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TOPICS
東栄寺の紅葉　（上尾市中分3-90-1）
　宗派は曹洞宗。山門、本堂、鐘楼、講堂と風情のある寺院です。写真の
イチョウは、講堂の前にあります。縁起を調べると、上尾の神社・寺院には、

『開山は麓庵（本寺9世）で、寛永18年（1641）寂。開基は村民定右衛門の先祖
矢部甚右衛門で慶安₃年（1650）没。』とあります。 

榎本牧場の秋　（上尾市畔吉736-1）
　この榎本牧場は、時々 TVにも紹介される観光牧場です。冬に向けて乳牛
の餌の乾草を丸めています。なんだか北海道のようです。約70頭の乳牛を飼育。
ロボットによる搾乳を間近で見学できます。牛乳をたっぷり使ったヨーグルト、
美味しくて評判のジェラートも製造販売もしています。乳牛の他にもロバ、犬、
猫、山羊、ミニブタ、ウサギなど多種の動物がいてとても賑やかです。
問い合わせ：048-726-1306　https://enoboku.stores.jp/

写真提供：上尾市観光協会
「第7回あげお良いとこ探しフォトコンテスト」より東栄寺の紅葉

榎本牧場の秋
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 支 部 だ よ り

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

 上尾支部 
（支部長　遠藤亘持）

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

女性部　日帰り研修会

教育委員会も協賛第二回親子マネー講座

夏休み親子木工教室＆租税教育（協賛）

【日　時】令和元年₇月１１日（木）曇り
【場　所】UDトラックス株式会社工場見学・上尾Fresco Caffe懇親会
【参加者】１１名
　品質、技術、細部へのこだわり、そして丁寧なサービスでUDブランドを
つくりあげてきたUDトラックス㈱上尾工場に見学に行ってきました。
　敷地面積東京ドーム₉個分。従業員数約2,700名という大きな工場でした。
　参加者全員テストコースで20トンの大型トラックを運転することができと
てもいい経験になりました。

【日　時】令和元年₇月３0日（火）
【場　所】上尾市文化センター
【参加者】子ども2３名保護者１４名計１４組
　今回は「ハンバーガーから学ぶ世界のお金」と題し世界の貿易を学びました。
　「今から、みんなは、ハンバーガー屋さんの店長だよ！さあ、みんなでアメリ
カへ材料の肉を買いに行こう」と外貨為替の勉強です。最初の訪米？！　では肉₁
枚₁ドル１00円で買い物。しかし次の訪米で肉を買ったら、肉₁枚₁ドル１20円！？
　外貨為替を知る為にサイコロを振り1の目が出たら－₃円…₆の目が出たら＋
１0円と、毎回₁ドルの為替を変化させる事₅回。子供たちはその中で一回だけ
肉買うタイミングを決めます。誰が一番お得に肉を買い付け出来たかの勝負で
す。子供達は肉を安く買え喜び、高く買い落胆…「次はアメリカにハンバーガー
屋を出店しよう」ハンバーガー₁個₁ドルで販売。先程と一緒でサイコロの目
で為替を変化させて₅回。子供達は一回だけハンバーガーを販売するタイミン
グを決め、誰が一番売上げたか？終る頃子供達は、買値は円高、売値は円安が
儲かる事を自然と理解していました。

【日　時】令和元年₈月2３日（金）午後₁：３0～
【場　所】北本市　北部公民館　集会所
【参加者】子供１6名大人１３名参加（内₄名役員）
　釘と金づちを使って、木材で貯金箱を作成しました。
　家の形のしっかりした貯金箱で、それぞれ親子で楽しんで作りました。
　完成したあとはアイスを食べながら、みんなで税のDVD鑑賞です。
　終始和気あいあいとした空間で、有意義な時間となったようです。

法人会のけんたグッズや租税教育の冊子の配布
を行い、税やお金に関する関心が高まる講座とな
りました。

◎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  他

埼玉

健康支援　余暇充実

企 　 業 　 経 　 営

11月３日（日）
桶川市民まつり「商工の広場」ステージイベントに参加！ 
市民へ租税教室（紙芝居）・法人会ＰＲの大抽選会
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写真提供：（一社）伊奈町観光協会

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

【日　時】令和元年₈月₃日（土）～₆日（火）
【場　所】福島県大沼郡金山町　自然教育会館
【参加者】参加者小学₁年生～₆年生　３0人
　　　　  他高校生、指導者　計52人
　緑深い自然の中で野外活動を通して大自然と触れ
合い、心の豊かさ、心に緑を持った人間に成長して
もらうことを目的とした体験教室です。
他 共催：吹上ロータリークラブ、吹上レクレーショ
ン研究会

【日　時】令和元年₉月１2日（木）

【場　所】鴻巣市市民活動センター

【参加者】３5名

　今回の会議では主に「１0/１6開催
法人会のつどい」について話し合
いました。皆様是非お越しくださ
い。

子ども自然生活教室　サマーキャンプ（共催）

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

第 31回伊奈まつり（協賛）

【日　時】令和元年₈月2４日（土）
【場　所】伊奈町制施行記念公園
【参加者】来場者₅万人
　子供イベントやよさこい、太鼓演奏などの多くのイベン
トが実施され、最後には３,500発の花火が打ち上げられま
した。

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

役員会

AIG損害保険株式会社　埼玉支店　TEL.048-641-4050



上尾税務署表敬訪問
　上尾税務署の定期異動に伴い、去る₈月₂日会長及び副会長並びに青年・女性部会長の役員により、
新任幹部の皆様へ表敬訪問を行いました。また最近の法人会の地域社会貢献活動状況や、公益社団法
人移行後の活動状況等の報告を行いました。

　この度の人事異動により、上尾税務署長を拝命い
たしました宮川でございます。前任の田島同様よろ
しくお願い申し上げます。
　公益社団法人上尾法人会の皆様方には、日頃から
法人会の事業活動を通じまして、税務行政に対して
深いご理解と格別なご支援を賜り心より厚く御礼申
し上げます。
　貴法人会は、「良き経営者を目指すものの団体」
として、税知識の普及や納税意識の高揚を図るため
の各種研修会・講習会の開催や会報誌「法人あげお」
の発行など、活発な活動を展開されておられます。
　また、正しい税知識の普及、子供の健全育成を目
的とした「税に関する絵はがきコンクール」を本年
から全ての支部で取り組んでいただいており、更に、
租税教室に講師を派遣していただいております。
　加えて、産業祭等の各種イベントでの租税教室の
開催や公開講演会等の地域貢献活動を通じて、会員
企業や地域社会の健全な発展に大きく貢献されてお
り、小川会長をはじめとする役員の方々のご指導と
会員の皆様のご理解、各事業に対する積極的な取組
に心から敬意を表する次第でございます。
　さて、経済活動の国際化や高度情報化など税務行

政を取り巻く環境が大きく変化するなか、国税当局
では、ＩＣＴを活用した申告の推進のため、ＩＤ・
パスワードを利用したスマホ申告や納税手段の利便
性の向上のためＱＲコードを利用したコンビニ納付
など、申告・納税に役立つ情報の提供などに努めて
いるところです。
　10月から消費税率が10％へ引上げられるととも
に、消費税軽減税率制度が実施されました。国税当
局としましては、事業者の皆様に軽減税率制度をは
じめとする改正された消費税の仕組みを十分にご理
解いただき、自ら適正な申告と納税を行っていただ
けるよう、制度の円滑な実施に向けた周知・広報、
相談応答等に着実に取り組んでいるところです。
　貴法人会におかれましては、説明会の開催や各種
広報など様々なご協力をいただいているところです
が、定着までの間には、更なる周知・広報が必要と
考えておりますので、より一層の制度周知をお願い
申し上げます。
　貴法人会と国税当局とは、従来から良好な連携・
協調関係を築いていただいており、皆様に税務行政
の良き理解者としてご尽力いただいていることは、
私どもが税務行政を運営していく上で非常に大きな
支えとなっており、誠に心強く感じている次第であ
ります。引続き税務行政の良き理解者として、今ま
で以上のご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
　結びに、公益社団法人上尾法人会の益々のご発展
と会員企業のご繁栄、会員皆様方のご健勝を心から
祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

署長あいさつ

上尾税務署
署長　宮川新一

税務署からのお知らせ
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上尾税務署の新陣容

新任幹部のプロフィール

役　　　職 氏　　名 前　　職

署　　　　長 宮 川 　 新 一 関東信越国税局　査察総括第一課長

副署長（法人課税・管理運営・徴収担当） 丸 山 　 淳 留　　任

副署長（総務・個人課税・資産課税担当） 中 村 　 浩 紀 川越税務署　総務課長

総務課長 冨 岡 　 明 美 留　　任

法人課税第一統括官 菅 谷 　 智 仁 留　　任

法人課税第二統括官 前 林 　 松 広 留　　任

法人課税第三統括官 髙 橋 　 明 留　　任

法人課税第四統括官 下 堀 　 和 広 下館税務署　法人課税第三統括官

法人課税総括上席 大 滝 　 由 也 竜ケ崎税務署　法人課税総括上席

上尾税務署の定期人事異動が₇月10日付で行われました。

①出身地　②好きな言葉、モットー等　③新任ポストでの一言　④趣味

①新潟県
②�初志貫徹
③��「よき経営者を目指すものの団体」である
法人会の皆様方とは、積極的な意見をさ
せて頂きながら、これまで以上の連携・協
調を図れますよう努めてまいりたいと考え
ております。よろしくお願いいたします。
④ウォーキング、時々ジョギング

署長
宮川　新一

①長野県
②為せば成る、為せねば成らぬ何事も
③�浅間山を望む信州小諸から単身赴任をして
おります。法人会の皆様方には、租税教室
等の各種活動にご尽力いただき、誠にあり
がとうございます。今後ともお世話になり
ますが、どうぞよろしくお願いいたします。
④登山・源流釣り

副署長
中村　浩紀

①茨城県
②失敗することを恐れるより、何もしないこ
とを恐れろ
③�上尾署勤務は初めてですが、法人会の皆
様とは緊密に連携・協調を図っていきた
いと思っています。よろしくお願いいたし
ます。
④�心身のリフレッシュのために、見沼田んぼ
を散歩するよう心掛けています。

法人課税第四統括官
下堀　和広

①新潟県
②だからうまくいく
③�皆様と署を繋ぐ窓口として努めさせていた
だきます。前任同様よろしくお願いいたし
ます。
④ソフトバレーボール

法人課税総括上席
大滝　由也
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令和元年分　年末調整説明会のお知らせ
　税務行政につきましては、日頃から格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、給与所得者に係る年末調整説明会を下記の日程等により開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　なお、説明会では「年末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などの
パンフレットを使用して説明を行いますので、ご出席の際にはお持ちいただきますようお願い申し上げます。
　また、年末調整関係用紙及び法定調書の用紙が不足する場合には、説明会会場で配付しておりますので、会場
にてお受け取りください。

記

（説明会についてのお問合せ先）
　上尾税務署　代表電話番号　Tel 048-770-1800 
　自動音声案内の「₂」をお選びください。税務署の担当部署におつなぎします。

（注）用紙につきましては、これまでどおり税務署の窓口でも配布しております。
　 　また、コピーしたものや国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】からダウンロードしたものを使用する

こともできますので、ご利用ください。

※　11月22日開催の桶川東公民館につきましては、駐車場の関係で₂部制での開催となっておりますのでご注意ください。
※　都合により、指定された日時に出席できない場合には、他の日時に出席することが可能です。　
※　上記の会場では、年末調整説明会に引き続き、消費税の軽減税率制度等の説明会も併せて開催しておりますので、是非ご参加ください。

開催日 開催時間 開催場所 対象地域
11月13日（水） 13：10～15：10 鴻巣市文化センター（小ホール）鴻巣市中央2９－1 鴻巣市
11月1９日（火） 13：10～15：10 北本市文化センター（₃階 第一会議室）北本市本町1－2－1 北本市
11月21日（木） 13：10～15：10 上尾市文化センター（大ホール）上尾市二ツ宮７50番地 上尾市・伊奈町

11月22日（金） 　９：30～11：30 桶川市桶川東公民館（₃階 大会議室）桶川市末広2－８－2９ 桶川市のうちＪＲ高崎線を中心に東側の地域
13：10～15：10 桶川市のうちＪＲ高崎線を中心に西側の地域

○　 現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定してい
ますので、適宜ご確認ください。）

○　 「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先に
お電話で事前登録をお願いします。

　　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことを予めご了承ください。
○　 事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、受講いただけない場合があり

ますので予めご了承ください。
○　 説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参下さい。

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

開催日時 開催場所 説明会の
名称等 主催者 留意事項 連絡先日 時間 都道府県 市区町村 地番、建物名

部屋番号等 定員

R1.11.13 午後3:20～
3:50 埼玉県 鴻巣市

中央2９－1
鴻巣市文化センター
小ホール

180名 軽減税率制
度説明会

上尾税
務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813
（ダイヤルイン）

R1.11.1９ 午後3:20～
3:50 埼玉県 北本市

本町1－2－1
北本市文化センター
₃階　第一会議室

110名 軽減税率制
度説明会

上尾税
務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813
（ダイヤルイン）

R1.11.21 午後3:20～
3:50 埼玉県 上尾市

二ツ宮750番地
上尾市文化センター
大ホール

1000名 軽減税率制
度説明会

上尾税
務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813
（ダイヤルイン）

R1.11.22
午前11:40
～12:10
午後3:20～
3:50

埼玉県 桶川市
末広2－8－2９
桶川市桶川東公民館
₃階　大会議室

100名 軽減税率制
度説明会

上尾税
務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813
（ダイヤルイン）
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法人会が提供している会員サービス一覧
〇詳しくは下記提携先または所属法人会事務局へお問い合わせください。 令和元年₇月₁日現在

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 ・むさしの「遺言信託」（遺言作成サポートサービス付）
　 遺言作成から遺言執行まで円滑な資産承継をサポートします

埼玉縣信用金庫 ・㈱山田エスクロー信託と提携
　遺言書の作成や保管、執行時のお手伝いをいたします

川口信用金庫 ・ほがらか信託㈱と提携
　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 ・企業情報＋格付け情報を2,000円（税別）で提供
　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者及び従業員

とその配偶者
法人ゴールドカード 年会費無料 りそなカード ・実質年会費無料（通常年会費10,000円）

※年会費初年度無料、年間250万円以上で次年度年会費無料
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太極拳の歴史と日本での普及

　私が太極拳を始めたのは、平成₈年の40歳の頃でした。太極拳は、下半身を中心にかなりの運動量です。行っ
ているときは無心で、終わった後は爽快感が残ります。現在は上尾市武術太極拳連盟の会長として、太極拳
の普及に務めています。
　皆さんご承知のとおり、太極拳は中国が発祥の武術です。古くは明の時代の武術書に、当時の拳法の幾つ
かの型の図と名称が示されていますが、清の時代に陳王廷という武術家が太極拳を編み出したといわれてい
ます。当時の太極拳は敵を倒すための動きの烈しい拳法でした。これが陳家の子孫によって後世に伝えられ、
技法も変化し、今日の陳式太極拳になりました。陳家の拳法は、やがて実戦を離れて型の拳法になり、柔化・
緩化の道をたどりました。
　時代が進み、陳家第14代の陳長興の門人であった楊露禅が、陳家の太極拳を基に楊式太極拳を作りました。
晩年の楊露禅は、身体の柔弱な清朝の高官に教授するため、太極拳の柔化に努め、各動作を同じ速さで演ず
るように整理したようです。その後、楊露禅の孫に当たる楊澄甫が楊式太極拳を完成させ、中華民国の初期
に北京で盛んになりました。楊式太極拳以外にも、武式、孫式、呉式等の太極拳も編み出されました。中華
民国以前に現れた諸派の太極拳を「伝統拳」といいます。
　中華人民共和国が成立すると、あらゆる分野にわたって改革が行われ、太極拳については二十四式の簡化
太極拳等が制定され、太極剣なども整理され簡易化されました。この体育運動委員会が制定した新しい太極
拳を「制定拳」といいます。
　やがて文化大革命が始まると太極拳の分野も混乱が続き、もっぱら制定拳だけが前面に推し出されました
が、四人組追放後は伝統拳も復活し、総合太極拳や伝統四式太極拳（陳式・楊式・孫式・呉式）の競技用套路
も発表されました。
　日本では、日中国交回復後の1977年秋に故飛鳥田横浜市長が上海からバスケットチームと共に太極拳コー
チを招聘したことにより日本に太極拳が普及しはじめ、日本の各地と中国各地の間で民間交流が盛んになり、
日本の太極拳愛好者が中国各地を訪れ、また、日本各地に中国から太極拳指導者を招いて技術を習得する活
動が盛んに行われるようになりました。
　その後も太極拳は幅広い年齢層の愛好者が手軽に楽しめて健康効果の高いスポーツとして普及が進み、全
国各地に普及団体が誕生し、生涯スポーツと競技スポーツの両分野で普及振興を図ることになり、今日に至っ
ています。
　法人会の会員企業の皆様も多忙な日々を送られているかと思いますが、医学が進歩して平均寿命と健康寿
命とに10歳前後の差がある現代においては、少しでも健康寿命を伸ばすために努力が必要かと思います。ゆっ
たりとした動きで足腰を鍛えてバランス力を高め、脳の活性化も図れる太極拳がその一助になることを願っ
ております。

関東信越税理士会上尾支部　

福祉共済部長　大山　一夫

税理士談話

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
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事務所仮移転のご案内
　上尾商工会議所の会館の耐震化および改修工事の実施に伴い、法人会事務所を令和元年₉月３0日（月）

から約半年間、一時的に事務所を下記に仮移転することになりました。

　ご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程、お願い申し上げます。

●仮移転先：上尾市上下水道部庁舎　₃階（現事務所より　徒歩７分）
　　　　　　　　〒３６２－００１３　上尾市大字上尾村１１５７
　　　　　　　　TEL：０４８－７７６－２５７３　FAX：０４８－７７６－２０３５
　　　　　　　　E-mail：ageohou@herb.ocn.ne.jp
　　　　　　　　※電話・FAX番号・メールアドレスは変わりません。

●移転期間：令和元年₉月３０日（月）～令和₂年₃月下旬までの予定です。
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₇月～₉月　主な事業紹介

₇/23
パソコンセミナー（エクセル初級）

2019年₇月
日 事業名
4 木 吹上支部　役員会

8 月 鴻巣支部　金融機関　訪問

10 水 青年部会役員会

11 木 桶川支部　女性部日帰り視察研修

18 木 事務局担当者会議

23 火 パソコンセミナー（エクセル）

25 木 正副会長・委員長・部会長会議

30 火

埼玉県　定期立入検査

上尾支部　親子マネー教室

桶川支部　青年部暑気払い

2019年₈月
日 事業名

2 金

上尾支部　原市花火大会（協賛）

上尾税務署　表敬訪問

青連協　租税教室プレゼン南部

ブロック代表選考会

桶川支部　三役会

3 土
上尾支部　あげお花火大会（協賛）

吹上支部　サマーキャンプ（協賛）～6日（火）

6 火 女連協　南部ブロック　親子タックスツアー

7 水 桶川支部　役員会

8 木
総務委員会

初級簿記講座　一日目

９ 金 初級簿記講座　二日目

20 火 研修委員会

22 木
決算期別法人税務説明会

消費税軽減税率研修会

23 金 北本支部　親子木工教室

24 土 伊奈支部　伊奈まつり（協賛）

27 火 伊奈支部　女性部全体会議

28 水 パソコンセミナー（アクセス初級）

2019年₉月
日 事業名
3 火 伊奈支部　役員会

4 水 鴻巣支部　執行部会

11 水 北本支部　税に関する絵はがきコンクー

ル・ふれあい家族の日　作品展審査会

12 木
広報委員会

鴻巣支部　地区役員会

13 金

新設法人税務説明会・消費税

軽減税率研修会

決算期別法人税務説明会・消

費税軽減税率研修会

18 水 鴻巣支部　女性部会寄せ植え講習会

1９ 木 年金手続きガイド研修会

26 木 パソコンセミナー（アクセス中級）

28 土 事務局事務所　仮移転

１１月は個人事業税第₂期分の納期です。
　₈月にお送りした納付書により、お近くの金融機関等で忘れずに納めてください。納付書を紛失され

た場合には再発行いたしますので、お近くの県税事務所へご連絡ください。

　個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。お申込みの手続は、納税通知書に同封され

ているハガキで行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。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、利用開始手続に₂か月程度要するため、これから手続をしていただくと、令

和₂年度からのご利用となります。

　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（TEL�０４８-８３０-２６６４　FAX�０４８-８３０

-４７３７）へお問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税（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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８/6　第11回　夏休み親子でＴａｘツアー　税を学んで鉄博へGO！

　今年の女連協南部ブロック租税教育事業は、～夏休み
親子Taxツアー　税を学んで鉄博へGO！～を行いまし
た。この事業は、朝霞・浦和・大宮・上尾法人会で募集
し、上尾法人会からは約38名が参加しました。租税教育
が行われる大宮ソニックシティに続々と集まった146名
の参加者。まずは租税教育DVD「マリンとヤマト不思議
な日曜日」を視聴し、次に税金ｸｲｽﾞを行いました。参加
児童からは「今日は、いっぱいお金の勉強が出来ました」
との声もありました。
　昼食後、大宮駅へ移動。ニューシャトルで鉄道博物館
に到着後、それぞれ自由行動となりました。夏休み親子
Taxツアーの参加者シールをつけた子たちの楽しそうな
笑顔がたくさん見られました。

4　鉄道博物館玄関付近

3　集合写真

1　開会式

2　税金クイズ（子供用）

5　鉄道博物館の中
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プログラム

と　 き　令和元年１0月１6日（水）
と こ ろ　鴻巣市：鴻巣市文化センター

  　　　　 クレアこうのす 小ホール
入 場 料　無　料（自由席）

募集人員　先着 200 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　 上尾法人会事務局へお電話下さい。Tel 0４8-

776-257３ 又は、7 月号同封のチラシにご記入の
うえお申込みいただき、FAX で予約受付 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　１4:00 ～ １4:45
　　　　　　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　１5:00 ～ １6:20

語り部・朗読家。鴻巣観光大使。能楽プロデューサー・
笠井賢一氏に師事し、語りの研鑽を積む。2012年からは
全国各地を公演。2017年には群読懇話会(市民劇団)を
立ち上げ。「曽根崎心中」（近松門左衛門）の一人語りライ
ブでは様々なメディアで取り上げられた。

第三部　�講　　　話　１6:30 ～ １7:１5
　　　　　『日本語の美しさを「語り」で表現』
� 　鴻巣観光大使　平山八重�さん

≪休　憩　15 分≫

≪休　憩　10 分≫

第28回法人会の集い ［ 司会 平山八重 ］

新会員紹介 よろしくお願いします 令和元年8月末日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所

上尾支部 山崎李花 インストラクター さいたま市北区本郷町15０８-1�バンビーナ２０1
上尾支部 藤塗装 建築業 上尾市本町６-9-２�シャンブルドゥシャームB1０３
上尾支部 ㈲太郎 飲食業 上尾市原市9６1-1
上尾支部 ㈱タケシン 工事業 上尾市瓦葺19７２-11
上尾支部 鳥八 やきとり屋 上尾市柏座２-３-２9-1F
桶川支部 ホーム・ドクターMK 住宅リフォーム 桶川市坂田1４1３-７
北本支部 vivid�Blunc 美容室 北本市北本1-51�マツヤビル1階B
鴻巣支部 ㈱サンレンテック 製造業 鴻巣市上谷1６８０-４
伊奈支部 荒川労務管理事務所 社労士事務所 伊奈町本町２-２００
伊奈支部 ㈱ケイテック 製造業 伊奈町小室６７1
伊奈支部 ㈱松尾エンジニアリング 製造業 伊奈町寿5-２６
伊奈支部 ヒーローズメディカル(同) 医療設備業 伊奈町内宿台1-４1

令和元年8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　令和元年　₆月末 ３,1７３ 1,０８６ ８７9 1,1３9 ２７７ ６８７ ７,２４1
会員数　令和元年　₈月末 9６1 ４０1 ３７1 5４9 1０８ ２６８ ２,６5８
加入率（％） ３０.３% ３６.9% ４２.２% ４８.２% ３9.０% ３9.０% ３６.７%

★講師プロフィール★

プロフィール

生年月日：1982年10月8日　　出�身�地：神奈川県
出身/入社/入門：NSC東京14期
特　　技：iPhone
事�務�所：吉本興業
主な著書
『もっとスゴイiPhone超絶便利テクニック125』

生年月日：1985年2月11日　　出�身�地：神奈川県
出身/入社/入門：NSC東京15期
特　　技：税金
事�務�所：吉本興業
主な著書
『読めば必ず得する税金の話』（総合法令出版）

さんきゅう倉田

かじがや卓哉

是非皆様

　ご参加下さい！

　今年度の年会費は、₆月28日（一部₆月18日）にご指定の口座より口座振替手続きをさせて
いただきました。また振込にて入金をして下さった方もご入金有り難うございました。
　口座振替の方は、振替済となっているか、また金額相違等ございませんか、ご確認頂きま
す様お願い申し上げます。万一、振替や振込がなされなかった会員様は12月28日に再引落、
振込の締切日となっております。よろしくお願いいたします。

会員年会費
納入の御礼

『よしもと芸人
 なんでも税金講座』


