
３年振りの開催となる藤沢南支部のバー
ベキュー大会。今年は場所を変え、片瀬
海岸西浜にある海の家『Ａｏ×Ｓｈｉｒｏ』で
開催しました。

「ブドウ狩り＆ステーキランチ」
３年ぶりとなる研修バス旅行を開催し、山
梨県の恵林寺や桔梗屋信玄餅工場テー
マパーク等を見学しました。

「三島スカイウォーク散策＆三嶋大社
参拝・韮山反射炉見学」
３年ぶりとなる研修バス旅行を開催し、静
岡県の三島スカイウォーク、三嶋大社、韮
山反射炉を見学しました。

青年部会では毎年、海岸清掃のボランティア活動をしています。
また、独自の研修会や若手経営者を集めた異業種交流会を実施していますので、ご興味の
ある方は是非青年部会事業にもご参加ください。

法 人 会 の 事 業

３年振りの開催となる藤沢西支部のバー
ベキュー大会。今年は場所を変え、片瀬
海岸西浜にある海の家『Ａｏ×Ｓｈｉｒｏ』で
開催しました。
支部会員の方々やメルシャン藤沢工場ご協
賛いただき、じゃんけん大会等を行いました。

３年振りの開催となる藤沢北東支部のＢ
ＢＱ大会。弁慶果樹園のバーベキュー場
がリニューアルされました。

第９回藤法レディースアカデミー開講式では、7月に着任された渡邉精一・藤沢税務署
長をはじめ、土屋澄生・法人課税担当副署長他幹部の方々のご臨席を賜り開催しました。
渡邉署長の講話では、“税務行政の将来像”と題し、国税庁が取り組んでいく「税務行
政のデジタル・トランスフォーメーション」について解説いただき、とても有意義な講話
でした。

藤沢西支部が主催する会員研修会では藤沢税務署の担当官をお招きし、“インボイス制
度と電子保存方式について”と題し研修会を行いました。

事業研修委員会が主催する税務経営セミナーでは、弁護士の加藤美香保氏をお招き
し、“パワハラ防止法セミナー～快適な職場を目指して～”と題し研修会を行いました。

９月１日より始まった会員増強月間。それらに関する合同役員会と法人会のメリットの１つ
でもある異業種交流会が、湘南鎌倉クリスタルホテルで開催されました。
７月に着任された渡邉精一・藤沢税務署長をはじめ、税務署幹部の方々にご臨席いただ
きました。
会員懇談会では企業紹介ブースを設置し、自社ＰＲや新入会員の方々の自己紹介など
盛大に行われました。

恒例となっている平塚法人会青年部会との交流会は大山ウォーキング並びに阿夫利
神社参拝・奉納を行いました。

藤沢南支部バーベキュー大会
(Ａｏ×Ｓｈｉｒｏ) 

8/20土 参加人数42名

藤沢西支部研修バス旅行

10/3月 参加人数18名

藤沢北支部研修バス旅行

10/9日 参加人数16名

青年部会海岸清掃ボランティア(片瀬海岸西浜)

10/1土 参加人数29名

 藤沢西支部バーベキュー大会
(Ａｏ×Ｓｈｉｒｏ)

8/21日 参加人数51名

 藤沢北東支部バーベキュー大会
(弁慶果樹園) 

9/18日 参加人数23名

合同役員会＆会員懇談会(湘南鎌倉クリスタルホテル)

9/9金 参加人数75名

藤沢法人会青年部会と平塚法人会青年部会との合同交流会

10/11火 参加人数11名

第９回藤法レディースアカデミー開講式 (藤沢法人会館)

9/22木 参加人数１7名

藤沢西支部会員研修会(明治市民センター) 

9/26月 参加人数１8名

税務経営セミナー(藤沢法人会館)

10/5水 参加人数12名
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第３８回法人会全国大会千葉
大会が開催され、大会式典で
の記念講演は安藤優子氏をお
招きし、「女性がテレビで働くと
いうこと」と題する講演会を行
いました。

「江戸東京たてもの園見学」
３年ぶりとなる研修バス旅行を開催し、江
戸東京たてもの園を見学しました。

「横須賀軍港めぐり、三
崎まぐろづくし料理」
３年ぶりとなる研修バス
旅行を開催し、横須賀の
三笠公園で、記念艦三笠
見学及びクルージング
船で横須賀軍港めぐり
を実施しました。

医療百話医療百話

　からだの一部または全体がふるえたり、こわばったり、
ねじれたり、意思に反して動く不随意運動と言われる症状
や、なかなか良くならない慢性的な痛みなど、神経系の異常
が原因となって機能的異常を起こす病気をまとめて、機能
的神経疾患と呼びます。パーキンソン病や本態性振戦、ジス
トニアといった運動性疾患や、難治性疼痛、痙縮といった
様々な診断名が含まれますが、これらに対し、手術を行う専
門領域を「機能神経外科」と呼びます。
　私は、2022年6月までカナダのトロントで機能神経外科
の手術・診療を行い、日本でこの領域の治療を専門的に
行うべく、帰国後、同8月に機能的神経疾患センターを開設
致しました。
　機能的神経疾患は、ほとんどの場合、飲み薬で治療を開
始するのが基本です。しかし、内科的治療のみでは効果が不
十分であったり、副作用で薬を継続できなかったり、病気が
進行して症状を抑えられなくなったりすることも多く、手術
が治療選択肢となります。手術法は様々ですが、神経系の異
常な働きを整えるため、脳に電極を入れて刺激する脳深部
刺激、入れた電極の先端から発する熱で小さく凝固を行う
高周波熱凝固術、メスを使わず約1,000本の超音波で脳を
小さく凝固する集束超音波、脊髄の近くに電極を入れて刺
激する脊髄刺激、脊髄髄腔内に管を入れて突っ張りをやわ
らげるバクロフェンを持続注入する髄腔内バクロフェンと
いった治療が存在します。
　機能的神経疾患や機能神経外科は、国内ではまだまだ

十分知られているとは言えません。それゆえ、手術で改善可
能なことを知らずに、日々症状に苦しんでいる方が、たくさ
んいらっしゃいます。また、受診医療機関によっては、正しい
診断がなされない、「心の問題」と言われてしまうといったこ
とも珍しくありません。当センター開設の目的は、そのよう
な方々に、病気について知っていただき、可能な限り多くの
方の症状および生活の質改善のお手伝いを行うことです。
お困りの方やそのご家族、心当たりのある方は、遠慮なく
受診の上、ご相談ください。

湘南藤沢徳洲会病院
機能的神経疾患センター　センター長
山本　一徹

「ふるえやこわばりを手術で治療」

写真1. 
集束超音波治療では、約
1,000本の超音波（緑色
で示してある）が一点に集
束し患部を熱凝固する。

写真2. 本態性振戦に対する集束超音波の一例。
左：治療前はふるえが激しくペンを紙にあてることすら困難
右：綺麗にらせんを描けるようになった

第３８回法人会全国大会千葉大会 (大会式典：幕張イベントホール)

10/13木 参加人数６名

茅ヶ崎三支部合同研修バス旅行

10/14金 参加人数33名

藤沢南支部研修バス旅行

10/17月 参加人数26名

口座振替契約の皆さまへ
　令和4年度下期（令和4年10月1日～令和5年3月31日）
の会費をご指定の口座から振替させていただきますので、
振替日に不足が生じないようご協力をお願いいたします。
　また、平成28年度上期より郵送によるお知らせは省略
し、本誌でのご案内とさせていただいております。
　尚、領収証につきましては、通帳などの摘要欄の引き落
とし表示に代えさせていただきます。
※領収証が必要な場合、事務局までご連絡ください。

■引落日：令和４年１１月１５日

口座振替契約をされていない皆さまへ
　１２月上旬に振込用紙を郵送いたします。　法人会費
の納入は口座振替が便利です！ご協力ください。

令和４年度下期分
法人会費口座振替のお知らせ
令和４年度下期分
法人会費口座振替のお知らせ

300万円以下
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下
5,000万円超
特別会員（同一代表者及びこれに準ずる代表者の法人）
法人会活動に賛同される個人又は個人事業者

正会員

賛助会員

800円
1,300円
1,800円
2,400円
3,000円
100円
500円

月額

お問い合わせは（公社）藤沢法人会 事務局・０４６６－２２－６４４４

区分 資本金

区分地区

※区分の正は正会員、賛は賛助会員になります。
※お問い合わせは事務局まで。

区
分

新入会員のご紹介■令和4年8月入会
支部 法人名 /屋号 代表者名 業種所在地

㈱アリデルレオーネ
㈱タカノ住装

６
８
５

藤沢南
藤沢西
藤沢北

佐藤　美幸
高野　泰明
高屋　　亮

藤沢市 鵠沼橘
藤沢市 大庭
藤沢市 遠藤

教育業、学習支援業
建設業、内装仕上げ工事業
保険代理店業、資産相談業務

正
正
賛

会員増強月間（9月～12月）展開中！

会員増強月間中に加入勧奨による入会で勧奨者には記念品と、支部目標を達成した支部には報奨金を贈呈
いたします。 ※詳細につきましては下記をチェック! !

※賛助会員の入会も勧奨による入会で上記カウントに含めます。

○支部　　６件の達成で30,000円
○地区　    1件あたり ・  5,000円
○支部目標達成　         30,000円
☆報奨金は、１月に開催する理事会の席上で、贈呈いたします。
☆各支部目標については事務局に確認願います。

支部・地区の特典
○１件以上の加入勧奨による入会で、記念品を贈呈。
また、成績上位の方には、表彰状をお渡しします。
☆記念品は、６月に開催する本部総会の席上で、贈呈
いたします。

個人の特典

みなさんも新しい会員をご紹介下さい! !
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

第３８回法人会全国大会千葉
大会が開催され、大会式典で
の記念講演は安藤優子氏をお
招きし、「女性がテレビで働くと
いうこと」と題する講演会を行
いました。

「江戸東京たてもの園見学」
３年ぶりとなる研修バス旅行を開催し、江
戸東京たてもの園を見学しました。

「横須賀軍港めぐり、三
崎まぐろづくし料理」
３年ぶりとなる研修バス
旅行を開催し、横須賀の
三笠公園で、記念艦三笠
見学及びクルージング
船で横須賀軍港めぐり
を実施しました。

医療百話医療百話

　からだの一部または全体がふるえたり、こわばったり、
ねじれたり、意思に反して動く不随意運動と言われる症状
や、なかなか良くならない慢性的な痛みなど、神経系の異常
が原因となって機能的異常を起こす病気をまとめて、機能
的神経疾患と呼びます。パーキンソン病や本態性振戦、ジス
トニアといった運動性疾患や、難治性疼痛、痙縮といった
様々な診断名が含まれますが、これらに対し、手術を行う専
門領域を「機能神経外科」と呼びます。
　私は、2022年6月までカナダのトロントで機能神経外科
の手術・診療を行い、日本でこの領域の治療を専門的に
行うべく、帰国後、同8月に機能的神経疾患センターを開設
致しました。
　機能的神経疾患は、ほとんどの場合、飲み薬で治療を開
始するのが基本です。しかし、内科的治療のみでは効果が不
十分であったり、副作用で薬を継続できなかったり、病気が
進行して症状を抑えられなくなったりすることも多く、手術
が治療選択肢となります。手術法は様々ですが、神経系の異
常な働きを整えるため、脳に電極を入れて刺激する脳深部
刺激、入れた電極の先端から発する熱で小さく凝固を行う
高周波熱凝固術、メスを使わず約1,000本の超音波で脳を
小さく凝固する集束超音波、脊髄の近くに電極を入れて刺
激する脊髄刺激、脊髄髄腔内に管を入れて突っ張りをやわ
らげるバクロフェンを持続注入する髄腔内バクロフェンと
いった治療が存在します。
　機能的神経疾患や機能神経外科は、国内ではまだまだ

十分知られているとは言えません。それゆえ、手術で改善可
能なことを知らずに、日々症状に苦しんでいる方が、たくさ
んいらっしゃいます。また、受診医療機関によっては、正しい
診断がなされない、「心の問題」と言われてしまうといったこ
とも珍しくありません。当センター開設の目的は、そのよう
な方々に、病気について知っていただき、可能な限り多くの
方の症状および生活の質改善のお手伝いを行うことです。
お困りの方やそのご家族、心当たりのある方は、遠慮なく
受診の上、ご相談ください。

湘南藤沢徳洲会病院
機能的神経疾患センター　センター長
山本　一徹

「ふるえやこわばりを手術で治療」

写真1. 
集束超音波治療では、約
1,000本の超音波（緑色
で示してある）が一点に集
束し患部を熱凝固する。

写真2. 本態性振戦に対する集束超音波の一例。
左：治療前はふるえが激しくペンを紙にあてることすら困難
右：綺麗にらせんを描けるようになった

第３８回法人会全国大会千葉大会 (大会式典：幕張イベントホール)

10/13木 参加人数６名

茅ヶ崎三支部合同研修バス旅行

10/14金 参加人数33名

藤沢南支部研修バス旅行

10/17月 参加人数26名

口座振替契約の皆さまへ
　令和4年度下期（令和4年10月1日～令和5年3月31日）
の会費をご指定の口座から振替させていただきますので、
振替日に不足が生じないようご協力をお願いいたします。
　また、平成28年度上期より郵送によるお知らせは省略
し、本誌でのご案内とさせていただいております。
　尚、領収証につきましては、通帳などの摘要欄の引き落
とし表示に代えさせていただきます。
※領収証が必要な場合、事務局までご連絡ください。

■引落日：令和４年１１月１５日

口座振替契約をされていない皆さまへ
　１２月上旬に振込用紙を郵送いたします。　法人会費
の納入は口座振替が便利です！ご協力ください。

令和４年度下期分
法人会費口座振替のお知らせ
令和４年度下期分
法人会費口座振替のお知らせ

300万円以下
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下
5,000万円超
特別会員（同一代表者及びこれに準ずる代表者の法人）
法人会活動に賛同される個人又は個人事業者

正会員

賛助会員

800円
1,300円
1,800円
2,400円
3,000円
100円
500円

月額

お問い合わせは（公社）藤沢法人会 事務局・０４６６－２２－６４４４

区分 資本金

※区分の正は正会員、賛は賛助会員になります。
※お問い合わせは事務局まで。

区
分

新入会員のご紹介■令和4年8月入会
支部 法人名 /屋号 代表者名 業種所在地

㈱アリデルレオーネ
㈱タカノ住装

６
８
５

藤沢南
藤沢西
藤沢北

佐藤　美幸
高野　泰明
高屋　　亮

藤沢市 鵠沼橘
藤沢市 大庭
藤沢市 遠藤

教育業、学習支援業
建設業、内装仕上げ工事業
保険代理店業、資産相談業務

正
正
賛

区分地区

会員増強月間（9月～12月）展開中！

会員増強月間中に加入勧奨による入会で勧奨者には記念品と、支部目標を達成した支部には報奨金を贈呈
いたします。 ※詳細につきましては下記をチェック! !

※賛助会員の入会も勧奨による入会で上記カウントに含めます。

○支部　　６件の達成で30,000円
○地区　    1件あたり ・  5,000円
○支部目標達成　         30,000円
☆報奨金は、１月に開催する理事会の席上で、贈呈いたします。
☆各支部目標については事務局に確認願います。

支部・地区の特典
○１件以上の加入勧奨による入会で、記念品を贈呈。
また、成績上位の方には、表彰状をお渡しします。
☆記念品は、６月に開催する本部総会の席上で、贈呈
いたします。

個人の特典

みなさんも新しい会員をご紹介下さい! !
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