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《丑年の主な出来事》
1973年（昭和48年）…�古河鉱業が足尾銅山閉山。広島原爆の漫画「はだしのゲン」連載開始。NHK

ホール落成。イトーヨーカ堂がセブン-イレブン（当初ヨークセブン）設立。
日本国内出生数ピーク（209万人）。オイルショック騒動。

1985年（昭和60年）…�ソ連ゴルバチョフ共産党書記長就任。国際科学技術博覧会（つくば'85）開催。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』がアメリカ劇場公開。大西洋で沈
没のタイタニック号船体を発見。任天堂のアクションゲーム『スーパーマリ
オブラザーズ』発売。

1997年（平成₉年）…�クローン羊開発成功。香港がイギリスから返還。米国の火星探査機が火星
着陸。ダイアナ元イギリス王太子妃死去。マザー・テレサ死去。地球温暖
化防止京都会議開幕。京都議定書が採択。ハイブリット車トヨタ・プリウ
ス発売。アメリカで『タイタニック』公開。

2009年（平成21年）…�アメリカ合衆国史上初黒人のバラク・オバマ大統領就任。月周回衛星かぐ
や観測データにて月の地形図と重力地図作製。アメリカ自動車会社最大手
ゼネラルモーターズ倒産。新型インフルエンザのパンデミック（世界的大流
行）をWHOが宣言。ウイグル騒乱。ウイグル族と漢民族の民族対立を背景
に暴動が発生。太陽系外惑星GJ�1214�b発見。衆院選で民主党歴史的勝利に
より政権交代。裁判員制度開始。

干支人形提供：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
皆様におかれましては、穏やかな新年をご家
族お揃いでお迎えのこととお慶び申し上げま
す。
　日頃より、法人会の事業には深いご理解と
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナ
ウイルスが世界中で猛威を振るい、これまで
の私たちの日常生活が一変しました。会員の
皆様も公私にわたり大変ご苦労なされたこと
と存じます。当会においても、上期は計画し
ていた事業がほとんど実施できない状況でし
たので、歯痒い思いを募らせておりました。
漸く下期に入り、コロナウイルスの感染拡大
が落ち着きを見せはじめ、三密を回避し、感
染防止策を講じたうえで事業を再開した矢
先、再び感染者が増え始めるという悪循環に
陥ってしまいました。
　一方、米国の大手製薬会社が開発中のワク
チンが治験において高い確率で感染を予防で
きるとの結果が出たという朗報もありまし

た。一日も早くワクチンや治療薬が世界中に
行き渡り、再び活発な経済活動と新常態での
日常生活が送れるようになることを願うばか
りでございます。
　当会は、今年９月に創立30周年を迎えます。
秋には周年記念行事を計画しておりますの
で、皆様とともに祝えれば幸いでございます。
これまでも、そして、これからも皆様ととも
に歩んで参りたいと思っております。
　今年の干支は「丑」です。相場格言では、
あまり良くない年と言われておりますが、牛
歩のごとく、しっかりとした足取りで着実に
前に進んで行きたいと強く思っております。
　どうか、皆様方におかれましては、引き続
き、法人会運営にご支援、ご協力賜りますよ
うお願い申し上げます。
　結びにあたり、今年１年が平穏で素晴らし
い年となりますよう、皆々様のご健勝とご多
幸、そして、企業のますますのご発展をご祈
念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただき
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

　新年あ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方におかれまして

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まして、税務行政の円滑

な運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　貴会におかれましては、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、「新しい生活様式」が求められる中、

「良き経営者を目指す者の団体」として、例年とは異

なるご労苦をされながら、継続して、税に関する研修

会の開催や小学校での租税教室、税に関する絵はがき

コンクールの開催など、正しい税知識の普及と納税意

識の高揚に多大な貢献をされておられます。皆様の幅

広い活動と熱意に対しまして、心から敬意を表する次

第であります。

　さて、間もなく令和２年分の所得税等の確定申告の

時期を迎えます。税務署では、納税者の利便性の向上

及び新型コロナウイルスの感染症の拡大防止の観点か

ら、混雑の予想される確定申告会場での申告ではなく、

「確定申告書等作成コーナー」を利用した自宅等から

のｅ-Ｔａｘ・スマホ申告、ダイレクト納付の利用推

進に全力を挙げて取り組むこととしております。

　法人会の皆様方には、是非とも従業員の方々への働

き掛けをお願いするほか、税務行政の良き理解者とし

て、今後とも変わらぬお力添えを賜りますようよろし

く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。
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１4階
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新年の
ごあいさつ
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　浅田　典章
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ごあいさつ
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　法人会の皆様方には、是非とも従業員の方々への働

き掛けをお願いするほか、税務行政の良き理解者とし

て、今後とも変わらぬお力添えを賜りますようよろし

く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、昨年は新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、世界各地でロックダウン（都市封鎖）がおこなわ
れ、日本においても緊急事態宣言が発令され、3密を
控えることによりその感染拡大を抑えてきました。そ
の後、緊急事態宣言は解除され、新しい生活様式のも
と感染拡大を抑えつつ経済活動も少しずつ活発になっ
てきました。しかし、インフルエンザと同様に、新型
コロナウイルスも温度や湿度が低いほど感染力が高ま
るという専門家の予想通りに、冬を迎える時期から新
規感染者の顕著な増加がみられるようになってきまし
た。
　税理士会の昨年の会務は、月例会や研修会は6月ま
ですべて中止とし、定期総会も極力委任状を提出ても
らい、ごくごく少人数で執り行いました。7月以降は
月例会を参加者の数倍の定員の会場を使用し、検温や
定期的な換気を徹底して行って参りました。しかし、
飲食を伴うなど感染リスクの高い会務やイベントは、
ほとんど中止に致しました。
　貴会におかれましては、税理士会以上に対外的なイ
ベント等が多いので会務運営はより困難であっただろ
うと推察いたします。
　今年に入っても、新型コロナウイルスの猛威は衰え
ていません。しかし、ワクチンの実用化はもうすぐそ
こまで来ています。それまでは一人一人が今一度新し
い生活様式のもと、感染防止に意識を高めて、社会活
動を少しずつ大きくしてゆく時だと思います。
　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多幸を祈念いたしまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
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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日までの一週間は「税を考える週間」です。毎年この期間に開催される納税表彰式で
すが、今回はコロナウイルス感染拡大の折、開催が中止となりました。法人会では上尾税務署内にて団体単位で
の表彰状授与式を行う事とし、昨年11月12日上尾法人会の受彰者のみを集めた表彰状授与式を執り行いました。
受彰された皆様方は、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。

国税庁長官表彰 国税局長表彰 上尾税務署長表彰
氏　　　名 小川　均 遠藤　幸文 遠藤　亘持 清水　敏文 齊藤　覚
功績の内容 法人会の功績
上尾法人会
での役職

上尾法人会
会　長

上尾法人会
副会長

上尾法人会
副会長

上尾法人会
組織委員長

上尾法人会
組織副委員長

法　人　名 ㈱情報化ビジネス ㈲丸福遠藤工務店 ㈱遠藤製作所 旭産業㈲ ㈱大石屋
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 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

 上尾支部 
（支部長　遠藤亘持）

 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）

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）
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 支 部 だ よ り

　上尾法人会伊奈支部では、
伊奈町商工会と共催で、毎年
１月に著名人を講師として招
き「新春講演会」を開催してお
ります。本年は、新型コロナ
ウイルス感染症のさらなる拡
大を防止するため残念ながら
中止となりました。

（写真は近年開催の様子）

日　時　令和２年１１月30日（月）～令和３年１月20日（水）
場　所　吹上駅前

事　業　「税に関する絵はがきコンクール」展示会
日　時　令和２年１0月２日（金）～３日（土）
場　所　北本市文化センター１階ロビー
人　数　参加役員５名　来場者200名程度
　北本支部では例年市内小中学校の夏休みに合わせて「ふれあい家族の日」「税に
関する絵はがきコンクール」の提出ご協力を子供たちにお願いしております。
　今年は新型コロナウイルスの影響による縮小開催となり、「税に関する絵は
がきコンクール」のみの募集となりましたが、全部で１74点の力作がそろい、立
派な展示会場を設営することができました。
　受付ブースを設けずに自由に出入りできるようにしたためフラッと立ち寄
る方も多く、興味深そうに嬉しそうに見入っている方が多かったです。

会員拡大会議を開催

日　時　令和２年１2月１日（火）
場　所　東武バンケットホール上尾

桶川イルミネーション2020

点灯期間　令和２年１１月20日（金）～令和３年１月１7日（日）
時　　間　１7時00分～24時30分
場　　所　桶川駅西口ロータリー周辺

今年は、規模を縮小しての開催で
すがコロナ禍の中、例年になく、
より一層カラフルなライトが輝い
ています。近くにお越しの際は、
足を止めてみて下さい

「税に関する絵はがきコンクール」展示会
会場準備会場準備

１0月２～３日の展示会の様子

上尾支部では、１2月１日（火）東
武バンケットホール上尾にて会
員拡大会議を開催しました。当
日は、上尾市内の各金融機関の
支店長を中心に出席いただき法
人会の新規会員獲得に向けた協
力要請等行いました。

女性部寄せ植え
日　時　令和２年１2月１１日（金）１3時30分～
場　所　花久の里
　新型コロナウイルスの影響でなかなか事業ができない中、密を避けて花久の里の屋外
にて毎年恒例の女性部寄
せ植えを行うことができ
ました。
　今回初めて関根先生をお
迎えし、多肉植物を使った
寄せ植えで昨年とは違った
寄せ植えで大成功でした。

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

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



北本支部
（支部長　三浦　惠）

上尾支部
（支部長　遠藤亘持）

 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）

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

− 8 − −9 −

支 部 だ よ り

事業紹介「新春講演会」

　上尾法人会伊奈支部では、
伊奈町商工会と共催で、毎年
１月に著名人を講師として招
き「新春講演会」を開催してお
ります。本年は、新型コロナ
ウイルス感染症のさらなる拡
大を防止するため残念ながら
中止となりました。

（写真は近年開催の様子）

鴻巣市吹上駅前ライトアップ事業に協賛

日　時　令和２年１１月30日（月）～令和３年１月20日（水）
場　所　吹上駅前

吹上駅前ライトアップ事業を、１１月30日（月）１６
時より点灯式を行いました。令和２年１１月30日

（月）～令和３年１月20日（水）期間中北口・南口
にライトアップを行います。

女性部会 寄せ植え教室、　青年部会　租税教室打合せ

桶川イルミネーション2020

「税に関する絵はがきコンクール」展示会

女性部寄せ植え
日　時　令和２年１2月１１日（金）１3時30分～
場　所　花久の里
　新型コロナウイルスの影響でなかなか事業ができない中、密を避けて花久の里の屋外
にて毎年恒例の女性部寄
せ植えを行うことができ
ました。
　今回初めて関根先生をお
迎えし、多肉植物を使った
寄せ植えで昨年とは違った
寄せ植えで大成功でした。

青年部会　租税教室打合せ
日時：令和２年１１月27日（金）
　場所：吹上小学校
　租税教室実施に向けて小学校と
の打合わせを行いました。

打合せの様子

平成3１年１月９日　新春講演会の様子
山口真由 氏

令和２年１月８日　新春講演会の様子
タケ小山 氏

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

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




