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公益社団法人厚狭法人会     山陽小野田・美祢地区租税教育推進協議会　

 令和４年度開催
応募総数388作品

於福小学校　６年　沖村　啓真
公益社団法人厚狭法人会会長賞

　出合小学校　６年　杉山　小春
公益社団法人厚狭法人会女性部会部会長賞有帆小学校　６年　瀬口  敦貴

厚狭間税会会長賞

小野田小学校　６年　尾田  愛梨
山陽小野田・美祢地区租税教育推進協議会会長賞

高泊小学校　５年　田中  巧真
厚狭税務署管内青色申告会連合会会長賞

　　厚狭納税貯蓄組合連合会会長賞

高泊小学校　６年　開地  さくら
中国税理士会厚狭支部長賞

厚狭小学校　６年　大谷  琉斗
山陽小野田市教育委員会教育長賞

厚狭小学校　６年　長松　詩芭
宇部県税事務所長賞

　

高千帆小学校　６年　池田  環希
　　高千帆小学校　６年　田村　美衣　

厚狭税務署長賞

大嶺小学校　5年　中原  友香
美祢市教育委員会教育長賞

於福小学校　５年　増原  仁香
美祢市長賞

高千帆小学校　６年　中村  結心
山陽小野田市長賞
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　謹んで新年のお祝いを申し上げます。 
 当会会員の皆様方におかれましては、公益目
的事業である税の啓発・租税教育活動について
格別のご高配を賜り誠にありがとうございま
す。厚く御礼を申し上げます。 
昨年は、コロナウイルス感染症に加えて、ウク
ライナ情勢の悪化、原油価格の高騰、さらに円
相場は一時、1 ドル＝150 円台（1990 年 8 
月以来、およそ 32 年ぶり）の円安水準になる
など激動の一年でございました。今年も、引き
続き余波を受ける年となるでしょうが、法人会
として、実直に活動して参る所存でございま
す。 
 また、厚狭税務署の民間協力団体として、税
務当局が推進されている、消費税インボイス制
度の円滑な導入や税務行政のデジタル化（オン
ライン手続の推進）の周知に取り組んで参りま
すので、引き続きご協力をお願いいたします。 
　ところで、法人会の理念、目的を果たすため
にはどうしても会員の数や、地区における加入
率が必要であると考えます。私が会長に就任い
たしました令和３年 6月にはコロナ対策が最重
要課題であるような時期で満足な会員拡大に取
り組むことができませんでした。会員数の増加
は地域における法人会の発言機会を得るだけで
なく、組織にとっても会費収入の安定増加、財
務基盤の確立を図ることができ、将来に向けた
組織の確立を図ることができます。次年度に
は、心機一転を図り会員数の増加に向けた施策
を立案する為、先ずは、厚狭法人会としての目
標値と期間を定め、委員会、部会からご提案を
受けたいと思います。 
 末筆ではございますが、会員の皆様のご健勝
と益々のご繁栄を祈念し年頭の挨拶とさせて頂
きます。 

　新年明けましておめでとうございます。 
　令和５年の年頭にあたり、公益社団法人厚狭
法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上
げます。 
　畑会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方に
は、平素より税務行政に対しまして、深いご理
解と格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
　貴会におかれましては、「税に関する活動」を
会活動の主柱に掲げ、租税教室への講師派遣、
絵はがきコンクール、ふるさと・税金かるた de
クイズなど、税知識の普及や納税道義の高揚に
積極的に取り組まれ、改めて深く敬意を表する
次第です。 
　加えて、税務行政のデジタル化、特に「キャ
ッシュレス納付」の推進についてもご協力を賜
り感謝申し上げます。 
　卯年（うさぎ年）は、「飛躍」や「向上」の年
と言われています。 
　昨年は、コロナウイルス感染症の影響に加え、
急激な円安や生活必需品の値上げなど、厳しい
状況が続きましたが、一方、With コロナ対策は、
新たな段階に移行し、全国旅行支援の導入やイ
ンバウンドの再開などによる消費回復の兆しも
ございました。 
　本年が「今までの数年間から大きく「飛躍」し、
私たちの生活が大きく「向上」する年となる」
ことを期待しております。 
　さて、ご存知のとおり、本年 10 月からイン
ボイス制度が実施されます。国税当局としまし
ては、事業者の皆様に制度の理解を深めていた
だいた上で、それぞれの事業の実態に応じた対
応や準備を進められるよう、最優先課題の一つ
として、各種の周知・広報を実施しているとこ
ろです。 
　貴会の皆様におかれましては、インボイス制
度についての周知や啓発活動に取り組んでいた
だいており、厚くお礼申し上げますとともに、
今後ともご協力をお願いいたします。 
　結びに、新しい年が、公益社団法人厚狭法人
会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝とご
多幸につながる良い年でありますように、心か
ら祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。 

公益社団法人厚狭法人会　

          　　　　　　　畑 　善 高 

年頭にあたって 新年のご挨拶

厚狭税務署長 佛 常　美 子会長
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山陽小野田市議会　提言 山陽小野田市長　提言

美祢市長・市議会　提言
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納 税 表 彰 ・ 税 務 研 修

2022.11.15（水）　厚狭地域交流センターにて

2022.11.22（火）
税理士　

中島　加誉子　氏

【令和４年度　納税表彰】　おめでとうございます！

【税務研修・オンラインセミナー】

税務署長表彰　　　　厚狭法人会　理事　　　　　奥　　良秀　氏
税務署長感謝状　　　厚狭法人会　理事　　　　　髙山　正樹　氏
税務署長感謝状　　　厚狭法人会　女性部会副部会長　吉田　　緑　氏

2022.12.12（月）
元国税調査官・公認会計士

矢敷　和貴　氏

年末調整実践セミナー インボイス制度が中小企業に
与える本当の影響と落とし穴！
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【女性部会】

活動報告

★租税教室

受賞作品展示　おのだサンパークにて
2022.11.3（祝・木）～13（日）

★税金クイズ

★税に関する絵はがきコンクール

【青年部会】

2022.10.27（木）美祢・山陽小野田市20,000世帯の新聞折込チラシに掲載。

法人会会長賞表彰状授与
於福小学校にて 2022.11.14（月）

　2022.5.18（水）埴生小学校　　　2022.5.31（火）赤崎小学校
　2022.6.3（金）出合小学校　　　  2022.6.9（木）秋吉・秋芳桂花小学校（リモート）
　2022.6.10（金）高泊小学校　　　2022.6.10（金）厚狭小学校

★全国青年の集い・沖縄大会

【各委員会】
2022.2.4（金）14：00～（ZOOM）　　　　　　 総務委員会
2022.4.22（金）10：00～（山陽商工会館２階）　 総務委員会
2022.4.22（金）11：00～（山陽商工会館２階）　 拡大厚生委員会＆三役・正副委員長交流会
2022.7.5（火）14：00～（山陽商工会館２階）　　研修・広報委員会
2022.7.6（水）11：00～（山陽商工会館２階）　　正副会長会議
2022.10.19（水）15：15～（山陽商工会館1階）　正副会長会議
2022.10.26（水）10：00～（山陽商工会館２階）　総務委員会

2022.11.25（金）
総勢4名で参加しました。
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入　選

法人会の理念
＊法人会は税のオピニオンリーダーとして

＊企業の発展を支援し

＊地域の振興に寄与し

＊国と社会の繁栄に貢献する

＊経営者の 団体である

　


