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TOPICS
無線山の桜並木（伊奈町）
　無線山は実際には山ではなく平地の林です。昔KDDIの通信アンテナがあったた
め無線山と呼ばれております。現在はさいたま緑のトラスト運動保全地に指定されて
いるため、桜の時期のみ一般公開しています。
　桜の木（ソメイヨシノ）の樹齢は70年以上、樹高10mを超えた古木が約200mの見
事な桜並木を作り上げています。桜のトンネルそのもので圧巻です！！まつり期間中、
午後６時よりライトアップを行います。昼間では味わえない夜桜をご堪能下さい。

さくらまつり
平成31年₃月23日（土）～₄月₇日（日）
午前10時～午後₈時（午後₆時より夜間照明点灯）
※雨天中止　　※開花状況により変更の場合あり
伊奈町小室752－1 他(埼玉県立がんセンター北側）
電車：JR大宮駅から埼玉新都市交通ニューシャトル 志久駅下車 徒歩約₅分
※駐車スペースには限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

写真提供：伊奈町観光協会
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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

 支 部 だ よ り

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

日帰り税務研修会～明治神宮、神楽殿にて昇殿参拝と豪華ランチ～

【日　時】平成３１年₁月２２日 （火）　
【場　所】明治神宮・浅草
【参加者】３２名

　天気も良く、絶好の観光日和でした。明治神宮では
都会の喧騒を忘れるくらいの自然のなか、神楽殿にて
参拝をしてきました。昼食後の浅草の自由行動では見
どころが多く、どこに行こうかと迷う時間でした。

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

役員研修会、日帰り税務研修会

新春経済講演会

【日　時】平成３１年₃月₄日（月）
【場　所】日銀・築地・豊洲見学
【参加者】３４名

「岐路に立つ日本」　山口真由氏
【日　時】平成３１年₁月₉日（水）
【場　所】伊奈町役場
【参加者】6１名
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【日　時】平成３１年₃月₅日（火）
【場　所】神奈川県小田原方面　　【参加者】１４名

【日　時】平成３１年₂月２6日（火）
【参加者】２0名

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

【日　時】２0１９年₂月₈日 （金）
【場　所】北本市商工会館　【参加者】２１名
　上尾税務署 署長 田島茂さまをお招きして、「税金よもやま
話」を披露していただきました。
　１時間程度の講演でしたが、みなさん真剣に耳を傾けてい
ました。配られた資料は評判がよく、追加でもらえないかと
のお声もありました。
　その後場所を移し新年会を開催しました。様々なご来賓や
会員のみなさまにご出席いただき、各所で交流が生まれてい
ました。最後まで滞りなく、盛り上がって終了いたしました。

新春税務研修会／新年会

「税金よもやま話」
講師：上尾税務署 田島 茂 署長

消費税の軽減税率の説明
傳川総括上席

新年会 ガーデンオーツカ（31名）

小谷野理事 司会 三浦支部長 新年挨拶

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

吹上駅前ライトアップ事業 /
　　　　びっくりひな祭りに協賛しました

【日　時】平成３0年１１月３0日（月）～平成３１年₁月２0日（日）　　【会　場】吹上駅
駅前をライトアップして賑わいある明るい街づくりに協力

【日　時】平成３１年₂月２0日
　　　　　～平成３１年₃月１0日

【会　場】鴻巣市内7か所

びっくり
ひな祭り

ライト
アップ
事業

 上尾支部 
（支部長　芳賀康三）

女性部視察研修・役員会議

女性部
視察
研修

役員会議
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県税からのお知らせ

平成31年３月分（４月納付分）～の
協会けんぽの保険料率についてお知らせします。
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　これからはインターネットでカンタン申告！
　埼玉県では、地方税の電子申告システム「eLTAX（エルタックス）」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。
　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。
　なお、２０１９年１０月から「地方税共通納税システム」が稼働します。このシステムを利用すると、一度の手続で全ての地方公
共団体に対して電子納税をすることができるようになり、一層便利になります。
　また、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。

各県税事務所か県税務課（TEL 048-830-2657　FAX 048-830-4737）お問合せ

【お問合せ先】全国健康保険協会埼玉支部　企画総務グループ（TEL 048-658-5918）

◎ご検討・ご契約にあたっては、
　設計書（契約概要）・注意喚起情報・
　ご契約のしおり約款を必ずごらん
　ください。

これからも企業の繁栄をサポートしつづける「経営者大型総合保障制度」です。
～大同生命では、企業の繁栄をサポートする多彩なサービスを提供しています～

・セカンドオピニオンサービス・健康ダイヤル２４・人間ドック紹介サービス・介護コンシェル
・Ｔ＆Ｄクラブオフ
・健康サポートプログラム ・ストレスチェックサービス・Ｍ＆Ａ支援サービス
・公的助成金無料診断サービス・就業規則無料診断サービス・社内規程ひな形提供サービス

健康支援　余暇充実

企 　 業 　 経 　 営
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埼玉支店

〒330-0846
さいたま市大宮区大門町3-54 富士火災大宮ビル
TEL.048-641-4050　FAX.048-648-1129

午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

ノロい神様＞キビキビ仏様

　職業柄か、何事によらず平易な暗算で大まかなチェックをす
る癖がついている。例えば、夜中にタクシー飛ばして15分の
距離なら、夜だと時速60km位出せるだろうから60分で60km、
₁分で₁kmだ。15分なら15km位だろう、といった具合だ。
　この大まかチェックは、経営状況の即座の判断、仕事の
ミス防止等に有益であった。書物もジャンル次第では大まか
チェックをしながら読んでいたのだが、この度、数値によるチェッ
クの大きな効果を再認識する事となった。
　昔、子供達を夢中にさせたゴジラとかウルトラマンといった巨
大な怪物が、地球上で本当に映画やTVどおりに暴れたらど
うなるのか、を科学的に解き明かしている文庫本に出合った。
読んでいくと、日本を産んだイザナギノミコト・イザナミノミコトの
夫婦の神様の話が出てきた。
　古事記によればイザナミさんは全長1250kmの日本列島を
産んでいるので、平均的身長50cmの250万倍の赤ちゃんを
産んだことになる。日本女性の普通の体格から彼女の身長を
3950km、体重を82京トンと、この文庫本は推定している。イ
ザナギさんについても男女比から身長4250km、体重97京トン
と推定している。
　それにしても凸凹の日本列島の出産はえらく難産だったに違
いない。下関から産んだのか青森から産んだのか分からない
が、いずれにしても能登半島や房総半島、紀伊半島は大きな
ネックだったと思われる。
　そして、この巨大な神様が歩き出したら時速6400km（＝マッ
ハ5.2）になるという記述で、私得意の大まかチェックが働いた。
文庫本によると、人が巨大化したとき歩く速さは身長の平方根

関東信越税理士会上尾支部　　 　　

租税教育推進部長　佐藤　孝

　税理士談話

に比例する、つまり身長が₂倍になれば歩く速さは√２＝1.4倍
になるそうだ。身長250万倍なら歩く速さは√250万≒1600倍と
なるから時速₄km×1600＝時速6400kmで、記述どおりだ。
　しかしやはりオカシイ。時速6400kmなら₁時間かかっても身
長の約1.5倍しか進めないことになる。4000km前後の身長な
ら歩幅が日本列島と同じ1250kmとのことで6400kmは約₅歩
分だ。₁時間で₅歩！、₁歩12分かかる。確かに大男のジャイア
ント馬場の緩慢な動きからすると一理ありそうだが、それにして
もノロ過ぎる。
　感覚的には絶対に文庫本が間違っている。巨大な靴だけ
見たらマッハ₅の猛スピードで動いていても、全体を見たら全く
動いていないのと同じだ。片足が地上に、片足が空中に、と
いう不安定な格好で何分間も止まってるなんて人間ワザではな
い。神ワザだ。
　中学生の頃「座高16メートルの奈良の大仏様が立ち上がっ
て走り出したら新幹線より速い」という雑誌記事を読んだ記憶
がある。
　大仏様が立ち上がれば身長30ｍとして大人の17.6倍、一
般の大人の50ｍ走を₉秒（＝時速20km）と仮定して、時速
20km×17.6＝時速352km、という単純な計算をしたのだろう。
理論的には稚拙でもこちらのほうがよほどシックリくる。
　しかし数字は冷徹だ。シックリくる雑誌記事の大仏様よりシッ
クリこない文庫本の神様の方が正しい。神様の勝ちだ。
　今回は、感覚が如何に当てにならないか思い知らされた。
感覚も大事だが、今後とも数値に基づく大まかチェックを大事
にしていこうと思っている。
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サービス項目 サービス内容 提携先 優遇概略 （金額概算）

インターネット
バンキング

初年度手数料無料
または減免

埼玉りそな銀行

・りそなビジネスダイレクト 
　　基本利用手数料：月額5,400円を初年度半年間2,700円に50%減免

（計16,200円減免） 
・りそなビジネスダイレクト （Mini） 
　　基本手数料：月額2,160円を初年度半年間全額免除

（計 12,960円免除）

武蔵野銀行
・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円を初年度全額免除 

例：TYPEⅢ（計 44,280円免除）

埼玉縣信用金庫 ・さいしんダイレクトビジネス
　　基本利用料：月額2,160円を初年度全額免除 　（計 25,920円免除）

川口信用金庫 ・法人向けインターネットバンキング 
　　基本手数料：月額3,240円を初年度全額免除　 （計 38,880円免除）

青木信用金庫 ・新インターネットバンキング（法人） 
　　基本手数料：月額1,080円を初年度全額免除　（計 12,960円免除）

飯能信用金庫 ・はんしんWeb‐FBサービス
　　基本手数料：月額1,080円を初年度全額免除　（計 12,960円免除）

法人会
サポートローン

各種手数料等免除
または金利優遇

埼玉りそな銀行 ・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

武蔵野銀行 ・むさしの「企業力」 
　　金利0.2%優遇

埼玉縣信用金庫 ・会員サポートローン「元気力」 
　　財務診断表を無料作成

遺言信託
取扱手数料優遇

または
提携信託紹介

埼玉りそな銀行 ・契約時の取扱手数料15%割引（りそな銀行代理店） 
　　遺言書作成から遺言執行までりそながサポートします

武蔵野銀行 ・（株）朝日信託（信託業務提携先）代理店 
　　弁護士の資格を持つ社員が多く、係争案件に強い

埼玉縣信用金庫 ・（株）山田エスクロー信託（信託業務提携先）取次 
　　不動産全般に強く、不動産案件を得意とします

川口信用金庫 ・ほがらか信託（株）（信託業務提携先）取次 
　　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

企業間における
信用リスク調査を

低料金で提供
AGS株式会社

・通常1件5~7万円を2,160円で提供  
　　例：約48,000円（50,000円－2,160円） 
　　平成27年6月より海外企業調査レポート取扱開始

PET検診 がんPET検診
料金1割引

国立がん研究
センター

・1人当たり割引額10,000円～20,000円 
　　サービスの対象は、会員企業の代表者とその配偶者及び従業員と　
　　その配偶者

平成30年６月20日現在

提供している会員サービス一覧

知っていますか？

会員のメリット

サービス項目 提携先 会員メリット

福利厚生制度

（会員割安の
保険料が適用）

大同生命保険(株)
①企業経営に役立つ情報のご提供　/ ②必要保障額の算定
③健康増進・疾病予防（健康経営）のご支援　/ ④福利厚生制度（経営者大型総合保障制度
/ 個人保障プラン / ハイパー任意労災 / がん保険）の普及推進

AIG
損害保険(株)

企業の為の保障制度　法人会のビジネスガード 
法人用特約付き自動車保険、BCP 対応地震保障付企業火災保険、役員賠償保険、任意労災保険他

アフラック
①がん保険制度　/ ②医療保険制度　/ ③個人のための保障制度（定期保険、介護保険など）
　※がん保険・医療保険・就労所得保障保険・定期保険が対象です。
付帯サービス「ネット医療相談サービス」のご提供



【健診日・健診会場】　平成３１年₅月 20 日　北本市文化センター
【案内時間】₉：３0～１１：00　

★申込方法　同封チラシの裏面にご記入の上 FAX、または₃月中旬発送の案内状をご覧下さい。

健診バスがお近くにまいります。

一般財団法人　全日本労働福祉協会
〒１4３-00１6　東京都大田区大森北１-１8-１8　電話0３-5767-１7１4（直通）

協会けんぽ（全国健康保険協会）被保険者の方は上記会員特別料金より、さらに7,392円の補助が受けられます。補助の対
象は①総合コース、Aコースを受診（Sコース、基本定健は対象外になります）②３5歳～74歳までの方となります。
詳しくは下記へお問い合わせください。

会員特別料金

充実の内容を短時間で受診
頂けます（約２時間）生活習慣病予防検診

コース・検査項目 一般料金 会員特別料金 値引き額

総合コース（ドック健診）　おすすめ！　　
A コース + 超音波（腹部、胆・肝・膵・腎・脾５臓器）+ 腫瘍マーカー

（CEA・AFP・CA19-9）検査 +C 型肝炎検査
5３,１00 円 34,800 円 -18,300 円

Aコース（基本コース）
視力検査・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器系・腎機能検査・
肝機能検査・膵機能検査・糖代謝検査・高脂血症検査・高尿酸血症検査・
血液検査・便潜血検査・眼底検査・眼圧検査・診察等

28,１00 円 20,100 円 -8,000 円

Sコース　
A コースの消化器系（胃部 X 線・便潜血）
検査を省略したコース

22,000 円 15,900 円 -6,100 円
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新会員紹介 よろしくお願いします 平成31年 2月28日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所

上尾支部 （同）COCO上尾 飲食業 上尾市柏座1-10-3-19-101 

上尾支部 SAZAIE ㈱ 不動産業 上尾市原市1352-1  1F  

上尾支部 （有）共伸測量設計 測量業 上尾市領家120-2 

鴻巣支部 （特定非）ハーモニー 生活支援サービス 鴻巣市下忍3100-1

鴻巣支部 （有）アークミッション 不動産賃貸業 さいたま市大宮区桜木町2-398-204 

鴻巣支部 みずほ出版新社（株） 出版業 鴻巣市愛の町412   

鴻巣支部 （株）アイズ 製造業 鴻業市大間940-3 

鴻巣支部 緑川誠也税理士事務所 税理士 鴻巣市人形2-1-23

伊奈支部 協和建材（株） 建設業 北足立郡伊奈町小室4038-3 

平成31年₂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30年　₆月末 3,098 1,088 877 1,136 305 672 7,176

会員数　平成31年　₂月末 980 406 383 571 110 267 2,717

加入率（％） 31.6% 37.3% 43.7% 50.3% 36.1% 39.7% 37.9%

1 月～ 3月　主な事業
月 日 事業名

１
月

4 金 仕事始め

7 月 青年部会　租税教室　打ち合わせ（上尾市立上平小）

9 水 上尾税務署　表敬訪問

〃 〃 伊奈支部　新春経済講演会

17 木 自主点検チェックシート・消費税軽減税率説明会

〃 〃 青年部会　租税教室　打ち合わせ（鴻巣市立馬室小）

〃 〃 決算期別法人税務説明会・レベル
アップ税務説明会（３月期決算）

〃 〃 消費税軽減税率説明会

18 金 鴻巣支部　地区役員会・研修会

22 火 全法連　新年賀詞交歓会

〃 〃 桶川支部　日帰り視察研修

23 水 青年部会　租税教室（上尾市立上平小）

〃 〃 上尾支部　女性部役員会

月 日 事業名

１
月

25 金 青年部会　租税教室
（鴻巣市立馬室小）

〃 〃 吹上支部　新年賀詞交歓会

28 月 正副会長会議

〃 〃 理事会

〃 〃 新年賀詞交歓会

30 水 桶川支部　青年部新年会

2
月

1 金 女性部会　正副部会長会議

8 金 北本支部　新春税務研修会

〃 〃 北本支部　新年会

〃 〃 鴻巣支部　組織増強会議

13 水 厚生委員会

〃 〃 青年部会　新年会

19 火 研修委員会

月 日 事業名

2
月

20 水 鴻巣支部　びっくりひな祭り（協賛）～ 3/10

〃 〃 正副会長会議

21 木 組織委員会

26 火 総務委員会

〃 〃 上尾支部　役員会

３
月

4 月 鴻巣支部　日帰り研修

5 火 上尾支部　女性部視察研修

8 金 女性部会　次期役員候補者事前会議

13 水 広報委員会

19 火 女連協　南部ブロック会議

20 水 税制委員会

26 火 決算期別法人税務説明会消費税軽減税務説明会

27 水 正副会長会議
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1/51/9

上尾税務署
表敬訪問

1/23 上尾市立上平小学校 1/25 鴻巣市立馬室小学校

青年部会　租税教室

1/17 1 月～ 3月
決算法人説明会と
消費税の軽減税率
説明会

一億円レプリカ重さ体験
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　2019年度会費納入について、下記の通り
取扱いいたしますので宜しくお願い申し
上げます。

口 座 振 替 ・・・毎年6月28日届出の金融
機関より、口座引き落と
しによる納付。

振込み納付 ・・・５月末頃に振込依頼書を
送付いたしますので、最
寄りの金融機関から振込
みにより納付。

持　　　参 ・・・事務局に直接持参し納付。

会費納入についてのお願い

法人会すべての会員を対象に
税制改正アンケート調査を実
施しています。是非アンケー
ト調査のご回答にご協力賜り
ますようお願いいたします。

法人会会員の皆様へ・・・皆様の貴重なご意見が国の税制改正に反映されます。

１．アンケート調査期間・・・・・・・・・・・・・・・ 2019年₄月上旬～₅月６日
２．アンケート用紙配布時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2019年₄月上旬
　　（インターネットでも回答できます。）
３．回答締切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2019年₅月₇日

税制改正アンケート調査にご協力をお願いします。

（公社）上尾法人会
定時総会 公開講演会

2019年₅月29日（水）１５：３０～１6：4０

上尾市文化センター小ホール（5F）
（上尾市二ツ宮750　TEL：048-774-2951）

無料【先着順80名】

公益社団法人　上尾法人会

日　時

会　場

定　員

主　催

① 開催日時　　  ５月29日㈬
　 定時総会　　  13：30～
　 公開講演会　  15：30～
　　（講演会の申込はチラシをご参照ください）
　　　１．平成30年度収支決算承認の件　
　　　２．役員選任案承認の件
　　　３．報告事項
　　　　　・平成30年度事業報告
　　　　　・2019年度事業計画
　　　　　・2019年度収支予算　

② 開催場所　上尾市文化センター 小ホール
　　　　　　 上尾市二ツ宮750
　　　　　　 TEL　048－774－2951

第７回定時総会
お笑いコンビ

パックンマックンさん

★講師プロフィール★
1997年に共通の知人の紹介で知り合い、パックンマックンを結成。日米文化をネタ
にしたお笑いで人気を博す。現在は情報番組や英語にまつわるコーナーをはじめ、テ
レビやラジオ、イベントで活躍。2003年にはラスベガスで、2007年にはハリウッド
で英語漫才に挑戦。成功を収めた。国際派漫才コンビ「パックンマックン」！お笑い
コンビでは唯一、講演を行っております。

●吉
よしだ

田 眞
まこと

（マックン）
　1973年3月26日生まれ。
　群馬県富岡市出身。県立吉井高校卒。
　特技は釣りやスキー、ゴルフ。
　2009年　富岡市ふるさと大使就任
　2012年　群馬県観光特使就任

●P
パトリック
atrick H

ハーラン
arlan（パックン）

　1970年11月14日生まれ。
　U.S.Aコロラド州出身。
　ハーバード大学比較宗教学部卒業。
　特技は卓球、バレーボール。
　2005年　福井ブランド大使就任
　2012年　東京工業大学非常勤講師着任

パックンマックンの地域の魅力発信 !


