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小学校での租税教室

実施日 学　校　名 講　　師

11月
16日

成田市立
三里塚小学校

室谷　利子 氏
升崎百合子 氏

12月
６日

四街道市立
大日小学校 金塚　　学 氏

12月
９日

印西市立
木刈小学校 金塚　　学 氏

12月
10日

佐倉市立
上志津小学校

室谷　利子 氏
升崎百合子 氏

　成田法人会青年部会・女性部会では、11月か
ら12月にかけて域内の小学校４校を訪問し、６
年生を対象に「租税教室」を開催した。
　授業では、税金の種類や税金の使われ方、納
める大切さを説明し、税金が無い社会を仮想し
たアニメ「マリンとヤマト　不思議な日曜日」
を上映して理解を深めてもらった。生徒からは、
活発な質問等がなされ、充実した租税教室が開
催できた。
　また、租税教室終了後、女性部会主催によ
る「第７回　税に関する『絵はがきコンクー
ル』」についての説明と、積極的な参加をお願
いした。

成田市立　三里塚小学校

印西市立　木刈小学校

四街道市立　大日小学校

佐倉市立　上志津小学校



番号 項　　　目 期　　日
場　　所 参 加 者 等 内　　　容

１ 富里支部役員会 10月20日
富里商工会館

岡野支部長
以下15名

会員増強
支部計画事業
新春講演会について

２ 下総支部役員会 10月26日
とみさわ食堂

青野支部長
以下９名

会員増強
支部計画事業

３ 空港支部役員会 10月26日
ひかたや第二支店

石川顧問、藤﨑ブロ
ック長、小幡支部長
以下８名

会員増強
支部計画事業

４ 成田西支部　役員会
新入会員歓迎会

11月１日
荒磯

荒木支部長
以下８名

会員増強
支部計画事業

５ 北総ブロック
親睦ゴルフコンペ

11月８日
船橋カント
リークラブ

江口副会長、小畑ブ
ロック長、平川白井
支部長、海老原印西
支部長、山本栄支部
長以下52名

会員相互の親睦

６ 白井支部役員会 11月17日
はな膳白井店

平川支部長
以下６名

会員増強
支部計画事業

７ 志津南支部役員会 11月17日
より処　えん

田中支部長
以下７名

会員増強
支部計画事業

８ 臼井支部役員会 11月24日
田吾作

半谷支部長
以下８名

会員増強
支部計画事業

９ 四街道支部　ＪＲ四街道
駅周辺清掃活動

11月30日
ＪＲ四街道駅周辺

金親副会長、
山本支部長以下６名 地域社会貢献活動

10 四街道支部役員会 11月30日
ありらん　やまと

金親副会長、
山本支部長以下９名

会員増強
支部計画事業
清掃活動報告

11 志津南支部
異業種交流会

12月１日
より処　えん 田中支部長以下10名 異業種交流

情報交換会

12 成田中央支部役員会 12月２日
ひかたや第二支店

諸岡ブロック長、
村岡支部長以下７名

会員増強
支部計画事業

13 白井支部 インボイス制度
説明会・情報交換会

12月８日
はな膳白井店

成田税務署外川副署
長、江崎統括官、平
川支部長以下32名

インボイス制度説明会
情報交換会

14 酒々井支部　新入会員
歓迎・異業種交流会

12月８日
すしめん処

大京酒々井店
福田支部長以下15名 新入会員歓迎

情報交換会

15 志津南支部　新入会員
歓迎・異業種交流会

12月15日
より処　えん

吉田ブロック長・
田中支部長以下14名

新入会員歓迎
異業種交流会

16 八街支部
インボイス制度説明会

12月17日
八街商工会議所

成田税務署野田上席、
海寶ブロック長・
竹村支部長以下26名

インボイス制度説明会

17 八街支部異業種交流会 12月17日
割烹やまもと

海寶ブロック長・
竹村支部長以下12名 異業種交流会

18 成田東支部役員会 12月21日
鰻福亭 神﨑支部長以下８名 会員増強

支部計画事業
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　11月30日（火）四街道支部では、金親副会
長、山本支部長、黒川幹事、成島幹事、事
務局２名が参加して、地域社会貢献活動の
一環としてＪＲ四街道駅北口ロータリー周
辺の清掃活動を行った。
　四街道駅は１日当たりの乗車客数が２万
人を超える駅であり行き交う人で混雑して
いる。参加者は、ロータリーの植え込み内
のゴミや路上に捨てられたタバコ吸い殻な
どを拾い集め、市民の多くが利用する駅前
の美化に貢献した。

　12月８日（水）白井支部では、平川支部長、新
入会員２名をはじめ総勢30名が集まり、はな膳
白井店にて新入会員歓迎及び情報交換会を開催
した。
　当日は成田税務署より外川副署長・江崎統括

清掃活動の様子

インボイス制度説明会

官に参加いただきインボイス制度について江崎
統括官より説明を受け。制度について詳細に学
ぶことができた。その後多業種にわたる参加者
同士での交流や情報交換が活発になされ、有意
義な会となった。

情報交換会

インボイス制度説明会 異業種交流会

四街道支部　ＪＲ四街道駅前清掃活動

白井支部　インボイス制度説明会および情報交換会

　12月17日（金）八街支部では、海寶副会長・竹
村支部長以下25名が集まり、八街商工会議所に
てインボイス制度説明会が開催された。
　当日は成田税務署の野田上席よりインボイス
制度について詳しい説明をいただいた後質疑応

八街支部　インボイス制度説明会および異業種交流会
答を活発に行い、より一層理解を深めた。その
後割烹やまもとに移動し異業種交流会を開催し
た。さまざまな業種の参加者の間で活発に情報
交換が交わされ有意義な会となった。
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下総支部役員会 空港支部役員会

成田西支部役員会・新入会員歓迎会 北総ブロック親睦ゴルフコンペ

白井支部役員会 志津南支部役員会

臼井支部役員会 四街道支部役員会

志津南支部異業種交流会 成田中央支部役員会
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令和３年10月１日～11月末日

支 部 名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名
成 田 北 ㈱シフトワークス 小　倉　　　龍 成田市美郷台 派遣業
成 田 東 ロス・メディカルリサーチ㈱ 椎　名　光　繁 成田市東町 調査業
成 田 東 Ｔ・Ｍ・Ｓ㈱ 髙　桺　晃一郎 成田市本町 卸売業　
成田中央 ㈲パッション 佐　藤　淳　子 成田市上町 小売業
成田中央 Ｙ・ＳＡＲ㈱ 赤　﨑　真　辞 成田市花崎町 不動産賃貸管理業
成 田 西 ㈱丸征 丸　　　久　璋 成田市公津の杜 不動産管理業

成田ニュータウン 草の根ジェロントロジー㈱ 伊　藤　幹　夫 成田市中台 サービス業
成田ニュータウン ㈱フレオデュース 山　本　　　豊 成田市加良部 飲食業
遠　　山 国際総合㈱ 弓　長　ナ　ナ 成田市三里塚 旅行業・サービス業
遠　　山 ㈱ファインプラス 齋　藤　　　晋 成田市本城 物流業務請負業
大　　栄 ㈱AMAZING　BUILD 野　口　孝　介 成田市前林 建築足場工事業
大　　栄 ㈱ＣＹＳＢ 名　取　敏　絵 成田市前林 一般貸切旅客自動車運送業
大　　栄 ㈲名取電設 川　島　徹　夫 成田市吉岡 電気工事業
富　　里 ㈱令和ハイヤー 山　浦　和　秀 富里市七栄 ハイヤー業
富　　里 個人 北　村　　　篤 大田区仲池上
富　　里 個人 野　口　和　明 富里市日吉倉 不動産賃貸業
富　　里 ㈱バブズファミリー 飛　田　孝　子 富里市中沢 建築工事業
富　　里 (同)いとう 伊　藤　一　郎 富里市七栄 不動産賃貸業
富　　里 ㈱椿ファーム 椿　　　雄　次 富里市七栄 農業
酒 々 井 ㈱三栄工業 池　﨑　慎太郎 印旛郡酒々井町本佐倉 産業洗浄業
八　　街 ㈱アソシエイトタイル 案　納　正　弘 八街市八街ろ タイル工事業
八　　街 ＡＳＯＳＵ㈱ 案　納　正　弘 八街市八街ろ 不動産賃貸業
八　　街 ㈱岩鑫建設 三　上　岩　男 山武市大木 土木工事業
八　　街 オバタホーム㈱ 小　畑　健　人 八街市勢田 塗装工事業
八　　街 ㈲菅谷製作所 菅　谷　克　彦 八街市上砂 食料品貯蔵タンク製造業
八　　街 ㈱茜商事 鈴　木　雅　子 八街市沖 運送業
八　　街 ㈱彩竜 山　本　浩　也 八街市八街ほ 調剤薬局
八　　街 ㈱ロイエット 小　島　英　昭 八街市上砂 金属プレス製品製造業

酒々井支部異業種交流会 成田東支部役員会
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支 部 名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名
八　　街 （同）巧真インターナショナル リヤナ･アラチラゲ･アキラ･ディヌワン 八街市八街い 輸入食品・雑貨小売業
八　　街 藤原電設（同） 藤　原　　　亮 八街市八街ほ 電気工事業
八　　街 総武住販㈱ 小　藪　絹　枝 八街市八街ほ 不動産管理業
八　　街 ㈱インテックジャパン 山　田　武　史 八街市八街ほ 内装工事業
八　　街 ㈱ＨＩＧＡＳＨＩ 東　　　弘　幸 八街市八街に 電気工事業
八　　街 北葉地所㈱ 浅　井　友　章 八街市八街ほ 不動産売買業
八　　街 ㈱けやき建設 亀　形　將　門 八街市八街い 建設業
八　　街 ㈱ルート 金　井　峻　亮 八街市八街ほ 青果卸売業
八　　街 ㈱Ｅ２サービス 榎　本　晴　弥 八街市上砂 自動車整備業
八　　街 フタバ緑化産業㈱ 岩　井　譲　児 八街市八街ろ 造園業
佐　　倉 ㈲長心組 惣　慶　長　次 佐倉市栄町 建設業
佐　　倉 （同）大和 尾　形　　　悠 佐倉市栄町 不動産コンサルティング業
根　　郷 ㈱高橋自動車 高　橋　義　之 佐倉市寒風 自動車整備業
根　　郷 ㈲内田工業 内　田　智　美 佐倉市馬渡 建設業
根　　郷 ㈱北総クリエイト 大　塚　三　雄 佐倉市大崎台 不動産代理・仲介業
根　　郷 ㈱ベターファーム 林　　　善　次 佐倉市六崎 農業
志 津 北 ㈱For  many  smi les 原　　　義　明 佐倉市宮ノ台 療術業
志 津 南 ㈱サクラレンタル＆リース 金　谷　正　明 佐倉市下志津原 車両レンタル事業
志 津 南 トクシ㈱ 鄒　　　学　德 千葉市稲毛区長沼原町 その他建材卸売業
四 街 道 ㈱Ｓ.Ｔ商事 佐　藤　　　博 四街道市めいわ 再生資源卸売業
四 街 道 ㈲秋山組 秋　山　英　明 千葉市若葉区小倉台 管工事業
四 街 道 相模建設㈱ 大　塚　将　也 四街道市四街道 内装工事業
四 街 道 明和工業㈱ 積　田　博　史 千葉市若葉区若松町 建設業
四 街 道 ㈱合歓 海　保　　　浩 四街道市鹿渡 貸家・貸間業
大　　日 宏輝国際㈱ 周　　　　　丹 四街道市大日 再生資源卸売業
大　　日 ㈲モクタインターナショナル モクタ　ホセン 四街道市鹿放ケ丘 建設機械卸売業
四街道東 ㈱ワイズコーポレーション 澤　井　幸　正 四街道市旭ケ丘 運送業
四街道東 ㈱ＳＰＭＢ 中　西　剛　啓 四街道市池花 建設業
白　　井 ㈱エイトステップジャパン 竹　内　九里子 船橋市本町 運送業
白　　井 ㈱山本造園 山　本　勇　気 白井市冨士 造園業
白　　井 ㈲永井興業 永　井　謙一郎 白井市白井 建設業・産廃収集運搬業
白　　井 （同）フラタニティ 相　馬　一　統 印西市武西学園台 美容業
印　　西 ㈲小林事務所 小　林　正　一 印西市小林北 不動産業
印　　西 ㈱プラスト 樽　屋　厚　志 印西市高花 人材派遣業
印　　西 農事組合法人船橋農産物供給センター 戸　村　慎　一 船橋市豊富町 野菜卸売業
印　　西 ㈱ T a r u t a r u - g a 亀　田　弘　美 印西市高花 歯科関連用品輸入販売業

栄 ㈱ＡＣＥ 坂　田　正　弘 印旛郡栄町竜角寺台 外壁サイディング工事業
栄 高砂ガラス㈱ 髙野内　匠　司 印旛郡栄町安食 ガラス・サッシ卸売・小売業
栄 ホームアシスト㈱ 粕　谷　祐　司 印旛郡栄町安食台 リフォーム業
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令和３年度中学生の「税についての作文」令和３年度中学生の「税についての作文」
成田法人会会長賞受賞作品成田法人会会長賞受賞作品

　主催：成田税務所管内納税貯蓄組合連合会

　富里市立富里南中学校３年　秋　葉　海　希

題名：税という名のタイムカプセル
　税金。中学生の私にはあまり関わりのない言葉。私が知っているのは消費税くらいで、大

して興味もなかった。反対に、みんなが知っているであろう言葉。コロナウイルス。当たり

前が一気に崩れ去り、いつ、誰が感染するかも分からない今、私たちは不安の中で生きてい

る。だが、今一つの希望がある。ワクチンだ。ワクチンを接種することでコロナにかかりづ

らくなる。私の周りの人たちも続々と接種している。私も、私の家族も予約ができ、副作用

の心配がありながらも、接種の日を心待ちにしている。

　そこで私が気になったのはお金だ。インフルエンザの予防接種は約三千円ほどかかる。コ

ロナウイルスはとても強いウイルスだ。また、ワクチンができたのも最近で、コロナのワク

チンの接種には高い額のお金がかかるのではないかと思った。そこで、母にきくと、

「え？無料だけど」

と、驚きの回答がかえってきた。「なんで、どうして？」私の頭の上にはハテナがうかんでい

た。

　検索してみると、コロナワクチンの接種は全額公費で行うと書いてあった。公費のもとは

税金、所得税、消費税で集めたお金だそうだ。私たちが払っていた税金が、今こうして自分

達の希望となっている。今までは、道路や警察、学校、教科書などに使われていることは授

業で習って知っていたが、正直税金の大切さをそこまで理解していなかった。私たちが「仕

方なく」納めていた税。私は税が希望となることを知った今、「仕方なく」ではなく、未来へ

の希望のタイムカプセルとして納めることができる。

　しかし、ワクチンは希望である。確実ではないのだ。ワクチンをうっても、コロナにかか

る可能性はある。ワクチンをうつ前にかかることも、副作用を心配してうたない人もいる。

そこでも、税金は私たちのために役立ってくれる。コロナは指定感染症だから入院した際の

医療費も公費で負担される。

　私は医者ではない。看護師でもなければ、研究者でもない。私はワクチンを作れない。誰

かを救うことも、注射だってうてない。そんな私でもできること。それは、税を納めること。

この税がいつか私を救うかもしれない。そして、今も私が納めるこの税が誰かの役に立って

いる。

　「税」はもう、私に関わりのない言葉ではない。「税」は私たちの希望。早く、この希望が

確実なものとなりますように。
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　生活習慣病検診を次の通り予定しています。この機会の受診をお勧めいたします。
　料金は格安な会員特別料金で受診できます。また「協会けんぽ」の被保険者の方（35歳か
ら74歳までの方）は、さらに補助が受けられます。（但し、年１回限り）
　検診は、（一財）全日本労働福祉協会が各会場を巡回して実施します。
　　T  E L　０３－５７６７－１７１４（月～金　9 ： 00～12 ： 00、13 ： 00～17 ： 00）
　　FAX　０３－５７６７－１７１０（24時間対応）

◎　なお、お届け頂いている年会費の振替口座を現在使用されていない場合には、口座の
変更、または納入方法の変更（振込への変更）のご連絡をお願いします。

１　令和３年度の会費がお済みでない会員の皆様へ１　令和３年度の会費がお済みでない会員の皆様へ

2　生活習慣病健診のお知らせ2　生活習慣病健診のお知らせ

※ 口座振替手続きのお勧め

月　　　日 時　　　間 会　　　　場
２月15日（火）
２月16日（水） 9:30 ～ 11:00 頃 佐倉商工会議所

２月17日（木）
２月18日（金） 9:30 ～ 11:00 頃 成田国際文化会館

２月21日（月） 9:30 ～ 11:00 頃 四街道市文化センター

２月24日（木） 9:30 ～ 11:00 頃 印西市中央公民館

　　新型コロナウイルス感染症拡大の懸念が続くなか、今回の新年号は会員企業からの広告掲
載は見合わせることとし、保険会社３社様からの広告のみ掲載いたしました。

３　広告掲載について３　広告掲載について

◎　令和３年度の成田法人会会費を次の口座にお振込みいただくようお願いいたします。

お振込み口座　　千葉銀行成田支店
　　　　　　　　普通預金　２２４０９４０
　　　　　　　　口座名義　一般社団法人 成田法人会

〇　年会費のお支払いは、便利で確実な口座振替で！
〇　一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関口座から自動的に年会費を
　振替させていただきます。この機会に変更されることをお勧めいたします。

ＴＥＬ　０４７６－２４－１５５５　　ＦＡＸ　０４７６－２２－５００９



22 2022年１・２月／第385号

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

「税理士による無料申告相談」は、次の日程で実施しますのでご利用ください。 
期  間 会 場 所 在 地 相 談 時 間 

１月25日（火）～26日（水） 四街道市役所（5階会議室） 四街道市鹿渡無番地 

午前10時から 

午後４時まで 

※入場整理券の配付

状況に応じて、受付

を早目（午前中）に

締め切る場合があり

ます。 

１月27日（木） 佐倉市中央公民館 佐倉市鏑木町198-3 

１月28日（金） 佐倉市臼井公民館 佐倉市王子台1-16 

１月31日（月） 富里市役所 富里市七栄652-1 

１月31日（月） 酒々井町中央公民館 酒々井町中央台4-10-1 

２月１日（火） 栄町役場（大会議室） 栄町安食台1-2 

２月２日（水）～４日（金） イオンタウンユーカリが丘 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 

２月７日（月） 白井市役所本庁舎２階（災害対策室２、３） 白井市復1123 

２月７日（月） 八街市総合保健福祉センター 八街市八街ほ35-29 

２月８日（火）～10日（木） 印西市役所（大会議室） 印西市大森2364-2 
 

〇 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興
特別所得税の申告書（住宅借入金等特別控除の初年度、土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除
く。）を作成して提出できます。申告書等の提出のみの場合は、郵送又は所轄の税務署窓口にてご提出くだ
さい。 

〇 ご来場の際は、前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類、筆記具、計算器具及びマイナ
ンバーに係る本人確認書類（詳しくは裏面をご確認ください。）の写し等をご持参ください。 
〇 医療費控除を申告される方は『医療費控除の明細書』を作成の上、お越しください。 
〇 会場の混雑回避のため、「入場整理券」を当日配付します。 
〇 昼休みは税理士が交替で対応しており、お待たせする場合がありますのでご了承ください。 

 

 
 
「国税庁ホームページ」へアクセス 
 所得税、消費税及び贈与税の申告書、収支内訳書や青色申告決算書を作成できます。 
 （所得税の申告書については、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。） 
  申告書等を作成 
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書等が作成できます。自動計算なので計算誤りがありません。 

 e-Taxで送信して提出 
 ①マイナンバーカードを使って送信 

  マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はＩＣカードリーダライタをご用意くだ 
さい。 

 ②ＩＤとパスワードで送信 
  ＩＤ・パスワード方式は、事前の届出が必要です。届出をする場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確 
認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。 

 
 

  

【問合せ先】 〒286‐8501 成田市加良部１－15 ℡ 0476（28）5151（代表） 
※ お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。 

成田税務署からのお知らせ  

e - T a x 申 告 に つ い て  

  
～～ 申申 告告 書書 をを 作作 成成 でで きき まま すす ～～  

 

税理士による無料申告相談  

（裏面もご覧ください。） 

～新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からの e-Tax をご利用ください～  
スマートフォンはこちら 
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（注）ただし、２月 20日及び２月 27日の日曜日は開場します。 

〇 上記会場の入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEによ
る事前発行で入手することが可能です。是非、LINEによる事前発行
をご利用ください。 
〇 入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があり
ます。 
〇 ３月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、
２月中の来場をお勧めします。 
〇 還付申告をされる方は、上記開設期間の前でも申告相談を受け付
けております。 
（１月４日から１月 31日までは成田税務署、２月１日以降は
上記申告書作成会場にて申告相談を受け付けております。） 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
〇 相談の従事者においては、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調がすぐれない場合には相談に従事しな
いといった対応をしているほか、相談の際はマスクやフェイスシールドを着用し、会場をこまめに換気す
るなどの対策を徹底しています。 
〇 ご来場の際は、できる限り少人数でお越しいただき、マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液によ
る手指の消毒にご協力いただくようお願いします。 
〇 入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていた
だきます。 
なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせずに、来場を控えていただくようお

願いします。 
 
 

 

開 設 期 間 会 場 所 在 地 時 間 

２月１日（火） 

～ ３月１５日（火） 

※ 土、日及び祝日を除きます。（注）  

イイオオンンモモーールル成成田田  

 

※ 左記期間内は成田 

 税務署での申告書の 

 作成・相談は行って 

おりません。 

成田市 

ウイング土屋 24 

【受付】 
午前９時から午後４時まで 
 
【相談】 
午前９時から午後５時まで 

 申告書作成会場の開設について 

 
 
～混雑 (３密 )回避のため入場整理券を配付します～ 

 

 
～申告書作成会場及び税理士による無料申告相談会場は感染防止策を講じた上で開設します～  
会場内での感染防止策と来場される方へのお願い 

【案内図】 
 電車・バス 

JR成田駅または京成成田駅下車 

京成成田駅中央口(西口)６番乗り場から千葉交通バス 

  「イオンモール成田」行き乗車 

「モール東・イオン成田店」バス停下車 

が便利です。 

※※  午午前前９９時時かからら午午前前 1100時時ままででのの間間、、申申告告書書作作成成会会場場へへ
はは、、立立体体駐駐車車場場３３階階かからら連連絡絡通通路路をを通通りり、、モモーールル２２階階ＣＣ
入入口口かかららごご入入場場くくだだささいい（（他他のの入入口口はは利利用用ででききまませせんんのの
ででごご注注意意くくだだささいい。。））。。  

オンラインで 

事前発行 

友だち追加は 
こちらから！ 

LINEアプリで 
国税庁の公式 LINEアカウント  
を友だち追加してください。 
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行事予定行事予定 行事予定行事予定

６日（木）　税務署への新年挨拶
　　　　　会長副会長会議
　　　　　　　（ANAクラウンプラザホテル成田）
18日（火）　研修委員会（三者調整会議）（※）
26日（水）　新春講演会（成田ビューホテル）

15・16日（火・水）　生活習慣病健診（佐倉商工会議所）
17・18日（木・金）　生活習慣病健診（成田国際文化会館）
21日（月）　生活習慣病健診（四街道市文化センター）
24日（木）　生活習慣病健診（印西市中央公民館）

２日（水）　地域社会貢献委員会　広報委員会（※）
４日（金）　組織委員会　厚生委員会（※）
９日（水）　研修委員会 総務委員会（※）
11日（金）　女性部会役員会（※）
15日（火）　青年部会役員会（※）
18日（金）　理事会　会長副会長会議
　　　　　　（ホテルマイステイズプレミア成田）

（※）印は、成田法人会館にて開催

１　月 ３　月

２　月

　　　　　　　　月
区　　分　　　　　 １　月 ２　月 ３　月 備　　　考

決算法人説明会 11 日（火） ７ 日（月） ７ 日（月） 13：30 ～ 16：10

事前申込要　定員 10 名

新設法人説明会 17 日（月） 13：30 ～ 16：30

事前申込要　定員 10 名

税務･税制セミナー
（テーマ：インボイス制度・
　　　　電子帳簿保存法）

14 日（月）
18 日（金）

22 日（火）
28 日（月）

13：30 ～ 16：00

事前申込要　定員 10 名

源泉所得税研修会
（源泉部会員優先） 21 日（月）

13：30 ～ 16：00

事前申込要　定員 12 名

（テーマ：退職金・報酬料金・
　　　　 非居住者の取扱い）

社会保険制度研修会
（源泉部会員優先）

７ 日（金）
12 日（水）

13：30 ～ 16：00

事前申込要　定員 12 名

（テーマ：社会保険制度の基礎）

研修会・講習会等予定表研修会・講習会等予定表

※１　各回とも定員を10名または12名（1社1名）とさせて頂き、必ず事前に受講申し込みをお願いします。
　　　申込書は、成田法人会ホームページに掲載しますので、印刷していただき法人会事務局宛てにＦＡＸまたは郵送

してください。（ＦＡＸ：０４７６－２４－５００９）
※２　源泉部会員優先の研修会についても定員に余裕があれば、源泉部会員以外でも参加可能です。法人会ホーム

ホームページでご確認ください。
※３　研修会の中止・変更等の場合は、申込者にはご連絡いたしますが、日程・会場・時間について、法人会ホーム

ホームページでも必ずご確認ください。
※４　会場はすべて成田法人会館です。（成田市花崎町７８９－１４　TEL：０４７６－２４－１５５５）
※５　会場には受講者用の駐車スペースがありませんので、公共交通機関等をご利用ください。

（会場：成田法人会館）（会場：成田法人会館） 受講料
無　料
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Yahoo! 百科事典より抜粋

千葉支社　成田営業所/千葉県富里市日吉台１-７-４（池田ビル２Ｆ）
TEL ０４７６-９１-２４９１

税知識の普及・啓発活動に関する街頭キャンペーンにて税知識の普及・啓発活動に関する街頭キャンペーンにて
（令和３年11月11日（木）　ＪＲ成田駅東口 千葉銀行成田支店前）（令和３年11月11日（木）　ＪＲ成田駅東口 千葉銀行成田支店前）

うなりくん・イータ君といっしょにうなりくん・イータ君といっしょに


