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産業カウンセラー
柏木勇一

◆「どうして私だけ出社するの？」と訴えた派遣社員Ａさん
コロナ禍での働き方の変化は長期化していま
す。このまま元に戻ることはないかもしれない、
という声もあります。変化のひとつがテレワー
クです。東京など人口が多い都市では、人の流
れを減らすために、出勤しないで、自宅でオン
ラインで連携しながら仕事をするケースが広が
りました。ところが、非正規の社員、例えば派
遣社員はその対象から外されるケースも見られ
ました。相談してきたのは２０代の女性派遣社
員Ａさんです。営業事務職で顧客先との連絡だ

けではなく、自分の部署以外の業務も任された
と語りました。
このようなテレワークの欠点を補う会社側の
努力や工夫も見られたことは皆さんご承知の通
りです。一方、不満を感じた社員が納得できる
道はないのでしょうか。ここでは別の視点から
Ａさんと話し合い、気持ちを切り替えてもらい
ました。それが、まず自分への思いやり、とい
う姿勢です。

◆頑張っている自分に、自分からいたわりの言葉をかけましょう
これは、『セルフ・コンパッション』と呼ば
れる、アメリカで生まれた新しいストレス対処
法です。コンパッションは思いやり、慈悲の心
と訳されます。従ってセルフ・コンパッション
は「自己への思いやり」という意味です。自分
自身に優しく語りかけてみてください。
「頑張っ
ているね」と。自分を責めるのではなく、自分
をいたわる気持ちになるはずです。自分にとっ
て都合のいい感情に置き換えていることで、他

人への嫌悪や距離を感じて苦しんでいるケース
が多いのですが、自分をいたわることで、その
偽りの感情は消えると説明されています。
Ａさんにこの話をしました。最初は抵抗が
あったようですが、自分への思いやりという姿
勢が自分の中に浸透していくにつれて、分かっ
てもらえました。余計なことを考えないで仕事
に集中できたこと、ミスをしても回復が早く
なったこと、なども語ってくれました。

◆相手からも思いやりが返り、職場に潤いが戻ります
セルフ・コンパッションには続きがあります。
自分への思いやりを持つと、自然に他人への思
いやりも発揮するようになるのです。周囲のモ
チベーションを高め、部署全体の業績向上にも
良い影響を与える効果が期待されます。自分の
本音に気づいて自分らしく生きる契機となり、
職場でもコミュニケーションを円滑にし、共感
のある温かい人間関係を築くことになる流れで
す。この流れのゴールは「他者からの思いやり」
です。

誰かに思いやりを向けることで、その見返りと
して、相手からも思いやりが返ってくるという
図式です。
Ａさんも深くうなずいてくれました。コロナ
禍で多くの働く人が悩み、苦しんでいます。今
回紹介したセルフ・コンパッションを取り入れ
てみてはいかがでしょう。３つの流れを示しま
したが、まずは自分への思いやり。小さなこと
でもできている自分を褒めることから始めてみ
てください。

【筆者紹介】柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）
大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業でカウンセラーと
して活動。産業カウンセラー、家族相談士、交流分析士。
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理事会報告
第 3 回理事会
[ と き ] 令和３年８月３日（火）13：30 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル７階

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、三密対策を十分に施し、定足
数、理事 42 名中、出席者 26 名で過半
数を超えて理事会を開催しました。
最初に７月異動に伴う東京上野税務署
新幹部との初顔合わせということで名刺
交換が行われました。
その後、審議事項、報告事項、提携企
業からの報告、今後の予定と続き、滞り
なく全ての議事が終了しました。

山田署長

渥美副署長

佐藤会長

松田法 1 統括官

永井総務委員長

小森上席

志賀公益事業委員長

部会報告
青年部会

第 2 回役員会

[ と き ] 令和３年７月２８日（水）11：00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル７階

青年部会 （桜井部会長） では、 新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、 三密対策を十分に施し、 ７月より着
任された署の新幹部の方々との初顔合わ
せを兼ね、 第２回役員会を開催しました。
税金ジュニアスクール、 今後の事業予定
等について話し合いを行いました。

上野優申会
第１回役員会

小森上席

青田広報官

中村広報官

桜井青年部会長

［と き］令和３年８月４日 ( 水 )13：30 ～
［ところ］朝日信用金庫西町ビル 7 階

上野優申会（馬目会長）では、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、三
密対策を十分に施し役員会を開催しました。
署の新幹部の方々との名刺交換の後、令和
3 年度の下期事業について協議しました。
協議事項
１. 令和３年度下期事業について
①研修会・懇親会の件について
②秋の懇親ゴルフについて
２．その他

山田署長

馬目会長
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税務署からのお知らせ

ネットで

便利に

納税証明書

令和３年７月から、納税証明書の申請から受取までの手続きをご自宅や
オフィスで完結できるようになりました。
お手持ちのパソコンから e-Tax を使って簡単な操作でできます。

送信

①インターネットで請求（来署不要）

e-Tax を使って、自宅やオフィスのパソコンで納税証明書請求データを作成します。
「納税証明書の交付請求書（電子交付用）」から、ＰＤＦデータを選択し、画面表示に
従い必要事項を入力し、送信してください。
※ 送信及び e-Tax のメッセージボックスの確認には、マイナンバーカードなど
の電子証明書が必要です。
※ 納税証明書を作成後、e-Tax のメッセージボックスに発行準備が整った旨を
通知します。

受取

②ＰＤＦファイルで受取

e-Tax のメッセージボックスにスマートフォンやパソコンでアクセスし、
インターネットバンキング等により手数料を納付した後、電子納税証明書
（ＰＤＦファイル）をダウンロードします。

電子納税証明書（ＰＤＦファイル）は、何度でも
お使いいただけます。
ダウンロード

印刷

③自分で印刷

ダウンロードした電子納税証明書（ＰＤＦ）ファイルは、自宅やオフィス
のプリンターから印刷ができます。
また、コンビニエンスストアの印刷サービスを利用して印刷することもで
きます（印刷サービスの利用には別途料金がかかります。）。
納税証明

電子納税証明書（ＰＤＦファイル）は、何枚でも
印刷してお使いいただけます。

賦課期日

現在 住所

書

氏名

発行番号

00000000
00000000
00
年 00 月
00 日
市長 ○○
○○ 印

令和 00

（注）電子納税証明書（ＰＤＦファイル）の提出方法については、あらかじめ提出先に確認してください。

e-Tax ホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp
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e-Tax

検索

令和３年
７月から

納税証明書の
デザインが変わりました

新デザイン（Ａ４サイズ）

これからは、こちらの
新デザインで発行されます。

旧デザイン（Ａ４サイズ）

新デザインの３つの特徴！！
① プリンターで印刷可能な偽造防止技術を採用
② 複数の偽造防止技術を組み合わせることで、証明書の信頼性を確保
③ 証明内容は、国税庁ホームページでも確認が可能（注）
（注） 納税証明書のＱＲコードに証明内容が格納されており、国税庁ホームページ
にある「納税証明書の交付請求手続」から納税証明書確認コーナー（令和３年
７月公開）を利用することで証明内容を確認できます。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

国税庁

検索

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。
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東京上野税務署幹部のプロフィール
7月10日に東京上野税務署の定期人事異動がございました。幹部の方々のプロフィールを紹介させていただきます。
①出身地

②前任地等

署 長

③趣味

④ちょっと一言（自己ＰＲなど）

やまだ

あきら

山田

晃

①千葉県
②東京国税局 課税第一部 次長
③読書、農作業、ドライブ
④台東区の税務署長（東京上野・浅草）を両方とも経験する
ことができ、大変光栄です。１年間よろしくお願いします。
副署長（法人担当)

副署長（総務担当）

あつみ

ちはる

としま

けんじ

渥美

千春

外島

健児

①宮城県
②仙台国税局 総務部
人事第一課 課長補佐
③温泉巡り
④東北人にとっての東京の顔・玄関である「上野」
で勤務でき、嬉しく思っております。どうぞよろ
しくお願いします。

税務広報広聴官

総務課長
つるだ

つよし

あおた

ともこ

鶴田

剛

青田

朋子

①山梨県
②留任
③庭の草むしり
④引き続きよろしくお願いいたします。

税務広報広聴官
なかむら

中村

①埼玉県
②留任
③旅行、読書、音楽鑑賞
④東京上野署2年目となりました。引き続き1年間
どうぞよろしくお願いします。

法人課税第１部門統括官
ゆきこ

由紀子

①青森県
②東京国税局 調査第四部
調査第47部門 主査
③ウォーキング（犬の散歩）
④東京上野署の勤務は初めてです。
よろしくお願いいたします。
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①北海道
②東京国税局 総務部
税務相談室 室長補佐
③読書
④明るく楽しくやっていければと思っています。
よろしくお願いします。

まつだ

松田

ゆたか

裕

①熊本県
②千葉南署 法人課税第１部門 統括官
③テニス
④元気に頑張ります。

東京上野税務署幹部のプロフィール紹介
法人課税第２部門統括官
たかの

高野

まさのぶ

真伸

法人課税第３部門統括官
なかしま

みきお

中島

幹夫

①北海道
②緑署 法人課税第２部門 統括官
③ドライブ
④どうぞよろしくお願いします。

①宮城県
②八王子署 法人課税第３部門 統括官
③音楽鑑賞、ソロキャンプ
④東京上野署の勤務は初めてとなります。
どうぞよろしくお願いします。

法人課税第４部門統括官

法人課税第５部門統括官

ほりべ

堀部

よういち

洋一

①佐賀県
②留任
③散歩
④よろしくお願いします。

法人課税第６部門統括官

みそお

あきお

三十尾

明夫

①千葉県
②東金署 法人課税第３部門 統括官
③ウォーキング
④健康第一。

法人課税第７部門統括官

しみず

ひろあき

くまがい

みちこ

清水

弘明

熊谷

美智子

①東京都
②麻布署 法人課税部門 情報技術専門官
③読書
④一年間よろしくお願いします。

①千葉県
②渋谷署 法人課税第７部門 統括官
③ドライブ
④よろしくお願いします。
法人課税第１部門
上席国税調査官(法人審理担当)

総務課長補佐
いしい

のりまさ

石井

伯昌

①山梨県
②千葉南署 総務課 課長補佐
③スポーツ観戦
④上野で仕事ができますことを嬉しく思います。
よろしくお願いします。
法人課税第１部門
調査官(法人審理担当)
さかした

たくや

坂下

拓也

①東京都
②茂原署 法人課税第１部門 調査官
③おいしいものを食べる、ゲーム関係
④初めての勤務となります。
よろしくお願いいたします。

こもり

あやこ

小森

礼子

①東京都
②日本橋署 法人課税第１部門 上席調査官
③美術鑑賞、ＤＩＹ
④楽しい一年となるよう頑張ります。
何卒よろしくお願いいたします。
法人課税第２部門
上席国税調査官(源泉審理担当)
やまもと

まさあき

山本

壮朗

①宮崎県
②留任
③テレビ
④３年目です。よろしくお願いします。
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セミナー報告
オンライン (Zoom) セミナー

＜税務セミナー＞

社会保険・労働保険 の

法人税申告書
《と

作成のための基礎知識
き》 令和３年 ４ 月22 日（木） 13:30 ～ 16:00
《と

消費税申告書
《と

作成のための基礎知識
き》 令和３年 ４ 月28 日（水） 13:30 ～ 16:00

《ところ》（いずれも）オンライン開催

講 師

毎年恒例の 『申告書作成講座』
税理士法人トリプル・ウイン顧問 を、今年度は「法人税」と「消費税」
と 2 回に分け開催しました。 講師
税理士 / 行政書士
はいずれも星叡先生にお願いしま
した。 星先生は豊富な例題とわか
ほし
ただし
りやすい説明で定評があり、 今回
氏
も 「法人税」 「消費税」 それぞれ
の重要項目や税制改正などの最
新の動向に沿ってポイントをわかり
やすく説明していただきました。
時節柄オンラインでの開催としまし
たが、 多くの方にご参加いただき、
大変参考になったとのお声をいた
だきました。

星 叡

オンライン (Zoom) セミナー

＜実務セミナー＞

2 日間で学ぶ

総務の基本と実務
《と き》

６月10 日（木）13:30 ～ 16:00
【2日目】 令和３年 ６ 月16 日（水） 13:30 ～ 16:00
【1日目】 令和３年

《ところ》 オンライン開催

講 師
( 有 ) マスエージェント代表取締役
はやし

ただし

林 忠史 氏
企業における総務業務の重要性は年々高まっており、 それと共に
業務の複雑さもより増しています。 本セミナーでは、 企業の様々
な部署がスムーズに機能するためのサポート役である総務部門の
日常業務の見直しと、 さらに一歩進んだ業務処理法を体系的に
学びました。 講師は当会のセミナーでもおなじみの林先生に今回
も登壇いただきました。 林先生は人事労務 ・ 経理 ・ 総務等の実
務に精通しており、 講義内容も大変わかりやすく好評です。 今回
は 2 日間かけ基礎から応用、最近の動向など内容も多岐にわたり、
今後の実務に大いに役立つ密度の高いセミナーでした。
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＜実務セミナー＞

オンライン (Zoom) セミナー

実務ポイント
き》 令和３年 ５ 月13 日（木）

《ところ》 オンライン開催

講

13:30 ～ 16:00

師

横浜リンケージ
社労士事務所 代表
特定社会保険労務士
くらなか

かずひろ

蔵中 一浩 氏
人事労務管理は従業員の勤怠管理 ・ 給与計算等に関わる会
社の重要な役割を占めるため、 正確さが求められる部門です
が、 昨今の社会保険 ・ 労働保険の保険料 ・ 支払負担の増加
に伴い、 年々その実務は複雑化しています。 このセミナーで
はそのような実情を踏まえ、 実務経験の浅い方でも制度の概要
の基礎から実際の書類作成に至る実践練習までを体系的に幅
広く学習することができるようにしました。 講師は特定社会保険
労務士の蔵中先生です。 蔵中先生は社労士としての豊富な知
識と経験を活かし中小企業経営のコンサルタントやアドバイザー
も務める人事労務のスペシャリストで、 今回のセミナーでも 2 時
間半という短い時間の中で、 実務者に必要なポイントを分かり
やすく効率よく解説していただきました。

オンライン (Zoom) セミナー

＜健康セミナー＞

睡眠の見直しからはじめる

免疫力の高め方
《と き》 令和３年

７月29 日（木）14:00 ～ 16:00

《ところ》 オンライン開催

講 師
スリープ・パフォーマンスカンパニー代表
快眠サロン水月～ mizuki ～代表
薬剤師 / 睡眠改善シニアインストラクター 他
こばやし

みずほ

小林 瑞穂 氏
長期化するコロナ禍の中、 経営者にとっても従業員にとっても感
染症への正しい対応を知ることは今一番必要な知識かと思いま
す。 そのような状況を鑑み、 今回は健康セミナー 「免疫力の高
め方」 を開催致しました。 講師は薬剤師であり、 睡眠問題のス
ペシャリストでもある小林瑞穂先生です。 本セミナーでは主に免
疫と睡眠の相関に焦点を当て、 質の良い睡眠を通じて免疫力を
高める具体的なノウハウを様々な事例をもとに講義していただき
ました。 ビジネスパーソンにとって重要なメンタルヘルスについて
きちんと見直し整える良い機会になったことと思います。

日本マクドナルド創業

命を待てば、悲観することは何もないのである。

者である藤田田氏は、「最

人生、なるようになる、のである」と、悲観して

悪の後には必ず最善があ

思い煩うことなく、一心に、全力を尽くせとエー

る。いかなる苦境にも屈

ルを送っているのだ。

ふじ た でん

しない強さを身に付けて

中国の古典「読史管見」に記されているように、

いれば、自ずと道は拓け

力を尽くして天の意思に任せるとの境涯に立て、

る」と言葉を遺している。

と伝えているのである。

１年半以上も続くコロ

藤田氏は「悲観するな」と言うが、決して、悲

ナ禍の中で心折れそうに

観の対極にある「楽観せよ」とは言っていないの

なる経営者の背中を押し

である。

てくれる響きがある。
苦境にも屈しない強さ
を身に付けていく上で、
藤田氏は、「一日２４時
間。成功はいかなる人にも平等に与えられた、こ
の２４時間にどれだけ努力するかにかかっている。
最後はいつも本人の〝努力 × 時間〟」とした上で、
努力を費やした時間を重ねることで成功を手中に
できるのだと説いている。

置かれた場で全力を尽くせということを強く言っ
ているのである。
悲観する暇を持たず、全力を尽くしていけば、
道は拓けると信じて難局の経営に取り組んでいこ
うではないか。
藤田氏は、毎週土日には店に足を運ぶ経営者だっ
た。
まさに経営は、社長室の机上にあるのではなく、
現場にあるということを貫いたのである。

藤田氏は、東京大学法学部在学中の１９５０年

「ビジネスは現実の上に成り立っている。オフィ

に輸入雑貨販売店である藤田商店を設立し、長け

スの机の上ではなにも起きない。マクドナルドの

た語学力を生かして、アメリカの会社と貿易取引

お店で何が起きているのかは、本部にいてはわか

を始めた。

らない。安く売るといっても、お客さんがどうい

幾多の失敗と挫折を経ながらも、ユダヤ商法を

う反応をしているのかは、現場へ行って自分の目

学ぶとともに、ユダヤ人から厚い信頼を勝ち得た

で確かめ、また、ストアマネジャーに聞いてみな

のである。

いとわからないではないか。理想を掲げるのはい

１９７１年に日本マクドナルドを設立し、デフ

いが、それで終わっていてはいけない。現場を見

レ下で半額セールといった時流に適合した価格破

た上で、理想に近づけるためにどうしたらいいの

壊戦略など展開し、大きく業績を伸ばし、カリス

かを考えるのが経営」という言葉も遺しているほ

マ経営者とまで称された。

どだ。

まさに、〝努力 × 時間〟を基に緻密な戦略展開
で事業の成功を手中にしたのだ。

現場の問題や実情、お客様の購買行動や反応を
見て、新たな事業展開策を練り、それを実現して

彼は、努力を重ねることが道を拓くことだとを

いくための努力に多く時間を割き、全力を傾けて

伝えるとともに、経営者にとって悲観は禁物であ

いくことが難局を突破していく要諦であることを

るとして、次のように説いているのである。

藤田氏の言葉の中に見る思いだ。

「日本人はとかく悲観する習性がある。ちょっ
と悪いと悲観して思い煩うのだが、私に言わせれ

コロナ禍の収束が見えない今だからこそ、悲観
することなく、全力を尽くしていこうではないか。

ば、そんな悲観はビジネスにとっては最大の敵で

次なる経営の道が拓けるだけでなく、経営者の

ある。夜の明けない朝はない。朝は必ず来るので

胆力を逞しくさせ、人間的成長を促してくれる好

ある。その明日を信じて前進することである。う

機だと捉え、努めていこうではないか。

まくいかないときは、大きく深呼吸して、頭に酸
素を送り込むようにすることだ。そして、全力を
尽くした後は、なるようになる、なるようにしか
ならないと思い定めることだ。人事を尽くして天

〝あの時の努力が今の自分をつくってくれてい
るのだ〟と思い返せる時が、きっと訪れるだろう。
経営者の心を鼓舞する藤田氏の言葉を噛みしめ
たい。
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青年部会報告
租税教室

「税金ジュニアスクール」
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今年で１８回目となる青年部会（桜井正人部会長）
主催租税教室「税金ジュニアスクール」は新型コロ
ナウイルス感染症対策を講じたうえで、今年度も台
東区内小学校で実施しています。４月に平成小学校、
６月に金曽木小学校、黒門小学校、根岸小学校、上
野小学校、東泉小学校、７月に大正小学校、忍岡小
学校で開催しました。

平成小学校

令和 3 年 4 月 28 日（水）
10：40 ～ 11：25

金曽木小学校

令和 3 年 6 月 17 日（木）
10：40 ～ 11：25

黒門小学校

令和 3 年 6 月 22 日（火）
10：40 ～ 11：25

根岸小学校

令和 3 年 6 月 23 日（水）
10：30 ～ 11：15

上野小学校

令和 3 年 6 月 24 日（木）
10：40 ～ 11：25

東泉小学校

令和 3 年 6 月 30 日（水）
10：35 ～ 11：20

大正小学校

令和 3 年 7 月 1 日（木）
10：45 ～ 11：30

忍岡小学校

令和 3 年 7 月 9 日（金）
10：45 ～ 11：30

公益社団法人 上野法人会 親会・源泉部会 共催

Zoom のアプリを使用します

年末調整オンラインセミナー

年末調整の流れとポイントを解説！ 税理士がわかりやすくお伝えします

「2021 年版 年末調整実践セミナー
＜講座内容＞
・年末調整はいつするの？
・年末調整が必要な人、不要な人
・年末調整の流れを理解しよう
・事前準備が最も大事！
全体の流れとスケジュール管理
・各種書類の記載方法と
チェックポイント
・こんなケースはどうするの？
住宅ローンのある人
２か所以上で働いている人
子供の年金を払っている人
途中入社の人
・作成書類と配布、提出、保管

会計・税務
ＮＴＳ総合税理士法人
代表社員⁄公認会計士⁄税理士

吉井 清信

参加無料
どなたでも
ご参加
いただけます

＜第１回＞ 令和 3 年

11 月 ４日（木）13：30 ～ 15：00

＜第２回＞ 令和 3 年

11 月 24 日（水）13：30 ～ 15：00
※第１回、第２回は、同一の内容での開催です。

【定 員】

【講 師】税理士
なかじま

か よ こ

中島 加誉子 氏

第１回：先着１００名 ＜申込締切日 :10 月 31 日（日）＞
第２回：先着 ５０名 ＜申込締切日 :11 月 18 日（木）＞

☆参加ご希望の方は、広報誌同封のセミナー案内に記載の申込サイトよりお申し込みをお願い致します。

７月から電子納税証明書がＰＤＦで取得可
電子委任状の添付により代理受領も可能に

金融機関からの融資や自治体の入札などの場面で提出を
求められる納税証明書は、申請者がオンラインで交付請求
すれば、書面又はデータで納税証明書を取得することがで
きました。しかし従来のデータ形式（ＸＭＬ形式）の電子納税
証明書は、申請時に電子署名及び電子証明書が必要であり、
紙に印刷すると納税証明書として使用できず、あまり使い
勝手の良いものではありませんでした。また、書面での提
出が必要な場合は、その都度、書面での交付請求手続を郵
送又は窓口でする手間がかかりました。
そこで令和２年度に見直しが行われ、令和３年７月１日
から、オンラインで交付請求できる電子納税証明書の形式
にＰＤＦファイルが加わりました。
令和２年度改正で見直されたのは、下記の２点です。

①申請者が電子納税証明書を印刷して使用しても真正性を担保
できる措置を講じた電子納税証明書 （PDF ファイル形式） の発行
②代理人による電子データの受領
国税庁が発行する電子納税証明書（ＰＤＦファイル形式）には
プリンターで印刷可能な偽造防止技術が措置されており、
紙に印刷しても納税証明書として使用できます。
また、従来のオンラインによる交付請求では、税理士等の
代理人が電子委任状を送付できず、電子納税証明書を代わ
りに受け取ることができませんでしたが、税務代理人が交
付請求時に電子委任状を添付することで、関与先の電子納
税証明書を代理受領できるようになりました。

電子納税証明書の発行手続は
ｅ-Ｔａｘから簡単６つのステップで
申請者は、ｅ-Ｔax ソフト（ｗｅｂ版）で電子納税証明書の
発行手続を行います（e-Tax への登録及びログインが必要です）。
電子納税証明書（ＰＤＦファイル形式）には、従来の税務署長
等の電子署名及び電子証明書の受信に代えて、真正性を担
保するためのＱＲコードが付されています。書面の納税証
明書の提出先が複数ある場合でも、電子納税証明書の期限
内であれば、取得したＰＤＦデータを印刷することで何度
でも使用が可能となります。
e-Tax ソフト（ｗｅｂ版）にログインし、｢申告･
１ パソコンから
申請･納税 ＞＞こちらから｣をクリックする
｢新規作成｣▶｢納税証明書の交付請求｣▶｢交付方法の選択｣で
２ ｢２.
納税証明書を電子ファイルで受け取る」 次へ

▶

３
４
５
６

｢交付ファイルの種類の選択｣で｢１.ＰＤＦ形式｣､｢請求方法
の選択｣で自身の納税証明書か､代理で取得するかを選択
｢提出先税務署等の入力｣▶｢証明書の種類の選択､入力｣▶｢証明
書の使用目的の選択｣▶｢入力内容の確認･訂正｣で内容を確認
▶電子証明書を付与して送信
e-Tax のメッセージボックスに納付番号などが送られてきた
らインターネットバンキング等で手数料を納付する
税務署から受領した電子納税証明書（ＰＤＦファイル形式）を
e-Tax のメッセージボックスからダウンロードする

表紙 ≪上野動物園 ジャイアントパンダの子どもたち≫ 写真提供：（公財）東京動物園協会

■令和３年９月発行 ■発行人 広報委員会 委員長 木村雄二 ■発行所 公益社団法人上野法人会
(〒110-0015 台東区東上野1-2-1 朝日信用金庫西町ビル５階 ＴＥＬ5818-1151 ＦＡＸ5818-1141）
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※どなたでもご参加いただけます

共催 (公社)上野法人会・(公社)浅草法人会

牧野健太郎氏講演会

税を考える週間協賛
大型講演会

入場
無料

プ
ッ
リ
ス
ム
イ
タ
に
戸
浮世絵からお江

【会場】
【会場】

先着100名
【日時】

※定員400名のところ、
感染防止対策のため
先着100名と致します。

浅草ビューホテル 令和3年 11月 19 日（金）
東天紅上野本店
4F「飛翔の間」
3F「鳳凰の間」
17：00〜18：30

日本ユネスコ協会連盟評議委員
㈱東横イン 執行役 文化担当

(台東区池之端1-4-1 TEL：03-3828-5111）

公益社団法人 上野法人会
▼

同送のチラシ申込書をFAX又は
郵送にてお送り下さい。
お電話での申込も受付けております。

まきの けんたろう

〒110-0015 台東区東上野 1-2-1
朝日信用金庫西町ビル 5 階
TEL 5818-1151
FAX 5818-1141

牧野健太郎 氏

上野支社/
東京都台東区東上野1-14-4（野村不動産上野ビル6F）
TEL 03-3831-7050

東京第一プロチャネル営業部/
東京都新宿区西新宿2-4-1（新宿NSビル14F）
TEL 03-6894-9100

