
本年、当会は創立60周年を迎える
ことができました。これもひとえに、
税務当局をはじめ、多くの会員の皆様
並びに友誼団体様のご厚意の賜物で
あり、心より御礼申し上げます。当会
は「良き経営者の集まり」であり「税の
オピニオンリーダー」として税知識の
普及・納税意識の高揚に努め、研修会
の開催や多くの社会貢献事業などに
取り組んできました。特に青年部会・
女性部会主催の租税教育活動は、敦賀
税務署管内の小学生へ税の必要性や

大切さを伝える地域に根ざした事業となっています。
昨年春以降のコロナ禍で、自粛が続き、感染予防対策下
での活動となりましたが、DX時代を迎え、オンラインでの
会議やセミナーなど新たな事業も加わりました。コロナ禍
での「東京2020オリンピック・パラリンピック」でも選手
と世界中がオンラインでつながりました。ポストコロナに
おけるオンラインコミュニケーションの社会受容性は、デ
ジタルネイテｲブ世代から高齢世代までが利用し、世界中
に一気に広がりました。
当会も60周年を機に、税知識の向上や税務デジタル化の
利用促進に取り組み、今後も地域に根ざした法人会を目指
し積極的に活動をして参ります。引き続きご支援ご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。

組織委員長

岩井  誠
㈱イワイ

敦賀法人会60周年おめでとうござ
います。
私が法人会で貴重な経験をさせて

いただいたのは、役員研修旅行の宴席
で「君の成績はいつも見させてもらっ
ているよ。商売とは多くを売ることが
全てではない。もっと地に足をつけた
商売を考えないと…。」「頑張っとる
な。」と声をかけてくれる人は多くい
ましたが、こんな事を言ってくれる人
は初めてでした。私にとって法人会と
は多くの経営者が知り合い学びあえる
場であると思っています。

厚生委員長

西浦  茂
㈱西浦石油店

敦賀法人会創立60周年おめでとうご
ざいます。また厚生委員会には法人会
活動の大きな目的の一つである「会員企
業を守る」ための福利厚生制度がありま
す。この制度も本年創設50年を迎える
ことができました。長年にわたり、ご協
力いただきました多くの会員の皆様に
御礼申し上げます。
時代が大きく変わりましても皆様の

温かい気持ちで、この敦賀法人会が今後
も成長・発展し続けることを願います。

税制委員長

谷口  清治
大鉄建機㈱

敦賀法人会60周年誠におめでとう
ございます。法人会の思い出といいま
すと、毎年の役員研修会です。敦賀で
も名立たる方々と京都の有名店での
食事と会話が毎回楽しみで仕方あり
ません。美味しい食事と美味しいお酒
で最高の時間を一緒に楽しませてい
ただきました。早くコロナが終息し
て、交流事業が再開される事を祈って
おります。今後の展望として、行政に
今以上に税金の使い方や必要性を訴
えていきたいと思っています。

女性部部会長

篠原  京子
㈱あめりか屋

昭和61年、金沢国税局管内で第1号
の婦人部として設立されました。初
代・刀根美智子氏、二代目・下西てる
子氏から引継ぎ、2009年より三代目部
会長として早12年になります。主な活
動は、毎年開催のファミリーコンサー
トです。様々なジャンルの音楽家をお
招きし、会員が集い、楽しい時を過ご
しています。全国規模の小学生絵はが
きコンクールや講演会も毎年開催して
います。これからも会員相互の融和を
図り、納税意識向上、社会貢献をモッ
トーに笑顔で活動してまいります。

広報委員長

加茂  直人
㈱カモコン

創立60周年誠におめでとうございま
す。敦賀法人会60周年に思う事は、私
が8歳の時に船出した敦賀法人会は、日
本の高度成長時代であり、税金の大切
さの為の会社作りとして設立された会
であっただろうという事です。
私は38歳で入会し、今年でちょうど

30年になります。昔を思い出すと、今
の理事さんのお父さんの顔が思い浮か
び、大変懐かしくなります。今後も色々
な人に愛され、引き継がれていく敦賀
法人会であって欲しいと願っています。

研修委員長

西部  孝希
大洋自動車工業㈱

創立60周年誠におめでとうございま
す。また日頃の研修委員会活動へのご
理解とご協力を心より御礼申し上げま
す。研修委員会では共益事業として11
月に会員ふれあい交流会を開催してい
ます。交流会では県外企業へ訪問し製
造工程の見学やモノ作り体験を実施し
ています。年々参加会員も増え、バス
の中や昼食時の会話が貴重な情報交換
の場になっている様です。今後も多く
の会員に参加頂ける様楽しい研修を企
画したいと思っております。

青年部部会長

岡本  弥市
㈱岡本ペンキ店

敦賀法人会60年の歴史の中で、我々
青年部も時代のニーズに合わせて変化
を続けております。近年の青年部は、
小学生への「税金教室」活動を通じて、
地域の子ども達に税の大切さを伝える
とともに、我々自身も改めて税につい
て学び直してまいりました。
また「健康経営」活動への新たな取
り組みをスタートします。会員企業の
みならず地域への新たなムーブメン
トを起こすべく、引き続き活動してい
きます。

創立60周年、誠におめでとうござい
ます。私が活動に参加したのは、今か
ら40数年も前のことで、当時は会を社
団化すべきか白熱した議論があった時
代でした。当時の組織率は40%程度で、
その後、無事に社団化され、さらに北
陸初の女性部会（当時は婦人部会）が誕
生しました。それらに伴い、役員が結
束し、会員増強キャンペーンを大きく
展開し、瞬く間に組織率が90%を超え、
全国でも1位2位を争う法人会となった
事は驚きと共に現在も誇りです。様々

な会社を見学した県外研修や周年事業での海外研修も良き
思い出の一つです。当会の益々の発展を祈念致します。

副会長

刀根  荘兵衛
㈱塩荘

創立60周年おめでとうございます。
平成６年10月に青年部会が創設され
ました。当時まだ弊社福井支店におり
まして、親父から設立世話人の1人と
して参加せよと命じられ、初めて敦賀
の若き（今はそれなりの年）後継者の方
と接触することが出来ました。しかし
ながらすでに45歳になっており、設立
後すぐに卒業となりました。短い期間
ではありましたが、敦賀の経営者や若
き後継者の方たちと共に学び交友を深
めることが出来、大変貴重な経験をさ

せていただきました。今は副会長として、皆様のご支援ご協
力をいただき法人会活動に頑張っております。

副会長

小森  英雄
小森商事㈱

敦賀法人会の設立60周年おめでとう
ございます。法人会は、昭和22年頃に
法人税が賦課課税制度から申告納税制
度に移行した時に経営者が税法を理解
し自主申告出来るようにする目的で設
立されたと聞いています。
これからの法人会の主な役割は、正

直まだ使いにくい電子申告納税制度の
インターフェース改良に利用者として
の意見を伝えたり、手続きのデジタル
化を各経営者に更に浸透させる事で
しょうか。

新しい時代の申告納税制度が大きく進化するよう法人会の
運営を通してお手伝い出来ればと思っています。

副会長

有馬  茂人
敦賀海陸運輸㈱

60周年を迎えるにあたり一言お礼
申し上げます。税のオピニオンリー
ダーとして企業を経営する中で収益
を上げて正しく納税することこそが
最も大切なことと考え取り組んで来
ました。
法人会での講演会や研修に於いて

も会員企業の経営がより良くなる「実
践経営者からの学び」を第一として開
催して参りました。その講師を探す為
に、普段より自分自身が各種セミナー
に参加し「学び続ける」ことが出来た
ことに感謝しております。

副会長

徳本  達郎
㈱ジャクエツ

60th anniversary

7月度役員会後に記念撮影　※撮影時のみマスクを外しています

会　長

家髙  伊知郎
㈱家髙

　オリンピックイヤーの令和3年7月に
設立60周年を迎えた敦賀法人会。10年前
の平成23年には他の法人会に先駆けて
全国2番目に公益社団化を果たしました。
これまでの歩みや想い出・今後の展望な
ど、正副会長、委員長にお聞きしました。

98



税務署からのお知らせ

1110



　昨年同様、各委員会ごとに分かれ活動内容を検討後に
役員会を開催しました。昨年来よりコロナ禍での活動自
粛や延期・中止となる中、何とかして事業を開催したい
という声が多く聞かれました。役員会では7月に赴任され
た敦賀税務署長愛場浩人氏より、ご挨拶を頂戴しました。

また、各委員長より各々の協議結果の報告がなされ、今
年度の事業の方向性を共有できました。最後に、福利厚
生制度連絡協議会より今年度の案内がありました。

　コロナ禍が続く中、開催が心配されましたが、無事、
女性部会の新春研修会を開催できました。今回は、「コ
ロナ禍だからこそマスク着用でも愛される笑顔づくり
を！」ということで、前田先生に明るく元気にご講義い
ただきました。

　簡単に印象アップできるお顔マッサージから、お顔の
三分法、日本顔学会の歴史まで、熱く語って下さり、笑
いの絶えないあっという間の90分間でした。
　講演会のあとには、西出署長によるTaxセミナーで「お
酒のはなし」を皆さん興味深く聞き入っていました。

1月度役員会・
新春役員セミナー
主催：総務委員会、研修委員会

役員会　愛場浩人署長挨拶

組織委員会・厚生委員会 広報委員会 総務委員会・税制委員会・研修委員会

役員会の様子

開催日  令和3年1月28日
会　場  ニューサンピア敦賀　若狭の間
演　題  お酒のはなし
講　師  敦賀税務署長　西出  由紀 氏
出席者  39名

開催日  令和3年7月30日
会　場  ニューサンピア敦賀 　 参　加   42名

日　時  令和3年2月9日
会　場  ニューサンピア敦賀　気比の間
演　題  顔も元気、心も元気
講　師  顔学インストラクター　前田  紘一 氏
演　題  Taxセミナー　お酒のはなし
講　師  敦賀税務署長　西出  由紀 氏
参　加  39名

女性
部会

7月度役員会・委員会・
福利厚生制度連絡協議会

令和3年新春研修会・Taxセミナー

活動報告
Activity report

　令和3年の新春を迎え、1月度役員会と新春役員セミ
ナーを開催しました。敦賀税務署長の西出由紀氏から「お
酒のはなし」と題して、ご講義いただきました。国税庁
の大きな任務の中の一つに「酒類業の健全な発展」があ
り、金沢国税局課税部酒類業調整官として勤務された2
年間のご経験をふまえ、日本での酒税法によるお酒の分
類、酒税の歴史、各種お酒の造り方など興味深く分かり
やすくご講義いただきました。

親会

家髙会長挨拶 講師　梅嵜大樹統括

　適格請求書等保存方式（インボイス制度）が令和5年
10月から導入されるにあたり、消費税の仕組みや国税
庁の組織、法人数・法人税額の推移等についてお話しい

ただきました。また、現在の区分記載請求書等保存方式
との違いについても、消費税の調査事例を交えてご講義
いただきました。

主催：総務委員会、研修委員会

開催日  令和3年4月21日　
会　場  ニューサンピア敦賀　若狭の間
演　題  法人課税事務における課題と

 インボイス制度の概要について
講　師  敦賀税務署　法人課税部門　統括国税調査官　

 梅嵜  大樹 氏
参加者  40名

4月度役員会・Taxセミナー

　今年度第一回目は消費税のインボイス制度について坊
先生にご指導頂きました。
　インボイスとは元々、海外に貨物を発送する際の送り
状で価格の明細書・請求書・納品書なども兼ねた重要な
書類を指すということも教えて頂きました。 研修会の様子　坊  孝嗣氏

新春研修会　前田紘一氏 Tax セミナー　西出由紀氏

開催日  令和3年8月3日
会　場  ニューサンピア敦賀　気比の間
演　題  消費税インボイス制度の解説
講　師  北陸税理士会敦賀支部　税理士　坊  孝嗣 氏
参　加  30名

主催：税制委員会

税務税制研修会

●売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、令和3年10月1日～令和5年3月31日までに登録
申請書の提出が必要となります。

親会

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
及び登録番号

② 取引年月日
③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

インボイスの記載事項
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額 
（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

主催：女性部会

INVOICE

研修委員会より
会員ふれあい研修会は新型コロナの終
息が不透明なため今年度の開催は中止
とします。

厚生委員会より
PET健診受診ご希望の方は事務局まで
ご連絡をお願いします。
健診終了した方は助成金請求書にて補
助金の申請をお忘れなく！

お知らせ
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諸会議等諸会議等
開催報告開催報告
令和3年

1月1日～7月31日

敦賀法人会関係

1 月 21 日 会報誌「ほうじんつるが№88」発行
1 月 28 日 1月度役員会、新春役員セミナー
2 月 9 日 （女性部）新春研修会
2 月 24 日 正副会長会議
3 月 9 日 （青年部）3月度役員会
3 月 23 日 正副会長委員長部会長リモート会議
3 月 26 日 3月度役員会
4 月 19 日 令和2年度 会計監査

4 月 21 日 4月度役員会・Taxセミナー
6 月 8 日 第11回定時総会・臨時理事会
7 月 6 日 （青年部）7月度役員会
7 月 7 日 （女性部）7月度役員会
7 月 21 日～
8 月 31 日

（女性部）第11回税に関する
　　　　 絵はがきコンクール公募

7 月 30 日 7月度役員会、各委員会、福利厚生
制度連絡協議会

こんなことで悩んでいませんか？

　普段の生活だけでなく、新型コロナウイルス感染症の生活環境や経済への影響により多くの方がス
トレスにさらされています。このような状態が続くと、気持ちやからだ、行動に様々な変化があらわ
れることがあります。こころの健康について考え、一人で抱え込まないように早めに対処しましょう。

働き盛り世代の健康づくり

表　紙　の　紹　介 I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f r o n t  c o v e r

石丸 智恵 氏　敦賀市在住

Art Board Creation 
SOPHIA

チョークアーティスト

　去る7月、敦賀信用金庫本店様
でロビー展を開催させていただき
ました。
　毎年7月に展示のお声をかけて
くださり、今回は3度目でした。残
念ながら、チョークアートだけで
は新作が少なく、新たに楽しんで
いただける要素になれば、と、昨
年から始めたグラスサンドアート
を小型作品の間に並べてみました。
　初めての方、毎回お越しくだ
さってる方、たくさんの方がご覧
くださり、ノートに感想を残して
くださいました。
・	毎年この時期のチョークアート
に癒されてます

・	コロナ禍の中、カラフルな作品
に元気を貰えました

・	応援してます、頑張ってください
・	迫力があったり繊細だったり、
可愛かったり、いろんな作風が
あるのが楽しいです

・	グラスサンドアートもきれいで
すね

・	2度も見に来てしまいました！
　等々、沢山あってここには挙げ
きれませんが、嬉しい感想ばかり
で、この機会をくださった敦賀信
用金庫様にもご覧くださった方々
にも本当に感謝しています。
　応援くださり、ありがとうござい
ます。これからも頑張ります！

日本海有数の美しさを誇る水晶浜
　水晶浜は敦賀半島西側中央辺り
に位置しています。きらめく白い
砂浜と、波が穏やかで透明度の高
い海は、環境省の「日本の水浴場
88選」にも選ばれています。
　ところで、なぜ“水晶”浜と呼ばれているのでしょうか。
　水晶浜のある敦賀半島は、そのほとんどが花崗岩でできてい
ます。花崗岩の主成分である石英、長石、雲母のうち、長石と
雲母は、波や風、温度差により風化し、硬度が高く摩擦に強い
石英が残り、石英を多く含む砂浜をつくりました。紺碧からエ
メラルドグリーンへと変わる波に洗われ、砂浜が白くキラキラ
輝くのはこのためです。また、石英は粒が大きいため、波によっ
て海底の泥土が巻き上げられる海水浴場と違い、水質は高い透
明度を保っています。
　海水浴シーズンになると、北陸からはもちろん、関西、中京
地区からも、ウインドサーフィンなどのマリンスポーツを楽し
む人が訪れます。半島の西側に位置する水晶浜は、サンセット
ビーチとしても人気が高く、夕暮れ時も多くの人で賑わいます。
周辺には視界を遮るものがないため、水平線に夕日が沈んだ後
は、満天の星空を見上げながら大自然を満喫することができま
す。様々な表情を見せる水晶浜は、早朝から深夜まで1日中楽
しめるビーチです。

水晶浜

“ こころ” も健康に！

こころのセルフケア4つのポイント

敦賀市では夜間のこころの相談を実施します。臨床心理士が対応します。

バランスのよい食事をとるこ
とに加え、季節の食材を取り

入れることや、盛り付け方を工夫すること、
好きな音楽をかけながら食事をとること等
“食事そのものを楽しむこと”もこころの健
康によいことです。ご自身の生活に合わせ
て取り入れてみましょう。

運動は生活習慣病を予防
し、ストレスを解消しま

す。ストレッチやウォーキングなど軽
い運動でも続けることで疲れにくくな
りストレスに強くなります。お昼休み
等すき間時間を活用し、近くを散歩し
てみるのも良いでしょう。

アルコール摂取は睡眠を浅
くするため、就寝前に飲酒

をすると熟睡感が得られません。またニ
コチンやカフェインには、覚醒作用があ
るため、就寝前の飲酒や喫煙、コーヒー
の摂取は控えましょう。

自分の力で解決
できない問題や

悩みを抱えているときに誰かに相談
することは、重要なストレス対処法
の一つです。話すことで気持ちが整
理され、楽になることもあります。

要予約  9月17日（金）　18時〜21時30分（1人60分間）
※電話での相談も可能です。秘密は厳守します。お気軽にご利用ください。
※平日の日中にもこころの相談を実施しています。日程については敦賀市ホームページ
または広報つるがでご確認いただくか、健康推進課にお問い合わせください。

敦賀市健康推進課（健康センターはぴふる）　TEL.0770-25-5311（平日8：30〜17：15）

•眠れない
•嫌なことばかり考える
•食欲がない

•人と会うのが嫌になる

•いらいらすることが増えた

 敦賀法人会に入りませんか？
  ～会員の皆様からのご紹介をお待ちしています～
法人会は、税に関する活動で企業や社会に貢献します！

新入会員の紹介
令和3年1月1日～令和3年7月31日

【正会員】
㈱工房ＭＡＫＩＴＡ 牧田  茂男 氏
㈱敦賀建築舎 伊藤  浩一 氏

【正会員・関連企業】
㈱しおそう商店 刀根  　聖 氏
㈱NKホールディング 中嶋  臣哉 氏

会　員　区　分 会　費　区　分 年額会費

正 会 員

普通法人
資
本
金
割

資本金　100万円以下 3,500円
資本金　100万円超500万円以下 5,000円
資本金　500万円超1,000万円以下 6,500円
資本金　1,000万円超5,000万円以下 8,000円
資本金　5,000万円超 10,000円

関連企業
代表者及び事業所が同一の場合に限る 均

等
割

※親会員は資本金の大きい法人とする。
※ただし、郵送物などの案内が不要な企業

は免除とする（申請必要）
2,000円

または免除

協同組合・商店街振興組合等 2,000円
賛助会員 法人、法人の事業所または個人 2,000円

附　則 （令和３年６月８日改正）

こんなメリットがあります
☆各種講演会やインターネットセミナーが無料で受講できます
☆税や経営などの様々な研修に参加でき、苦手分野を解消できます
☆異業種の経営者と交流をはかり、人脈が広がります
☆PETがん検診割引サービス（提携病院限定）と健診代金一部助成
☆法人会の福利厚生制度

⃝経営者大型総合保障制度（会社・経営者を守る保険）
⃝ビジネスガード（会社・財産を守る法人会専用保険）
⃝がん保険制度・医療保険制度 
（経営者・従業員様の病気やけがによる保険）

敦賀税務署管内（敦賀市・美浜町・
若狭町）に所在のある企業

対　　　　象

お問合せ先 公益社団法人 敦賀法人会事務局 TEL.0770‒25‒4700

会 費 規 程

食事1 運動3

睡眠2 相談する4
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福井支社　敦賀営業所/

TEL 0770-23-5443

福井支店/

TEL 0776-22-1552

新型コロナ感染症の拡大・緊急事態宣言等の状況により、内容が変更になる場合がございます。また、やむを得ず中止の際は、ご連絡させていただきます。

公益社団法人 敦賀法人会 創立60周年 記念事業のお知らせ
SCHEDU L E

時　間  13：00～14：00　開場／12：15
会　場  ニューサンピア敦賀 2F
講　師  プロフィギュアスケーター   荒川  静香 氏

 聞き手•元福井テレビアナウンサー
 福田布貴子氏
対　象  敦賀法人会会員・福井県在住の方
定　員  100名
申　込  別紙のチラシにてお申し込みください。（チラシはホームページよりダウンロードいただけます）
お問い合わせ先／（公社）敦賀法人会  敦賀市神楽町2-1-4  3F　TEL.0770-25-4700

時　間  14：40～16：00（80分）
※スケート教室参加者は13：30～14：10の間にアイス
アリーナ受付へお越しください。

会　場  ニューサンピア敦賀  アイスアリーナ
講　師  プロフィギュアスケーター   荒川  静香 氏
対　象  敦賀市・美浜町・若狭町在住の小学生
申　込  別紙のチラシにてお申し込みください。

（チラシはホームページよりダウンロードいただけます）

お問い合わせ先／ニューサンピア敦賀  敦賀市呉羽町2　TEL.0770-24-2111

定　員  60名（初級30名・中級30名）
クラス  初級（初めて～5回程度）

 中級（1人で前方へ滑れる）

T r a i n i n g  &  E v e n t
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土10 オリンピック金メダリストによるトークショー
わたしとオリンピック

オリンピック金メダリストによる
小学生のための スケート教室 参加無料

貸靴代無料
事前申込と整理券が

必要です

入場無料
事前申込と整理券が

必要です

※後日動画配信予定
　（法人会会員様限定）
※当日は配信用の撮影を行います。
あらかじめご了承ください。

別室にてライブ
配信も行います
※後日動画配信予定
　（会員様限定）

※申し込み多数の場合、抽選となります。 　※10月上旬、入場整理券の郵送をもって当選といたします。（当日必ずお持ち下さい）
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