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TOPICS
市制施行60周年記念 第23回あげお花火大会
　平方荒川河川敷（リバーサイドフェニックスゴルフクラブ周辺）
　2018年₈月₄日（土）19:00～21:00
　※雨天の場合は翌週₈月11日（土・祝）に延期

　荒川と入間川にはさまれた上尾市のリバーサイドフェニックス
ゴルフ場が会場となる花火大会。約10,000発（予定）の打ち上げ
花火が、夏の夜空を彩ります。尺玉が100発以上打ち上げられ、
他にも音楽花火・メッセージ付き記念花火・二尺玉（直径480m）・
そして毎年大人気の特大スターマイン！今年は市制施行60周年記
念のあげお花火大会を是非ご覧ください。
【お問合せ】上尾市観光協会　TEL：048-775-5917

写真提供：上尾市観光協会
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 上尾支部 
（支部長　芳賀康三）
₆月₃日（日）
　上尾支部で協賛した「第１０
回どんぐり山ミュージック
フェスティバル」が開催され
ました。
　当日は、上尾商工会議所創
立５０周年記念事業も開催され、
晴天のもと多くの方がご来場
され、イベントを楽しんでい
ました。

第１０回どんぐり山ミュージックフェスティバル（協賛）

 支 部 だ よ り

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

₄月７日（土）８日（日）
　第4０回吹上さくらまつりの「クジラふきあげ大レー
ス」に協賛しました。
　元荒川の吹上橋～さくら橋を舞台に2.５㎞に及ぶ元荒
川沿い桜並木の下で、野点や屋形船・ステージショー
などを楽しめるイベントです。
　「クジラふきあげ大レース」とは、元荒川の橋の上か
らクジラの人形を一斉に投げ入れてレースを行い、順位
を競うものです。クジラには番号がついていて、自分
のクジラが上位でゴールすると豪華賞品が当たります。

社会貢献活動

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

「ふれあい家族の日展示会」「税の絵はがきコンクール」「第２７回法人会の集い」のお知らせ

　平成３０年１０月、市内小中学校生徒に夏休みに制作し
た作品を提出してもらう例年の事業「ふれあい家族の
日展示会」「税の絵はがきコンクール」に加え、「第2７
回法人会の集い」が北本支部担当にて開催されます。
有名な講師の講演会と楽しいアトラクションをご用意
しております。会員の皆様にご案内をお送りすると同
時に、北本市教育委員会と連携して市内各小中学校に
案内を配布してもらうことで、子ども達にもなるべく
多く参加してもらいたいと考えております。今年は土
曜開催ですので是非お気軽にご参加ください。
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 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

日　程：₅月１６日（水）
場　所：桶川市商工会館
参加者：₈名

日時：₆月１８日（月）
会場：鴻巣市市民活動センター
参加：３２名

日　程：₆月３日（日）
場　所：栃木県　那須方面　茶臼岳ロープウェイ　もみじ谷大吊橋
参加者：３４名

　平成３０年度の支部事業計画について話し合いました。
また、今年度は会員拡大を目標に掲げ事業等を行ってい
きます。
　そして毎年恒例の支部日帰り税務研修会も年度末に計
画しております。楽しみにお待ちください。

公開講演会は、大阪北部地震のため講師が
上京できず、残念ながら中止となりました。

７月の予定
青年部では、暑気払いを予定しております。
女性部では、日帰り研修会を予定しております。
詳細決まり次第、ご案内させて頂きます。

支部のつどい

支部の集い

役員会

AIG 損害保険株式会社　さいたま営業支店　TEL.048-641-4050
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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

雑草とのたたかい

　日曜日の朝、猫の額ほどの庭に生えている草をのんびりと抜くことが、最近の楽しみの一つになっていま
す。隣近所の生活音のないシーンとした静かな朝は、音といえば時折鳥の鳴き声が響きわたるくらいで、そ
んな自然の中に身を置くと、不思議と心に余裕が生まれ、穏やかな気持ちになります。草取りは掃除や洗濯
と一緒で、ためずに、こまめに、丁寧にやることが大切で、きれいになった庭を眺めると、気持ちまでスッ
キリとするところも掃除や洗濯と似ています。しかし、この草、抜いても、抜いても一向に減る気配は無く、
逆にコンスタントに増えているように感じるのは気のせいでしょうか？
　さて、雑草について、日本人の多くは強いというイメージを持っていると思います。しかし、意外ですが、
実は雑草は他の植物との競争には弱く、このため、他の植物との競争が起こりにくい場所、例えば道端や耕
作地など人の手の加わった場所に生えているそうです。そして、この場所にいれば安心という訳でもなく、
ここでは予測のつかない人為的な環境の変化が頻繁におこるため、その環境の変化に柔軟に適応し、自らを
変化させる必要があります。さらに、踏まれても、踏まれても立ち上がるというイメージのある雑草ですが、
実は雑草は何度も踏まれると立ち上がることはせず、その踏まれたままの状態で花を咲かせ、種子を残すそ
うです。雑草にとって一番大切なことは、種を残すことなので、余計なことにはエネルギーを使わず、種が
絶えないように、素早くたくさんの種子を残すことだけに専念するということです。
　こうして、毎日せっせと草取りをしている私ですが、土の中には想像もつかない数の雑草の種子が休眠し
ていて、草を抜くことで地面に光が当たり、休眠から覚めた種子が順番に発芽します。また、雑草を踏んだ
靴であちらこちらと歩き回ることで、その種子は広範囲に運ばれます。考えてみると、私のやっていることは、
図らずも雑草のためになることばかりであることに気が付きます。結局、人など自然の一部にすぎず、弱肉
強食の自然界を生き抜いている雑草の方が一枚上手で、どんなに草取りをしたところで雑草が無くなること
はなく、草取りは延々と続くのでしょう。
　雑草は、その弱さ故、競争のない場所を選び、その劣悪な環境故、自らを変化・適応させ強さを手に入れ
たといえます。自然も人も、何が幸いとなり、何が災いとなるかは最後までわからないものです。また、ブ
レない目的を持つことの強さと、どんな環境も受け入れる寛容さ、良いところも悪いところも含めて自分を
知る事が自分を活かし成功に繋がるという事を植物から教えられた気がします。朝のほんのわずかな時間で
すが、自然と向き合うことで得られるものは多く、また明日の朝も、草との終わりなき静かなたたかいを続
けようと思います。

女性部長　小林　淳子

税理士談話
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₈月は個人事業税第₁期分の納期です。
　₈月は個人事業税第₁期分の納期です。₈月初めに納税通知書をお送りしますので、お近くの金融機
関等で忘れずに納めてください。

納税は、安全・便利・確実な口座振替で！
　個人事業税の納税には、口座振替がご利用いただけます。口座振替を利用されますと、納期最終日に
金融機関が自動的に振替納税いたしますので、納期のつど納税に出向く手間も省け、うっかり納税を忘
れるといった心配もありません。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハガキで簡単に行う
ことができますので、是非ご利用ください。
　なお、₈月末までにお申込みをされた方は、第₂期（１１月が納期）分から口座振替をすることができ
ます。
　また、「Pay-easy（ペイジー）」を利用して、ATM（ペイジー対応型）、パソコン、携帯電話から納税す
ることができます。コンビニエンスストアでも納税できます。詳細は、納税通知書をご覧ください。

　個人事業税について詳しくは、お近くの県税事務所又は県税務課（℡０４８-８３０-２６６４）へお問い合わせ
いただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税（URL：http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/
z-kurashiindex/z-2-4.html）」をご覧ください。

県税からのお知らせ
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₄月～₆月　主な事業紹介
₄月１２日
全国女性フォーラム山梨大会

平成３０年₄月
日 事業名
3 正副会長会議

6
新入社員セミナー
組織委員会

7 吹上支部　さくらまつりクジラレース（協賛）
9 北本支部　役員会
10 厚生委員会
12 全国女性フォーラム山梨大会～4/13（金）
16 鴻巣支部　執行部会
17 会計監査

18
青連協　親睦ゴルフコンペ
鴻巣支部　役員会

20 総務委員会

24
新設法人税務説明会
決算期別法人税務説明会

25
正副会長会議
理事会

26 社会保険実務講座

平成３０年₅月
日 事業名
1 法人会の集い　北本会場下見
9 桶川支部　幹部会
15 桶川支部　桶川市民チャリティーゴルフ大会（協賛）
16 桶川支部　役員会
17 総務委員会

18
研修委員会
生活習慣病予防検診（全日本労働福祉協会）
北本支部　運営会議

25
第6回　定時総会
第6回　定時総会公開講演会
上尾支部　女性部役員会

平成３０年₆月
日 事業名
3 伊奈支部　支部の集い

4
自主点検チェックシート・ガイドブック説明会
桶川支部　青年部役員会

6 桶川支部　女性部役員会
12 労働保険の実務講座
18 鴻巣支部　支部の集い

19
決算期別法人税務説明会
消費税軽減税率説明会

21 組織委員会
22 厚生委員会
26 広報委員会
27 税制委員会

法人会キャラクター
けんたくん

₆月₄日
自主点検チェックシート・
ガイドブック説明会

₆月１２日
労働保険の実務講座

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ツサ課－２0１8－500７－１80６0２６　２月１日
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科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　　流動資産合計 7,597,307 4,648,868 2,948,439
　２．固定資産
　　（1）基本財産
　　　　基本財産合計 10,377,508 10,377,508 0
　　（2）特定資産
　　　　特定資産合計 19,402,175 21,169,093 △1,766,918
　　（3）その他固定資産
　　　　その他固定資産合計 16,904 31,808 △14,904
　　　　固定資産合計 29,796,587 31,578,409 △1,781,822
　　　　資産合計 37,393,894 36,227,277 1,166,617
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　流動負債合計 467,565 492,972 △25,407
　２．固定負債
　　　　固定負債合計 3,402,175 2,674,450 727,725
　　　　負債合計 3,869,740 3,167,422 702,318
Ⅲ　正味財産の部
　１．基金
　　　　基金 0 0 0
　２．指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 0 0 0
　３．一般正味財産
　　（1）代替基金 0 0 0
　　（2）その他一般正味財産 33,524,154 33,059,855 464,299
　　　　一般正味財産合計 33,524,154 33,059,855 464,299
　　　　（うち基本財産への充当額） （10,377,508） （10,377,508） 0
　　　　（うち特定資産への充当額） （19,402,175） （21,169,093） △ 1,766,918
　　　　正味財産合計 33,524,154 33,059,855 464,299
　　　　負債及び正味財産合計 37,393,894 36,227,277 1,166,617

平成30年度事業計画
１．活動の基本方針
　（１）公益社団法人として「地域企業の発展と法人会活動の充実」をめざした事業の展開
　（２）税知識の普及及び納税意識の高揚事業の展開
　（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言活動
　（４）地域企業の健全な発展と地域社会への貢献事業
　（５）会員の交流及び福利厚生等に資する事業活動
　（６）以上の目的を達成するための各種事業活動

２．具体的な事業活動
　（１）税務行政への協力
　　　　 　税務当局、関係友誼団体と協調し、税務行政の円滑な運営に寄与するとともに、e-Tax利用率の向上と普及促進に努める。
　（２）経理知識の普及
　　　　 　企業経営の健全化と経理・労務管理等の業務知識向上を目的に各種セミナーを行い、誠実な記帳と適正な申告の普

及と指導に努める。
　（３）租税負担の合理化
　　　　 　中小企業の租税負担の軽減と合理・簡素化並びに適性、公平な税制確立のため、アンケート調査に基づく会員の意

見要望等を全国法人会連合会の税制改正要望に反映させる。
　（４）公益的社会貢献活動
　　　　 　「民」の立場で公益活動を担うことを主体に取り組み、税のオピニオンリーダー、健全な納税者の団体として、実施

事業の公益性と地域社会への貢献をめざし、公益社団法人としての社会的使命を果たす。
　（５）会員支援と福利厚生事業
　　　　 　会員相互の親睦と情報交流を目的に幅広い事業活動の展開により、魅力ある法人会組織づくりと会員企業の繁栄、

伸展、合わせて地域企業の経営安定化のため福利厚生制度推進の普及促進に努める。

平成2９年度貸借対照表
平成３０年３月３１日現在 （単位：円）
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第６回 定時総会（公益社団法人移行後）

１．日　時　平成３０年５月2５日（金）
２．場　所　於　上尾市文化センター
３．議　題
　第１部　定時総会
第１号議案　平成2９年度収支決算承認の件　監査報告

≪報告事項≫  ①平成２９年度事業報告

　　　　　　　　②平成３０年度事業計画

　　　　　　　　③平成３０年度収支予算

　第２部　定時総会公開講演会　　演題  ｢生物学から観たホンマでっか！？な生き方」
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　生物学者・早稲田大学国際教養学部教授　池田清彦氏

監査報告　新井監事

上尾税務署長　木村様ご挨拶 埼玉県上尾県税事務所長　田森様ご挨拶

表彰式

公開講演会風景　池田清彦氏 満員の会場　ありがとうございました
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プログラム

と　 き　平成３０年１０月２０日（土）
と こ ろ　北本市：北本市文化センター
入 場 料　無　料（自由席）

募集人員　先着 7００ 名（定員になり次第締め切りとさせていただきます。）
申込方法　�別紙チラシにご記入のうえお申込みいただき、予約受付

No.をお取りください。（当日予約受付No.をお持ちください。）

第一部　式　　　典　１３:１5 ～ １4:00
� 一般のお客様も式典より入場できます。是非どうぞ

第二部　公開講演会　１4:１0 ～ １5:25
　　　　　「出張 !�ゴルゴ塾�命の授業」
� 　講師　ゴルゴ松本�さん

ゴルゴ松本さん　プロフィール
●１９６7年４月１7日生まれ（４９歳）●出身地：埼玉県
花園町（現深谷市）●埼玉応援団「コバトン倶楽
部」●２０１４年より「深谷市親善大使」として活動●
趣味：ゴルフ、競馬、漢字、歴史、読書●高校
時代は埼玉県立熊谷商業野球部に所属し、第５7
回選抜高等学校野球大会（８５年春のセンバツ）に
出場。１９９４年にレッド吉田とお笑いコンビ「TIM」を
結成。２０１１年から少年院でボランティア講演の活
動をスタート。�「命」など漢字を体で表現するギャグ
でおなじみのゴルゴ松本が漢字の話、歴史の話な
ど笑いを交えながら、「命」「言葉」「人生」「日本人」
をテーマに魂のこもった熱い授業を展開。その活動
がTBS「金スマ」フジテレビ「スーパーニュース」「ジャ
ネーノ」「ノンストップ」日本テレビ「スッキリ」、その他
新聞・雑誌等で取り上げられ大きな反響を生みまし
た。また放送された番組は、Yahooの急上昇ワード
にトレンド入り、YouTubeでは２００万を超える再生
回数を記録するなどネットでも話題に。２０１４年１２月
には法務省東京矯正管区から表彰。

フジテレビ「ボキャブラ天国」、NHK「天才テレビくん」、テレビ朝日「内村プロデュース」、テレビ東京「決着！
歴史ミステリー」、テレビ東京「ポケモンサンデー」、テレビ東京「ポケモンスマッシュ」、日本テレビ「有吉ゼミ」、
日本テレビ「ヒルナンデス」、フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかけでした。」、TOKYOMX「バラいろダン
ディ」、TOKYOMX「内村さまぁ～ず」、BS11「BSイレブン競馬中継」、BS11「うまナビイレブン」など

主なテレビ出演番組

カリブ海の島国“トリニダード・トバゴ”
で生まれた、ドラム缶でできた音階
打楽器「スティールパン」。「世界一、
人の心を癒やす」とされるその涼しげ
な音色と、大人から子どもまで楽しめ
る迫力のライブをお楽しみください。

第三部　�スティールパンライブ
� １5:40 ～ １6:３0

≪休　憩　１0 分≫

≪休　憩　１5 分≫

第27回法人会の集い

新会員紹介 よろしくお願いします 平成30年5月末日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所
上尾支部 カウンターバーNao 飲食業 上尾市平塚２5０２-１０
上尾支部 ㈱スターライツマネージメント 仲介業 上尾市東町２-６-１３-３１
上尾支部 ポジティブ　アゲオ 将棋サロン・飲食業 上尾市宮本町9-１３イーストポイントビル２F
桶川支部 富士電気機械㈱ 電気工事 桶川市倉田２7-６
桶川支部 ㈱アストホールディングス 資産管理 桶川市坂田１６３３-１
桶川支部 ㈱健幸創 訪問看護 桶川市北２-２-２２ハイデンス桶川Ⅱ１０６号室
桶川支部 松屋 飲食業 桶川市寿１-１１-１８
桶川支部 旬 飲食業 桶川市西１-9-１9
北本支部 岡﨑浩逸堂 内装業 北本市本宿１-１
北本支部 はるさぶろう 飲食業 北本市北本１-7１
北本支部 一本堂　北本駅前店 小売業 北本市中央１-６０
北本支部 明治田生命保険（相）北本営業所 生命保険業 北本市中央１-99
北本支部 ㈲ティー．エム．レーザー 運送業 北本市西高尾２-１０８
北本支部 山ノ井塗装 塗装工事業 さいたま市北区別所町８３-２シャルム一番館
鴻巣支部 ネクストワン不動産㈱ 不動産業 鴻巣市広田２１２４-１
鴻巣支部 ㈲久保園芸 花卉栽培・販売業 鴻巣市広田３８０３
鴻巣支部 ㈱レア 解体工事業 鴻巣市西中曽根３３-１
鴻巣支部 ㈱ユニオン 介護事業 鴻巣市生出塚２-１9-１9
鴻巣支部 早島　正述 鴻巣市天神２-２-８
鴻巣支部 ㈱菊英ドライ クリーニング業 鴻巣市人形３-２-１9
鴻巣支部 ㈱コスモ精工 歯車等減速機製造販売 鴻巣市東１-１-２１
鴻巣支部 ㈲川嶋屋 卸・小売業 鴻巣市松原２-１-２８
鴻巣支部 ㈱橋本製作所 製造業 鴻巣市宮前４３３
鴻巣支部 読売センター鴻巣西部 新聞 鴻巣市幸町5-7
鴻巣支部 小宮山印刷㈱ オフセット印刷業 中央区八重洲２-１１-３
伊奈支部 ひぐち電気 電気工事業 北足立郡伊奈町大針7１３-２
伊奈支部 ニッソウ管理 ビル総合管理・警備 北足立郡伊奈町本町２-３１４-１０１
伊奈支部 鳶一興業 建設業 さいたま市岩槻区東岩槻5-１-１

平成３０年5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３０年　₅月末 １,００7 ４０８ ３８7 57３ １１１ ２7０ ２,75６
加入率（％） ３２.5％ ３7.5% ４４.5% 5１.３% ３６.６% ４０.5% ３８.６%


