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大学生ボランティア

ハーティーちゃん

子どもの駄菓子屋「板東屋」

まつり会場のあちこちで今年は若いお
兄さんが沢山見かけられたのに皆さんは
気が付きましたか。これは大学生のボラ
ンティア。地元企業のロッテが学生のイ
ンターンシップなどで募集したのだそう
で、 何とあちこちの大学から 60 人もが
集まったそうです。

今年ベイタウンまつりに新しく登場し
た「ハ ー テ ィ ー ち ゃ ん」。 な ん の キ ャ ラ
クターだかみなさんは分かりますか。こ
れはシニア焼きそばでおなじみの千葉市
福祉協議会のマスコットだそうです。毎
年出店の焼きそば屋さんのまわりで愛想
をふりまいていました。

手前味噌で恐縮ですがベイタウン
ニュースも毎年「板東屋」というお店を
出しています。第１回のベイタウンまつ
りからつづく駄菓子屋さんです。駄菓子
は子どもたちに大人気。 今年も 10 円玉
をにぎってたくさんの子どもが集まりま
した。

少女ダンスチーム「U-girls」 登場
今年のベイタウンまつりの野外ステージには打瀬中学校から２つ
の団体が参加しました。ひとつはおなじみの吹奏楽部。そしてもう
ひとつは２年生女子有志のダンスチーム「U-girls」です。
ダンスと聞くと年配の人にはちょっとピンと来ないかもしれませ
んね。実は僕もその世代で、ダンスというとタンゴやワルツという、
いわゆる「ソーシャルダンス」をイメージしてしまいます。でも若
い人たちにとってダンスはもっと幅が広く、例えば街頭で踊るスト
リートダンスやポップミュージックのバックで踊るダンス、そして
クラシックバレエのように音楽に合わせて身体を動かし踊るものは
みんなダンスです。今はダンスは健康維持のためのスポーツのひと
つとも考えられ、中学校では体育の科目のひとつにもなっているん
ですよ。U-girls はこんなダンスブームの中で生まれました。
U-girls のメンバーは今のところ全員が２年生女子。マネージャー
を入れて 10 人のグループです。１年生の頃から体育祭のときに踊
るダンスを練習するために、各クラスから集まったダンスの好きな
女の子４，５人が仲良しになり一緒に踊ったりしていました。でも
チームとしてイベントに参加するなどの活動は今回が初めてです。
というのも中学生はとっても忙しいんです。毎日学校では部活の練
習があり、それぞれが別々の部活動をしているので時間が合いませ
ん。土日も塾や部活の予定が入り、全員で集まるのが難しいのです。
でもいつかみんなで一緒に踊りたいと思っていたところ、５月のは
じめに中学校でベイタウンまつりの野外ステージに出る団体を募集
したので、さっそく応募しました。
ところがこれからが大変でした。さっきも言ったように 10 人は
一緒に集まって練習する時間がとれないのです。おまけに出場が決
まったのはベイタウンまつりの約２週間前のことですが、お祭の１

ベイタウン 働く女性の仕事 10 税理士
思わずどこかに出かけたくなるさわやかな気候とは裏腹に、税理士

にとって 5 月は一年で一番気が重くなる大変な時期だ。日本の企業の
7 割が 3 月に決算を行い、決算から 2 か月以内に法人税などの申告を

しなければならないため、必然的に税理士の仕事は 5 月にピークを迎
えることになる。今月は激務の合間を縫って快く取材に応じてくれた
田中さんの仕事を紹介する。 【金】

税理士の主な仕事は、企業が税務署に提出する申告書の作成代
行や、経営者の立場に立って企業に経営のアドバイスを行うこと
である。よく混同される会計士の仕事との違いは、誰の立場で仕
事をするかの違いだ。税理士が企業側に立って仕事をするのに対
して、会計士は第三者の立場から、企業が作成した財務諸表等が
適正かどうかを監査するのが主な役割だ。
田中さんが税理士を目指した動機は少し変わっている。まだ就
職の事など何も考えていなかった大学二年生の時、旅行先の信州
の宿のロビーで出会った女性が税理士だった。大学の専攻の話か
ら就職の話題になり、 その人は自分の職業が「国家資格であり、
定年がなく、性別に係らず働く事ができる税理士」であると教え
てくれた。その話を聞いた時は会計士と税理士の業務の違いも判
らなかったが、何だか良い話だと思ってとりあえず会計士の資格
取得に向けて勉強をすることにした。
ところが 7 科目同時に合格しなければならない会計士の試験は
難解を極め、3 年と 4 年次に続けて不合格となったため、資格取
得は一旦わきに置いておいて、まずは税理士法人への就職を優先
することになった。無事就職できて、税理士業務の補助をする税
理士補として働き始め、働きながら今度は税理士の資格取得を目
指したことで 7 年目に全科目合格を叶えることができたが、その
道のりは厳しいものだった。
税理士の資格取得には、必修科目（簿記論、財務諸表論）のほ
か、選択必修科目（法人税、所得税）から 1 科目、さらに選択科

週間前には学校の体育際もあります。学校での休み時間やちょっと
した空き時間を見つけては集まって練習しました。それこそ 10 分
も時間があれば集まって練習したそうです。
振り付けも自分たちで考え、衣装も準備して、いよいよベイタウ
ンまつりの本番。12:30 からの吹奏楽部の演奏に続いて 10 分ほど
のステージでしたが、沢山の友達や街の人に U-girls 最初の舞台を楽
しんでもらうことができました。
大成功に終わった U-girls の初舞台ですが、これから先の見通しと
なると少し不透明です。目下の悩みは何度も言うように一緒に集ま
る時間がないこと。自然と出てくるのは「ダンス部があったら」と
いう言葉です。「でも学校にはもう場所もないし、顧問の先生も見
つからないし」とちょっと諦め気味。しかしそれでも彼女達は明る
く楽天的です。「ダンス部ができたらすぐに 50 人くらいは集まるよ
ね」
「そうなったら大変！準備しなくちゃ」と笑顔で話していました。
【松村】

目（相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住
民税、固定資産税）の中から 2 科目に合格することが必要だ。特
徴的なのは、一度にすべてに合格する必要はなく、合格した科目
は税理士となるまで有効（科目合格制）なので、働きながら 1 科
目ずつ受験する者が多いのが他の国家資格と異なる点である。
しかし合格率は 10％程度と難関で、 働きながら 5 科目合格を
目指す場合、10 年以上かかるケースもめずらしくない。田中さん
の場合も仕事をしながら試験勉強の時間を確保するのは大変だっ
た。平日は時間通りに授業に出ることができないため、授業内容
を DVD に収録した補講にずいぶん助けられたそうだ。もちろん土
日の授業も欠かさないようにしていた。
税理士試験は 5 科目を一度に合格しなくてもよい分一つひとつ
の試験が難しく、たとえ一年に 1 科目ずつの合格を目指しても、5
年間ずっと受験生状態になる。5 年あるいはもっと長い期間働き
ながら勉強を続けるためにはとんでもなく固い意志が必要だ。
ところが、田中さんは苦労して税理士の資格を取得したあとも、
有資格の手当が増えたくらいで年収自体はそれほど変わらなかっ
た。この仕事は顧客をたくさん確保したうえで独立起業しないこ
とには大幅な収入増は難しいようだ。そのためか税理士の国家資
格に合格した人の約 8 割が独立しているとのデータもある。
しかし税理士有資格者への企業の求人状況は良好だ。税理士の
資格・技術・知識を企業内で活用する、という選択肢もあり、税
理士資格に加え得意分野を持っておくと、なお優遇される。
田中さんは現在も税理士法人に勤めながら主に外資系企業を担
当し、申告書の作成代行や、算定が難しい外国からの派遣社員の
給与計算、そして担当企業に税務調査などが入った時の対応など
を主に担当している。
いま一番力を入れているのは英語の勉強で、同じ税理士業務で
も英語力を磨くことで働ける分野を広げたいと考えており、将来
的には独立を目指している。
「一生勉強ですね」と語りかけたら、「ええ。努力した分良い結
果が伴う事を経験して来ました」と明るく微笑んでくれた。

打瀬中

吹奏楽部が公開練習

公民館講座のお知らせ

打瀬中学校吹奏楽部は 5 月から毎月第４日曜日の午後 1:00 〜
親子ふれあい教室
2:00、多目的ホールで公開練習会を行います。
日時：6/14、21、28、7/5 毎週金曜日午前 10:00 ～ 12:00
公開練習会では吹奏楽部の練習の他、中学生による合唱などの
対象：１，２歳児の親子
発表も行います。また、演奏と同時に準備風景などを含めて部活
定員：２２組
の雰囲気を見ていただく場としたいと思います。生徒たちにとっ
申し込み：６／２午前９：００より先着順で
て保護者の方や、地域の方に聞いていただくことは、何よりもの
tel：296-5100 打瀬公民館へ
練習になると思いますので、短い時間ですが、ぜひお誘いあわせ
ぱくぱくキッチンクラブ
のうえ参加していただければと思います。
ふかふか手作り 肉まんをつくろう
公開練習会へご来場いただける方は、事前に打瀬中学校に電話
をしていただき、「吹奏楽部の公開練習会に行く」旨と、ご氏名を （メニュー）ふかふか手作り肉まん、中華スープ、あんにん豆腐
伝えていただきたいと思います。（生徒の安全確保のためご理解く
日時：6/29（土） 午前 9：30 ～午後 1：30
ださい。）当日は、打瀬中学校正門を入って右側にある１、３年生
対象：小学４年生～６年生
昇降口にある受け付けで、お名前を受付名簿に書いていただき、 定員：１６名 費用：５００円
案内にそってお入りいただければと思います。
用意するもの：エプロン、三角巾、ふきん１枚（記名を忘れずに）、
よろしくお願いいたします。
上履き
千葉市立打瀬中学校 TEL：０４３−２１１−０４３３・０３４５
ラジオ体操 子どもリーダーを募集します
FAX：０４３−２９９−２８３２
今年もラジオ体操が７月後半からはじまります。ラジオ体操会で
は毎年６年生が子どもリーダーとなって体操会を運営します。ラジ
６月の練習公開は 6/30（日） の「サマーコンサート」（コア・
オ体操子どもリーダーは各小学校で６月初旬に募集します。６年生
音楽ホール）に吹奏楽部が出演するのでお休みします。
のみなさん勇気を出してリーダーに応募して下さい。

6 月のコア・イベント
6 月 15 日（土）わくわくおはなし会 6 月の常設おはなし会
わくわくおはなし会 6 月の常設おはなし会
日時：6 月 15 日
第 3 土曜日
10：30 から
場所：ベイタウン・コア講習室

第 117 回ファツィオリの会
日時：6 月 16 日（日）9：30 ～ 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホール

フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用ご
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聴きに来て頂くのは、自由です。
なお、今回はいつもと違い、第 3 週開催となっておりますのでご注
意ください。
最新の情報は http://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申込締切：6 月 9 日（日）
申込先：TEL ＆ FAX 211-0350（須原）

日時：6 月 22 日
第 4 土曜日
場所：ベイタウン・コア工芸室

住宅ローン

無料 個別相談会開催

生涯で大きな支出となる住宅ロー
ンはどこも同じではありません。長
期固定返済の場合、1000 万円を超え
る節約ケースも。これまで海浜幕張
エリアで 17 回もの相談会の実績を持
つ「ノア・ホーム・コンサルティン
グ（株）」では、専門アドバイザーが
多様な住宅ローンを中立公平な立場
から評価し、適切にアドバイス。相
談会は法人ならではのノウハウと信用、責任に基づき実施するので、約
8 割以上の方が【ローンの見直し・借換えを行い無駄な支出が押さえら
れました】と大好評です。

なんと！

金利 1% 低下で 5 年間短縮 ! 約 720 万円の節約 !

6 月 22 日（土）寺子屋工作ランド

「笛」
（ふえ）をつくろう

18

回

第 117 回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

ベイタウンニュースでは facebook でもニュースを配信していま
す。facebook ページにはほぼ毎日記事が更新されています。締め切
りの都合でニュースには掲載できなかった記事や、日々変わるベイ
タウンの姿を公開中。facebook ページは下記 URL で、アカウントが
なくてもどなたでもご覧になれます。http://www.facebook.com/
BaytownNews/

第

今月もわくわくするお話を用意しておまちしています。
年齢制限はありません。絵本の好きな大人も子どももせひきてね！
予約は不要です。読み手も募集中、見学大歓迎
ブログ更新中・見てね＊＊ http://waku.makusta.jp/ ＊＊
お問合せ先：井上 （043-211-0188 wak2@yahoogroups.jp）

ベイタウンニュース公式 facebook ページもよろしく

9：30 〜 11:30

持ってくるもの：カッターナイフ、木工ボンド、定規、えんぴつ、
はさみ、いろがみ
参加費：50 円（保険料）
6 月 30 日（日）第 22 回ベイタウン音楽会「サマーコンサート」

日時 : ６月３０日（日）11：00 ～ 16：00( 予定 )
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
ピアノの演奏の他 吹奏楽・合唱・筝曲などの演奏をお楽しみくだ
さい。
よろしくお願いいたします。
連絡先：林 211-6008

※借入額 3,000 万円、返済期間 32 年、
借換え費用差し引き後の場合

いずれかの条件に当てはまる方
借り換えをお奨めします
★現在 1.4% 以上の金利
★金利上昇が気になる方
★返済期間残 15 年以上
★月額返済を減らしたい方
★残高 1000 万円以上
★段階金利が気になる方
約
要予

300 回以上
の実績！

参加ご希望の方は必ずご予約下さい
千葉市幕張勤労市民プラザ

/2 (日)
6 /22 ( 土 )
6 /23 ( 日 )
6 /30 ( 日 )
7 /15 ( 祝 )
7 /20 ( 土 )
6

17：00〜21：00
13：00〜17：00
13：00〜17：00
13：00〜17：00
17：00〜21：00
13：00〜17：00

幕張勤労
市民プラザ 幕張総合高校

京葉線
海浜幕張駅

→至千葉方面

幕張ベイタウン

ノア・ホーム・コンサルティング（株）
☎03(3861)8631

平日の 10 時〜20 時受付
ノア・ホーム・コンサルティング

検索

