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題字　本木雅弘

TOPICS
《戌年の主な出来事》
1946年（昭和21年）…�詔書（いわゆる昭和天皇の人間宣言）�:�濁点・句読点が付された初めての詔書。マッカーサー元帥が極東

国際軍事裁判所の設置を命令。NHK「のど自慢素人音楽会」（後のNHKのど自慢）放送開始。GHQ:�総選挙
の投票・開票は米軍が監視する旨発表。「サザエさん」連載開始（夕刊フクニチ）。ニュルンベルク国際軍
事裁判:�最終判決。日本国憲法公布。上野駅前に、外地引揚者の集まりによる商店街「アメヤ横丁」（アメ
横）誕生。

1958年（昭和33年）…�東京通信工業がソニーに社名を変更。関門トンネルが開通。本州（山口県下関市）と九州（福岡県北九州市）
が道路で結ばれる。日本コカ・コーラ、炭酸飲料「ファンタ」を日本で発売。日清食品が「チキンラーメン」
を発売。東京タワー竣工。

1970年（昭和45年）…�早川電機工業がシャープに社名変更。東京大学宇宙研、初の国産人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功。
日本万国博覧会（大阪万博）開幕。日本航空機よど号ハイジャック事件発生。植村直己が北米大陸最高峰
マッキンリー山に単独初登頂。世界初の五大陸最高峰登頂者となる。

1982年（昭和57年）…�東北新幹線　上越新幹線開業。500円硬貨発行。テレホンカード使用開始。4コマ漫画「コボちゃん」が読
売新聞朝刊で連載開始。「森田一義アワー笑っていいとも!」が放送開始。ホテルニュージャパン火災発生
（33人死亡）。日本航空350便墜落事故（24人死亡）。

1994年（平成６年）…�日本人初の女性宇宙飛行士・向井千秋さん宇宙へ。関西国際空港が開港。大江健三郎氏がノーベル文学
賞受賞。オウム真理教によって松本サリン事件発生。初の気象予報士国家試験が行われる。

2006年（平成18年）…�携帯電話の番号ポータビリティ制度開始。神戸空港が開港。表参道ヒルズがオープン。第一回ワールド
ベースボールクラシック開催（優勝国日本）。ライブドア事件

干支提供：㈱広田屋様
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　明けましておめでとうございます。会員の皆様
方におかれましては、健やかな新春をご家族おそ
ろいでお迎えのこととお喜び申し上げます。
　日頃、法人会の事業には深いご理解とご協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
今年は、私が会長職の拝命を受け₄年目を迎えま
す。引き続き微力ではありますが、当会の発展の
ため尽力して参る所存です。
　今後とも、宜しくお願い致します。
　さて、昨年は₁0月₁₉日に『第₂₆回法人会の集い』
を桶川市民ホールにて開催いたしました。　会員
各位並びに一般市民の皆様方多数をお迎えして、
盛大に開催することができました。
　開催にあたりましては、桶川支部役員各位並び
に地域の皆様方の絶大なるご協力を頂きましたこ
とに、改めまして厚く御礼申し上げます。
　上尾法人会は、今後は更に地域社会貢献活動を
推し進め、法人会の基本的指針である「会員の積
極的な自己啓発を支援し、納税意識の向上と企業
経営および社会の健全な発展に貢献」してまいり
たいと思っています。
さて、国内経済に目を向けると、₅年前からスター
トしたアベノミクスも昨年に至っては、景気拡大

とするも、実感を伴わない状況であり、株価も若
干の上昇はあるものの、海外市場から見るとまだ
まだの状況です。
金融緩和による円安誘導による株価の上昇策も一
定の水準で足踏みしており、物価上昇率₂％目標
についても達成が厳しい状況です。消費税₁0％の
引き上げは、平成3₁年₁0月に予定され、実質賃金
の伸び悩む中、消費拡大による経済の活性化は厳
しい状況下にあると考えております。何れにせよ、
長く続いたデフレ経済を早期に脱却し景気回復が
日本経済において望まれるところです。
失われたものを取り戻し、経済の再生が早期に実
現するよう、そして、我々の地域経済の活性化を
願ってやみません。今年は戌年、もともと十二支
は人の栄枯盛衰を、つまり、成長の過程を表すも
ので₁₁番目の『戌年』は最終的な結実の年と言わ
れております。どうか皆様方におかれましては、
是までの努力されてきた事が大きな実となりよき
年と成る事を願っております。
　結びにあたり、今年₁年が素晴らしい年となり
ますよう皆様方のご健勝とご多幸、企業の更なる
ご繁栄をあわせてご祈念申し上げまして、年頭の
ごあいさつといたします。

年頭のごあいさつ
公益社団法人上尾法人会　会長　小川　　均
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新年の
ごあいさつ
　　　上尾税務署

署長　木村　智明

新年の
ご挨拶
　　　関東信越税理士会上尾支部

支部長　土屋　雄一

　新年明けましておめでとうございます。

　公益社団法人上尾法人会の皆様におかれましては、

健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は、小川会長をはじめ役員並びに会員の皆様方

には、法人会の活動を通じて、税務行政の円滑な運営

に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。

　本年は戌年です。戌年生まれは、物事に対して熱心

で正義感が強く、真面目で忍耐強い働き者と言われて

いるようです。私どもも戌年にあやかり、国税庁の使

命である「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」ためにも「熱心に」かつ「真面目

に」、「正義感」を持って「忍耐強く」取り組んでいく

所存です。この使命を果たすにあたり、税務行政の良

き理解者であります法人会の皆様方のお力添えは誠に

心強く不可欠でるものと考えておりますので、本年に

おきましても、引き続き、お力添えを賜りますようお

願い申し上げます。

　さて、間もなく平成29年分の所得税等の確定申告期

を迎えます。例年、税務署には連日多くの納税者の方

が来署され大変混雑いたしますので、待ち時間を含め

て申告手続が終了するまで、相当な時間を要すること

が想定されます。そこで、税務署としましては、

e-Taxによる電子申告のほか、国税庁ホームページの

「確定申告書等作成コーナー」を活用した確定申告書

の作成・印刷及び郵送による提出を推奨しています。

ＩＣＴを活用した申告書の作成・提出につきまして、

是非従業員の方々への働き掛けをお願い申し上げま

す。

　結びに、公益社団法人上尾法人会にとりまして、本

年が更なる発展の年となりますよう、併せまして、会

員の皆様方のご健勝と関係企業の益々のご繁栄を心か

ら祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきま

す。

　新年あけましておめでとうございます。謹んで新春
のお慶びを申し上げます。公益社団法人上尾法人会の
皆様におかれましては、日頃より税理士会上尾支部の
会務活動に深いご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。また、小川会長を中心に「よき経営者を目指
すものの団体」として、税知識の普及、啓発をはじめ
様々な事業に取り組まれておられますことに心から敬
意を表します。
　さて昨年₁年の日本経済は、円安、株高が進み、大
手製造業を中心に企業収益が改善し、多くの企業で経
常利益過去最高を記録しました。また、雇用も順調で
失業率も₂％台まで低下し、賃上げ率も₂％をキープ
し、雇用所得環境の改善は進んでいるようです。しか
し非製造業や中小零細企業においてはそれほどまでに
好景気を実感していないところが多かったようです。
本年はこの好景気感が、多くの企業で実感されること
を祈念いたします。
　平成31年10月からは、消費税率₈％から10％へ引き
上げに伴う軽減税率制度の導入が行われます。今まで
消費税率の引き上げは何度か行われてきましたが、軽
減税率の導入という新たな制度に対して、今年からは
上尾法人会においても制度を理解する為の研修会など
の機会も増えると思います。その際には税理士会上尾
支部といたしましても、微力ながらできる限りのご協
力をさせていただく所存でございます。
　また、ここ数年、税理士会上尾支部が小学校中心に
行ってきました租税教室に上尾法人会も携わって下さ
るということですので、我々が今まで経験してきたも
のを伝える機会をいただき、一緒にこの活動を広め、
更に良いものにしていきたいと考えております。
　今年は戌年。犬は社会性があり忠実な動物というと
ころから、人との付き合いを深めるのに良い年とされ
ています。また「戌」の元は「滅」で草木が枯れる状
態という意味から新たに芽生えたものが努力すること
で一気に芽吹く年ともいわれています。
　本年、上尾法人会と税理士会上尾支部との交流の機
会が増え、更に良い連携協調関係を築く礎の年になれ
ばと願っております。
　結びに公益社団法人上尾法人会の益々のご発展と会
員の皆様のご健勝ご繁栄を祈念いたしまして、新年の
ご挨拶といたします。
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 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

 上尾支部 
（支部長　芳賀康三）
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 支 部 だ よ り

代表取締役会長　千　代　貞　雄　代表取締役社長　千　代　達　也
本　社　〒362-0023 埼玉県上尾市原市中1-7-8　電　話（048）721－1641（大代表）
支　店　●大宮　●伊奈　●東京

上尾産業祭 ＆ 日帰り視察研修会

第１６回こうのす花火大会（協賛）

産業まつり ＆ 産業・文化視察

あげお産業祭
開催日：�11月11日（土）・�

12日（日）
場所：上尾市民体育館税
についての紙芝居や一億
円のレプリカ体験、クイ
ズだゼイ等冊子を配布し
租税の啓発活動を行いま
した。

11月₅日（日）産業まつり
場所：北本市役所駐車場
親子対象にマジック
ショー＆にがおえ切り
絵を行い租税教育冊子と
グッツの配布をいたしま
した。約1００人の方に参
加いただけました。

平成2９年1０月８日（日）
場所：鴻巣糠田運動場
集客数：４０万人
今年は、雨天の為、翌日に順延になりま
したが無事に開催されました。当日は「想
いはかたちに」鴻巣の夜空に大輪の花を
咲かせます！すべては皆様の笑顔のため
に！をキャッチフレーズに支部会員はも
とより、全国各地より大勢の集客をいた
だき盛大に開催されました。

11月2５（土）市民の為の
産業・文化視察
場所：銀座・東京湾方
面参加者：４８名
北本支部会員と市民を
対象にバスにて視察を
おこないました。

日帰り視察研修会
開催日：12月₅日（火）
出席人数：３８名
視察先：��造幣局さいたま支局�

柴又帝釈天散策・寅さん記念館�
　国立西洋美術館�
「北斎とジャポニズム展」見学�
　懇親会場　第一ホテル・アネックス



 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）
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一泊研修事業

桶川市民まつり　市民へ租税教室（紙芝居）・法人会PRの大抽選会

伊奈町商工フェスティバル（協賛）

市民へ租税教室（紙芝居）・
法人会PRの大抽選会
平成2９年11月３日（金）
場所：ことぶき広場（桶川市）
「商工の広場」ステージイベン
ト参加に参加しました。主に、
小学生を対象に紙芝居による
租税教室を開催しました。そ
の後、法人会PR活動の一環と
して大抽選会を行い、大盛況
となりました。

日にち：��平成2９年1０月22日
（日）～2３日（月）

場所：栃木県　日光東照宮・
花と緑の楽園日光花いち
もんめ・平家の里　他
参加者：1９名

平家の里 東照宮

平成2９年1０月2９日（日）
場所：伊奈町制施工記念公園
来場者数：３０００名
伊奈支部女性部会は歳末たす
けあい募金のバザーを実施し
ました。雨降りで足元が悪い
中でしたが、多くの方に来場
いただきました。
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納税表彰おめでとうございます

　毎年11月11日から11月17日までの一週間を「税を考える週間」としており、昨年11月15日の納税表彰式において、上尾法人
会からは次の方々が表彰されました。
　受賞された皆様方は、永年納税動議の高揚に努められ、社会へ貢献された功績によるものです。
※  「税を考える週間」…国税庁では毎年11月11日から11月17日までの一週間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、
税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。国民の皆様に国民生活と税の関わりを理解してもら
うことにより、国民各層の納税意識の向上を図ることとしています。

一堂に会した受賞者の皆様

氏　　　名：新井一美（あらいかずよし）
功績の内容：法人会の功績
役　　　職：  公益社団法人上尾法人会　広報委員長 

　　　　　　　　　　　　理事
法　人　名：㈲石戸精工

税務署長表彰受彰

新井理事　税務署長表彰受彰の様子

氏　　　名：小川　均（おがわひとし）
功績の内容：法人会の功績
役　　　職：  関東信越法人会連絡協議会　理事 

一般社団法人埼玉県法人会連合会　副理事 
公益社団法人上尾法人会　会長

法　人　名：㈱情報化ビジネス

関東信越国税局長表彰受彰

小川会長　関東信越国税局長表彰受彰の様子
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法人会では、全国の会員の総意として毎年｢税制改正に関する提言｣をとりまとめ、地元の国会議員並びに地方
自治体へ税制改正要望の陳情を行っています。
これは、公平で健全な税制の実現をめざして会員企業の意見や要望を反映しながら、税のあるべき姿や将来像
を見据えて建設的な提言活動を行っています。
各支部役員により「30年度の税制改正に関する提言」を市長と地元選出の国会議員に要望陳情活動を行いました。

行動する法人会　～税制改正要望陳情活動～

12/8 伊奈町長11/29 鴻巣市長

11/22 中根かずゆき衆議員11/22 大島あつし衆議員

11/27 桶川市長 11/30 北本市長
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埼玉県の法人会が提供している会員サービス一覧
平成29年₉月₇日現在

サービス項目 提　携　先 サービス内容 割引相当額(概算）
インターネットバンキング 埼玉りそな銀行

武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫
川口信用金庫
青木信用金庫
飯能信用金庫

初年度手数料無料
または減免

・りそなビジネスダイレクト
　　基本手数料月額5,400円を半年間
　　月額2,700円に減免� (計16,200円）
・りそなビジネスダイレクト(Mini)
　　基本手数料月額2,160円を半年間免除
� (計12,620円）
・むさしのビジネスダイレクト
　　契約手数料5,400円　手数料月額3,240円
� (年間44,280円）
・さいしんビジネスダイレクト
　　基本利用料月額2,160円� (年間25,920円）

法人会サポートローン 埼玉りそな銀行
武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫

取扱事務手数料免除
または金利優遇

・りそなビジネスローン
　　「保証革命」「埼玉倶楽部」
　　　事務取扱手数料10,800円免除
・むさしの「企業力」
　　　金利優遇あり
・埼玉縣信用金庫　「元気力」
　　　財務診断表を無料作成

遺言信託 埼玉りそな銀行 取扱手数料優遇
従来の取引から相続まで
フルカバーします

・埼玉りそな銀行、りそな銀行
　　契約時の取扱手数料15%割引

武蔵野銀行 弁護士の資格を持つ社員
が多く、係争案件に強い

・㈱朝日信託(信託業務提携先）

埼玉縣信用金庫 不動産全般に強く、不動産
案件を得意とします

・㈱山田エスクロー信託（信託業務提携先）

川口信用金庫 取扱手数料優遇 ・ほがらか信託㈱　(信託業務提携先）
　　契約時の取扱手数料15%割引

企業情報・格付情報
　照会サービス

AGS株式会社 企業間における信用リス
ク調査（東京商工リサー
チ）を低料金で行う
平成27年₆月より海外企
業調査レポート取扱開始

通常₁件₅～₇万円を2,160円で提供
約48,000円(50,000円－2,160円）

PET検診 国立がん研究
センター

がんPET検診料金₁割引
サービスの対象は、会員企
業の代表者とその配偶及
び従業員とその配偶者

１人当たり割引額10,000円～20,000円
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給与支払報告書・源泉徴収票の提出は「eLTAX（エルタックス）」で!!

　埼玉県では、地方税の電子申告システム「eLTAX」がご利用いただけます。混み合う窓口へ
申告に出かけることなく、オフィスや自宅に居ながらにして、法人県民税、法人事業税及び地
方法人特別税の申告ができます。申告書の作成支援機能もあり、税務ソフトウェアとの連携も
可能（eLTAX対応ソフトに限ります）。簡単に申告書を作成することができ、税理士の署名の
みでご利用になれます。
　さらに、電子申告に引き続いて、申告データをもとに「納付情報」を発行できます。当該情報
を使えば、金融機関のインターネットバンキング等から電子納税（ペイジー）することができま
す。納付書を作成して支払窓口に行く手間が省けるので大変便利です。加えて、法人県民税・
事業税に関する申請書・届出書の一部については、eLTAXを利用して電子的に提出すること
ができます。
　また、国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与支払報告書・源泉徴収票を一括して、
「eLTAX」で一元的に送信することができます。ますます便利になったシステム「eLTAX」を是
非ご利用ください。
　利用開始手続きなど詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧くだ

さい。

お問合せ：各県税事務所又は県税務課
　　　　　（TEL０４８・８３０・２６５７　FAX０４８・８３０・４７３７）

県税からのお知らせ

埼玉総合支社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6大宮センタービル14Ｆ

AF法推-2016-0048-1708036 8月8日
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１０月～１２月　主な事業とアルバム

主な事業

月 日 事業名

10
月

3 火 中級簿記講座～4日

4 水 全国大会　福井大会～6日

6 金 法人税申告実務研修

〃 〃 消費税軽減税率研修

7 土 北本支部　ふれあい家族の日作品展　表彰式

〃 〃 鴻巣・吹上支部　こうのす花火大会（協賛）

10 火 絵はがきコンクール審査会

〃 〃 研修委員会

11 水 女性部会　視察研修～12日

17 火 鴻巣支部　組織増強会議

18 水 青連協　30周年記念式典

19 木 第26回　法人会の集い　式典

〃 〃 第26回　法人会の集い　公開講演会

〃 〃 第26回　法人会の集い　三味線・和太鼓

21 土 吹上支部　コスモスフェスティバル～22日

22 日 鴻巣支部　支部視察研修～23日

〃 〃 伊奈支部　県外視察研修

24 火 中間監査

25 水 県連　調査課法人税務研修会

〃 〃 桶川支部　支部役員会

月 日 事業名

10
月

26 木 厚生・組織合同協議会

27 金 上尾支部　会員拡大会議

29 日 伊奈支部　商工フェスティバル

11
月

3 金 桶川支部　市民まつり（出展）

5 日 絵はがきコンクール表彰式

〃 〃 北本支部　産業まつり

9 木 全国青年の集い～11日

11 土 上尾支部　あげお産業祭（出展）～12日

13 月 税理士会・税務署・法人会合同連絡協議会

14 火 税を考える週間記念講演会

15 水 納税表彰式

16 木 レベルアップ法人税務説明会

〃 〃 決算期別法人税務説明会

17 金 年末調整説明会（桶川）

20 月 年末調整説明会（鴻巣）

21 火 年末調整説明会（北本）

22 水 年末調整説明会（上尾）

〃 〃 桶川支部　地区役員会

24 金 局連　女性部会合同セミナー

〃 〃 鴻巣支部　女性部押し絵教室

月 日 事業名

11
月

25 土 北本支部　市民の為の産業・文化視察

27 月 事務局担当者会議

〃 〃 桶川支部　青年部忘年会

28 火 税制委員会

29 水 県連　埼玉りそな銀行社長との意見交換会

30 木 吹上支部　吹上駅ライトアップ（協賛）～H30.1/23

12
月

4 月 局連　事務局担当者セミナー

〃 〃 北本支部　会員増強会議

5 火 上尾支部　日帰り視察研修

〃 〃 鴻巣支部　支部役員会・忘年会

6 水 青年部会　ゴルフコンペ・忘年会

12 火 全法連　厚生常任委員会（会長）

13 水 正副会長、委員長、部会長会議

14 木 青連協　正副会長会議

〃 〃 監事会

15 金 女連協　ブロック長会議

〃 〃 女連協　正副会長会議

〃 〃 広報委員会

22 金 県連　事務局職員研修会

10／11～12
女性部会　視察研修旅行

（長野方面）

10／4～6
全国大会

（福井大会）

11／9～11
全国青年の集い
（高知大会）

12／6
青年部会ゴルフコンペ・忘年会



　社会貢献活動 ｢ 第２６回　法人会の集い ｣　桶川市民ホールにて
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　法人会の集いは、毎年地域の健全な発展を目的に公開講演会とともに行われています。
　今年度は、10月19日に桶川市の市民ホールに於いておこなわれました。
　台風が近づく雨の中500名以上のお客様にお越しいただき感謝しております。ご参加の皆様ありがとうござい
ました。
　第一部式典においては、多数のご来賓にご臨席頂きました。
　また桶川支部青年部長の湯尾氏による大会宣言がありました。
　第二部公開講演会では、毒蝮三太夫さんよる「マムシ流元気で長生きするコツさせるコツ」と題した講演をい
ただきました。御年81才とは思えないすばらしく冴えた講演で爆笑につぐ爆笑の面白い講演会でした。
　第三部は、三味線（早稲田大学津軽三味線愛好会「三ッ巴」）と太鼓（桶川百店会）の情熱的な演奏でこちら
も大いに盛り上がりました。

開会の言葉
榊支部長

会長式辞
小川会長

上尾税務署
木村署長

桶川市
小野市長

桶川市商工会
加藤会長

上尾県税事務所
田森所長

来賓紹介
小峰副支部長

大会宣言
湯尾支部青年部長

閉会のあいさつ
大木副支部長

毒蝮さん
客席より登場

毒蝮さん
ご講演

花束贈呈
河野支部女性部長

三味線
早稲田大学愛好会

和太鼓
百店会

司会
榊夏美さん

法人会キャラクター
けんたくん
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　第３回絵はがきコンクール表彰式が11月５日（日）に上尾市文化センターにて開催されました。次世代を担う小学生に
「税」に関しての理解を深めていただくため女性部会（部会長 矢島由美子）が中心となり開催いたしました。今年度から上
尾市内の小学校が参加、北本支部は第3回目となり、16小学校430名から応募をいただきました。
　審査の結果入選されました生徒のみなさまは、関係者の見守る中表彰状及び副賞が手渡されました。尚、入選されま
した作品は上尾税務署で、確定申告の期間展示されています。

北本支部

上尾支部

絵はがきコンクール＆ふれあい家族の日につ
いての事前会議（８/2８）

審査会（1０/1０）

作品展示の様子

審査会＆作品展示用の準備（９/1３）

法人会会長表彰状授与

作品展示会（1０/6～7）

表彰式＆作品展示会（11/５）

記念撮影会

表彰状と記念撮影会

表彰状授与表彰式（1０/7）
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上尾市と北本市の小学生が税をテーマに絵はがきを描きました。

上尾市立大石北小学校
柿沼　凛々乃

上尾市立今泉小学校
矢部　夏葵

上尾市立富士見小学校
高窪　莉一

上尾市立上平北小学校
市ノ川　舞

上尾市立上尾小学校
双木　梨夏

上尾市立原市南小学校
滝瀬　椋介

北本市立北小学校
吉葉　万潤

上尾市立東小学校
黒澤　萌

北本市立石戸小学校
清水　咲杏

上尾市立大石北小学校
村松　麗奈

北本市立南小学校
畑澤　美織

北本市立西小学校
武野　優翔

北本市立北小学校
山口　姫佳

北本市立中丸東小学校
鈴木　優奈

北本市立西小学校
内田　恭平

北本市立中丸小学校
加藤　愛虹

北本市立栄小学校
関根　碧泉

北本市立西小学校
小林　楓雅

北本市立石戸小学校
藤村　倖大

北本市立栄小学校
笠原　俊汰

北本市立中丸小学校
金井　梨音

北本市立西小学校
土田　怜菜

上尾市立平方東小学校
平八重　若菜

北本市立石戸小学校
傍島　千尋

北本市立中丸東小学校
鳥居　優愛

上尾市立大石北小学校
野口　清美

北本市立東小学校
廣川　苺花

優　秀　賞

北本市立
石戸小学校
倉浪　朱凛

北本市立
中丸小学校
田中　優凡

上尾市立
上尾小学校
小林　彩芽

上尾市立
上尾小学校
高田　栞里

女性部会長賞 北本支部女性部長賞 上尾支部女性部長賞 上尾支部青年部長賞

北本市立中丸小学校
田中　優大

上尾市立大石北小学校
福岡　花実

北本支部長賞 上尾支部長賞上尾税務署長賞

上尾市立上尾小学校
劉　佳人

上尾市教育長賞

北本市立中丸東小学校
松岡　美佑

北本市教育長賞

上尾法人会長賞

上尾市立
大石北小学校
川島　三奈

青年部会長賞 北本支部青年部長賞

北本市立栄小学校
関根　愛理

税に関する絵はがきコンクー
ル入選作品の一部を上尾税務
署１階ロビーに掲示してあり
ます。税務署にお寄りの際は、
是非ご覧ください。
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新会員紹介 よろしくお願いします 平成30年11月30日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所
上尾支部 ディーワン(株) 電子部品・機器販売業 上尾市上₁₁₁₄︲₈､ Ａ︲₁
上尾支部 東京マシンヴィジョンシステム(株) 電子機器販売業 上尾市原新町₇︲₁₀
上尾支部 (株)LlTTLE・FIELD 飲食業 上尾市柏座₁︲₁︲₂₇上尾プリンスビル₃F
北本支部 (株)シーシーエイチ 製造・販売業 北本市本宿₂︲₂₈︲₃
北本支部 たにしま整骨院 柔道整復 北本市中央₁︲₈₃︲₁F
北本支部 トラットリア　イッチァ 飲食業 北本市緑₂︲₂₈₁
北本支部 (株)ケアステップ 理容・美容業 北本市西高尾₄︲₃₉︲₁
鴻巣支部 薮田　有香 建築業 鴻巣市人形₃︲₂︲₈₆、₁︲₄₀₃
鴻巣支部 チェリー薬局 調剤薬局 鴻巣市登戸₃₁₉︲₂

平成２₉年１１月末　会員加入状況
支部名

項　目 上尾支部 桶川支部 北本支部 鴻巣支部 吹上支部 伊奈支部 合　　計

法人数　平成₂₉年　₆月末 ₃，₀₉₄ ₁，₀₈₇ ₈₆₉ ₁，₁₁₇ ₃₀₃ ₆₆₇ ₇，₁₃₇
会員数　平成₂₉年　₁₁月末 ₁，₀₁₃ ₄₀₄ ₃₈₃ ₅₆₇ ₁₁₅ ₂₇₄ ₂，₇₅₆

加入率（％） ₃₂．₇% ₃₇．₂% ₄₄．₁% ₅₀．₈% ₃₈．₀% ₄₁．₁% ₃₈．₆%

　社会貢献活動事業の一環として、美術活動の普及と地域社会の健全な発展を
目的に上尾・桶川・北本・鴻巣市、伊奈町6支部美術家有志のご協力のもと、
第21回美術展覧会を開催いたします。是非とも皆様お誘い合わせの上ご来観く
ださい。
展覧会会期　平成30年2月8日（木）から2月14日（水）
開 館 時 間　 2月8日は午後1時から午後6時

2月9日～17日は午前10時から午後6時
2月14日は午前10時から午後3時

会　　　場　 上尾市民ギャラリー
上尾市宮本町2－1
アリコベールサロン館2階

出 品 内 容　絵画及び書の部
出　品　者　 上尾・桶川・北本・鴻巣市

伊奈町美術家有志
入　場　料　無料

第２₁回 美術展覧会

　今春は、社会貢献活動事業を2つご案内いたします。
すべて会員以外の方も無料で参加できますので、
皆様是非ともお誘い合わせの上ご参加ください。
―お問合せ―
（公社）上尾法人会事務局
上尾市二ツ宮750上尾商工会館内
ＴＥＬ　048-776-2573
ＦＡＸ　048-776-2035

講師　古賀稔彦氏
平成30年1月26日（金）
15：30～17：00
上尾市文化センター小ホール
先着100名

上尾法人会　社会貢献活動 新春公開講演会
「夢、目標にチャレンジ
～挑戦する事の大切さ～」

夢、目標にチャレンジ!
～挑戦する事の大切さ～

（公社）上尾法人会　新春公開講演会

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講演会開催に係る申込者の確認、申込者名簿の作成、出欠確認、講演会運営に関する連絡、各種講座情報提供の目的にのみ使用いたします。

※お申込は、下記申込書によりお早めに下記宛にFAXまたは電話にてお申込ください。

上記　確かに受付いたしました 参加申込書受理後、左記に予約受付No.を発行し、同申込書をご返信させていただきます。

（ 参 加 申 込 書 ）

（予約受付No.）

事業所名

申込者氏名TEL

FAX

当日は、左記に予約No.の入った
同申込書をご持参ください。

　左膝に大怪我を負いながらも頂点を極めたバルセロナオリンピック。自らに高い目標を与える
ことで、主体的に挑戦し、困難にも立ち向かうことができ、結果以前より成長した自分に出会えると
ご自身の経験からお話されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ご多忙中とは存じますが、皆さまのご参加をお待ちしております。

1967年11月21日生まれ／佐賀県出身／Ａ型／八段
　日本体育大学進学後“平成の三四郎”の異名をとり、87～92年全日本選抜体重別選手権をはじめ、
89年･91年の世界選手権を連覇。92年のバルセロナ五輪では、大会直前の大ケガを背負いながら
も金メダルを獲得、両手を広げ雄たけびを上げ、日本中の感動を呼んだ。96年アトランタ五輪では
銀メダルを獲得。00年4月に現役引退。その後、「指導者・古賀稔彦」として全日本女子柔道チーム強
化コーチを務めるかたわら、03年4月からは子供の人間育成を目的とした町道場「古賀塾」を開塾。
04年のアテネ五輪では、金メダルを獲得した谷本歩実のコーチとしても脚光を浴びた。現在は各地
で講演を積極的に行い、目標を持つ素晴らしさとそれを達成する心のあり方を明快に伝えている。

柔道家／古賀塾塾長
【講師プロフィール】

古賀稔彦氏

平成30年1月26日（金）15：30～17：00日　時

上尾市文化センター　小ホール会　場

無料【定員100名になり次第締め切ります】聴講料

公益社団法人　上尾法人会主　催

上尾市二ツ宮750
TEL：048-774-2951

上
尾
法
人
会
美
術
展

上尾市民ギャラリー

公益社団法人 上尾法人会
上尾・桶川・北本・鴻巣・吹上・伊奈

ＪＲ上尾駅東口前
アリコベールサロン館２Ｆ

2018年(平成30年)

絵画・書選抜展第　回21

但し２月８日 午後１時～午後６時
　　２月14日 午前10時～午後３時

2月8日（木）～2月14日（水）10時～６時
午前 午後




