されているとは言えない状況です。明石薪
能の会の会長としてだけでなく、一愛好家として今
後も能の普及・振興に尽力してまいりたいと考えて
います。

〒673-0892　明石市本町2-3-20

◎編集部よりお知らせ

第20回明石薪能 第1回明石能舞台コンサート

演目 狂 言「狐塚」
能 「玄象」

プッチーニ作曲
オペラ「蝶々夫人」

ハイライト
場所 兵庫県立明石公園　西芝生広場

日時
2017.9.30（土） 2017.9.29（金）
15:30 開場 18:00 開場
17:30 開演 19:00 開演

当日券 一般　3,000 円 一般　3,000 円
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○個人会員  　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市河　保俊� 相生町　　市河電気設備管理事務所

○法人会員  　　　　　　　　　　　　　　　　　
・(株)八朔� 西区岩岡町野中
・ファーストラバー(株)� 二見町南二見
・蓬莱精工(株)� 西区玉津町今津
・三田電気工業(株)� 西区見津が丘

★�新入会員のご紹介は承諾して頂いた方のみ掲載させていただいております。なお、当期間における加入総数は法人
会員8社、個人会員7名です。

新入会員ご紹介（平成29年5月～7月）
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明石税務署幹部インタビュー
お名前 役　職 ご……出……身

趣味・マイブーム
ｏｒ

モットーにしていること

納税協会会員に
一言お願いします。

高
たか

木
ぎ

　俊
とし

之
ゆき

副署長 島根県隠岐郡
海士町

　単身赴任２年目。趣
味は、もちろん家事（掃
除・洗濯・炊事）です！

　明石署２年目になりますが、本年
も確定申告、e-Tax、租税教育等
の課題に取り組んでまいります。
　引き続き、ご理解とご協力を
お願いいたします。

吉
よし

本
もと

　則
のり

行
ゆき

総務課長

兵庫県姫路市
----------------
市内北部の夢前
町が故郷です。

　趣味は、船釣りと少
年サッカーのコーチを
しています。

　租税教育推進のため、青年部
会を中心に租税教室の講師を引
き受けていただきありがとうご
ざいます。
　ご活躍を期待しております。

峰
みね

岡
おか

　雄
ゆう

二
じ 管理運営

第１部門
統括官

山口県下関市
----------------
角島大橋が地元
です

　趣味は料理、船釣
り、場所は和歌山県の
湯浅中心に釣行してい
ます。釣りたての魚は
最高です！

　管理運営部門では振替納税、
ダイレクト納付、納税証明書の
電子申請を推進しています。是
非ご利用ください。

兼
かね

松
まつ

喜
き

代
よ

志
し 徴収部門

統括官
長野県木曽郡
南木曽町

海外テレビドラマ
（ウォーキングデッド）

　適正な申告及び納税道義の高
揚を図る上で、街の担い手とし
て、サポートして頂きますようよ
ろしくお願いいたします。

家
か

門
もん

　忠
ただ

雄
お 個人課税

第１部門
統括官

和歌山県田辺市
　趣味は、温泉旅行（子
供が小さいので、最近
はあまり行けない。）

　確定申告期には、色々と御協力
をお願いすることになると思いま
すが、何卒よろしくお願いいたし
ます。

久
く

保
ぼ

　秀
ひで

則
のり 資産課税

第１部門
統括官

京都府舞鶴市
----------------
母は来ました今
日も来た

　 2 4 時間 1 0 0 キロ
ウォーク（姫路城～大
阪城、岸和田城～明石
城）やツーデーマーチ
（土日両日とも40キロ
歩く。）

　税法改正により、平成27年１月
から相続税の申告が必要となる
方は、増えております。10月23日
の資産税関係説明会への御参加
を、お待ちしております。

松
まつ

原
ばら

　秀
ひで

彦
ひこ 法人課税

第１部門
統括官

福井県福井市
----------------
兵庫県民になっ
て15年。第二の
故郷になりまし
た。

　出逢いを大切に
（一期一会）

　ｅ-Ｔａｘの普及・拡大に力を貸
してください！！
　消費税の軽減税率制度の導入
に先立ち、消費税軽減税率制度
説明会を10月26日と12月８日に
開催しますので、多数の参加を
お待ちしております。

吉
よし

田
だ

　恵
けい

介
すけ

酒類指導官 兵庫県丹波市

　週１回のジム通いと
毎日の愛犬との散歩。
　最近始めた通勤電車
内での読書。

　酒類の需要振興に向けた取組
にご協力をお願いいたします。
　来年の「新酒を楽しむ会」を
楽しみにしております。
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協 会協 会 活 動 報 告活 動 報 告
総務委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◦平成29年６月26日～28日
　　　　　�第２回ＮＫメンバーズツアー
　行き先　庄内・山形
　出席者　14名（明石）

◦平成29年７月１日
　　　　　�第１回�明石納税協会親睦ゴルフ大会
　会　場　垂水ゴルフ倶楽部
　出席者　36名

◦平成29年７月21日　合同役員会
　会　場　グリーンヒルホテル明石
　出席者　53名
個人部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◦平成29年５月24日～
　　　　�　６月７日　簿記教室（Ｂコース）
　講　師　軽部　利忠　氏
　会　場　明石納税協会
　出席者　延べ�43名
　　　　（３日間合計）
◦平成29年６月26日～
　　　　�　７月10日　簿記教室（Ｃコース）
　講　師　軽部　利忠　氏
　会　場　明石納税協会
　出席者　延べ�71名（３日間合計）

女性部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◦平成29年６月５日　研修会
　行き先　書寫山　圓教寺他
　出席者　38名

講演会・セミナー　　　　　　　　　　　　　　　
◦平成29年６月７日　研修会
　講　師　濱﨑　誠二　弁護士
　テーマ　「経営者のための労務管理」
　会　場　明石納税協会
　出席者　29名
◦平成29年５月23日　税法等研修会①
　講　師　因幡　賢　税理士
　テーマ��「「成年後見制度」について」
　会　場　明石納税協会
　出席者　５名
◦平成29年６月27日　税法等研修会②
　講　師　横山　泰　税理士
　テーマ　「税務調査の傾向とその
　　　　　�対応策－法人税－」
　会　場　明石納税協会
　出席者　13名
◦平成29年７月13日　税法等研修会③
　講　師　因幡　賢　税理士
　テーマ　「中小企業経営者
　　　　　のための事業承継」
　会　場　明石納税協会
　出席者　７名
　会員による講演会…③
◦平成29年７月21日
　講　師　谷�吉將氏・観世流能楽師　笠田昭雄氏
　テーマ　「能さいしょの一歩」
　会　場　グリーンヒル
　　　　　ホテル明石
　出席者　36名

明石ほんまち三白館

特別割引券
200円

兵庫県明石市本町1-14-18 TEL 078－911－0389

大人 1,800円 （中学生以上）
子供 900円 （幼児は無料）通常入場料金

平成29年11月25日まで有効

大人一人１回１枚有効
特別公演では使えません

昼12時　夜17時30分（開場は1時間前）開演時間
shinko58@maroon.plala.or.jp
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■ 無料法律相談のお知らせ ■
　

　なお、会員以外の方は有料でご利用できます。ご希望の方
は、あらかじめ協会事務局（923-1500）へご予約下さい。

開催日 時間 場所 担当
12月12日（火）

午前１０時～１２時 明石納税協会 清水�久美子
　　�弁護士3月13日（火）

◉の事業は納税協会の会員以外の方もご出席できます。…（無料）

☎…923-1500

◉税法等研修会（明石支部税理士担当）

詳細については、明石納税協会のホームページをご覧ください。
◉改正法人税法等の説明会　※会場での書籍販売はありません
　日　時　平成29年10月20日（金）
　　　　　午後２時～４時
　会　場　明石市民会館
◉相続税・贈与税の基礎の説明と改正資産税法の説明会
　日　時　平成29年10月23日（月）
　　　　　午後１時30分～３時
　会　場　明石納税協会
　講　師　明石税務署　資産課税担当官
◉軽減税率制度の仕組みと対策
・日　時　平成29年10月26日（木）
　　　　　午後２時～３時
　会　場　明石納税協会
　講　師　明石税務署　法人課税担当官
・日　時　平成29年12月８日（金）
　　　　　午後３時40分～４時40分
　会　場　明石納税協会
　講　師　明石税務署　個人課税担当官
◉法人税説明会（決算・新設法人説明）
　日　時　平成29年11月10日（金）
　　　　　午後１時30分～４時
　会　場　明石納税協会
　講　師　明石税務署　法人課税担当官
○納税表彰式
　日　時　平成29年11月15日（水）
　　　　　午後２時30分～３時30分
　会　場　グリーンヒルホテル明石
○税の作文表彰式
　日　時　平成29年11月15日（水）
　　　　　午後４時～５時
　会　場　明石商工会議所（大ホール）
◉年末調整説明会　※会場での書籍販売はありません
・日　時　平成29年11月17日（金）
　　　　　午後２時～４時
　会　場　西区民センター（２階大ホール）
・日　時　平成29年11月22日（水）
　　　　　午前10時～12時・午後１時30分～３時30分
　会　場　明石市生涯学習センター
　　　　　子午線ホール（アスピア明石・北館９階）
◉個人記帳説明会
　日　時　平成29年11月20日（月）
　　　　　午前10時～12時・午後１時30分～３時30分
　会　場　明石納税協会
　講　師　近畿税理士会明石支部　担当税理士

◉改正所得税法説明会
　日　時　平成29年11月20日（月）
　　　　　午後３時40分～４時40分
　会　場　明石納税協会
　講　師　明石税務署　個人課税担当官
◉簿記教室

　※開催時間はすべて午前10時～午後３時
　講　師　軽部　利忠　氏
　受講料　（テキスト代込）
　　　　　会　員…無料（従業員・ご家族の方を含む）
　　　　　非会員…2,000円
　会　場　明石納税協会
◉税理士個別相談（個人）
　日　時　平成29年11月27日（月）� �
　　　　　午前９時30分～11時30分
　　　　　午後１時～３時30分
　会　場　明石納税協会
◉個人決算説明会
　日　時　平成29年12月８日（金）
　　　　　午前10時～12時・午後１時30分～３時30分
　会　場　明石納税協会
　講　師　近畿税理士会明石支部　担当税理士

　誰もが知っている
このフレーズ♪ただ
一面にたちこめた　
牧場の朝の霧の海♪
山電西新町駅から
徒歩10分、大観町
の善楽寺戒光院に
文部省唱歌「牧場の
朝」の歌碑がある。
作詞は杉村楚人冠
（すぎむらそじんかん）、作曲は明石出身の船橋栄吉（ふな
はしえいきち）。船橋栄吉は、東京音楽学校（現東京芸大）
の声楽科教授で、大正から昭和にかけて作曲家として活躍。
この地に葬られたことから、境内にこの歌碑が建てられた。
所在地：明石市大観町11-8� （明石ケーブルテレビ）

神社名刹 探訪
戒
かいこういん

光院　「牧場の朝」の石碑

シリーズ

2

１回 ２回 ３回
Ｄコース １１/２１（火） １１/２８（火） １２/５（火）

開催日 研修内容
10/3㈫ 事業の成長性・実現性を語れる損益計画の作り方 因幡　　賢
11/8㈬ 法人成りのメリット・デメリット 吉川　宏延
12/1㈮ 消費税《軽減税率の実務》 川淵　佳子
１２/１４㈭ 個人開業・法人設立の手引 横山　　泰
1/16㈫ 国際取引 奥屋　憲一
2/7㈬ 困ったな？相続税 宮崎　伸二


