
税金教室の様子

第2回定時総会の様子

金沢国税局長感謝状

創立50周年記念モニュメントを
敦賀駅前広場に移設

 税務税制研修会の様子

感染防止対策を徹底し、
荒川静香さんを招いての
創立60周年記念事業開催

第11回定時総会 記念講演会 
距離をとり、配信会場も用意しての開催復活

コロナ禍により
オンラインセミナー
を導入

第33回「法人会全国青年の集い」大分大会にて
租税教育活動プレゼンテーション出場

税務税制研修会の様子
平成30年度国税庁長官表彰受賞（団体）

令和元年度

2019.5  ...... 元号を「令和」に改元
2019.8  ......ゴルフ・渋野日向子 全英女子優勝
2019.10  ... 消費税10％・軽減税率制度スタート

R1.8.6／9.19
税務税制研修会「消費税軽減税率制度について」
2回シリーズ／合計68名参加

R1.11.7
第33回「法人会全国青年の集い」大分大会 
租税教育活動プレゼンテーション出場・奨励賞獲得

平成30年度

2018.6  ...... 史上初の米朝首脳会談
2019.1  ......テニス・大坂なおみ 全豪オープン初優勝

H30.10.13～15
福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会 

（スタッフとしてお手伝い）

H30.11.14
平成30年度国税庁長官表彰受賞 

「租税教育の推進及び租税教育推進のための基盤整備等の功績」
で福井県初の団体受賞！

第34回法人会全国大会「福井大会」にて

平成29年度

2017.6  .......最年少14歳棋士、藤井聡太四段が 
29連勝の新記録

2018.2  .......冬季五輪平昌大会で日本は冬季最多13個のメダル 
フィギュア・羽生結弦は連覇

H29.10.5
第34回法人会全国大会「福井大会」

（当会は「来賓部会」を担当し、国税庁長官・知事らを
おもてなし）

H29.11.14～H30.2.8
青年部 税金教室 管内13小学校講師担当

平成28年度

2016.8  .......小池百合子氏、東京初の女性知事に
2016.8  .......リオデジャネイロ五輪 

史上最多41個のメダル
2017.1  .......ドナルド・トランプ氏、米大統領就任

H28.11.11
税を考える週間「税制改正要望活動」
※毎年、政府・各市町村を訪問し、
　要望活動を継続

H28.11.18
税を考える週間 記念講演会「吉田悦之氏」

平成27年度

2015.9～  ...NHK連続テレビ小説「あさが来た」放送 
モデル大同生命保険㈱創業者・広岡浅子

2016.1  .......マイナンバー制度本格運用開始

H27.8.4／9.16
税務税制研修会「マイナンバー制度について」
2回シリーズ／合計215名参加

H27.8.25
創立50周年記念モニュメントを敦賀駅前広場に移設

福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会
開会式の様子

H23.5 創立50周年モニュメント除幕式
 「心の旅ーまほろばへの道」を敦賀市に寄贈

H23.10	創立50周年
 記念冊子、発行

10年間のあゆみ敦賀法人会

青年部
税金教室のDVDを作成し
広報活動に努めました

会員ふれあい研修「京都国立博物館にて」

平成26年度

2014.4  .......消費税8％に！

H26.7.28
青年部 成長企業見学研修「富山県」

H26.11.21
会員ふれあい研修「京都府」

令和2年度

2020.4  ......日本でも新型コロナウイルスの感染拡大、 
緊急事態宣言を発令

2020.9  ...... 菅義偉氏、第99代内閣総理大臣就任
2021.1  ...... 米第46代大領領にジョー・バイデン氏

R2.11～R3.3
3回で学ぶドラッカーマネジメントセミナー
㈱ポートエム代表　国永秀男氏

（ハイブリッド型研修会導入：
ビデオセミナー及びオンラインセミナー）

R2.12.11
女性部会 ファミリーコンサート「陽影月」

新型コロナウイルス感染拡大により、
記念講演会２回とも中止

税を考える週間「税制改正要望活動」

平成24年度

2012.8  .......ロンドン五輪、史上最多38個のメダル
2012.12  ....山中伸弥 京都大教授 

ノーベル医学生理学賞受賞
2012.12  ....安倍晋三氏、第96代内閣総理大臣就任（～第98代）

H24.5.16
第2回定時総会

H24.11.1
女性部会 ファミリーコンサート「高石ともや氏」

1 平成25年度

2013.4  .......アベノミクス始動

H25.11.7
会員ふれあい研修「奈良県」

H25.11.14
金沢国税局長感謝状受賞 

「租税教育の推進、租税の役割や国民の納税義務
についての正しい知識の普及」に対する功績

2

3
45
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8 9 令和3年度

2021.4  ..........ゴルフ・松山英樹 マスターズ優勝
2021.8 ・9  ...東京五輪、史上最多58個のメダル 

東京パラリンピック、51個のメダル
2021.9  ..........デジタル庁発足
2021.10  .......岸田文雄氏、 

第100代内閣総理大臣就任
2021.11  .......大谷翔平 メジャーMVPに選出

R3.6.8
第11回定時総会・記念講演会「湯浅邦弘氏」

R3.10.16
創立60周年記念事業「荒川静香氏」

10

おかげさまで創立60周年
　創立60周年を迎えた当会の会報誌90号の特集では、
10 年前発行の記念誌『税とともに 50 年のあゆみ』以降
の 10 年を日本や世界の出来事と共に振り返り、次のス
テップとしての軌跡となればとの想いでお届けします。
是非ご覧ください。 ※当会の年度は毎年4/1～翌3/31です。

11月度役員会にて

ファミリーコンサートの様子 女性部会「税に関する絵はがきコンクール」
第10回目を迎える! 98



令和4年度税制改正に
関する提言の要望活動
主催：税制委員会

役員会の様子

 衆議院議員
高木 毅 氏（代理）

敦賀市長
渕上 隆信 氏

敦賀市議会議長  
田中 和義 氏

美浜町長
戸嶋 秀樹 氏

美浜町議会議長
竹仲 良廣 氏

若狭町長
渡辺 英朗 氏

若狭町議会議長
今井 富雄 氏

家髙会長挨拶 敦賀税務署 愛場署長挨拶

開催日  令和3年11月15日
実施者  会　　　長　家髙  伊知郎

 担当副会長　小森  英雄
 税制委員長　谷口  清治
提言先  衆議院議員　　　高木　  毅 氏

 敦賀市長　　　　渕上  隆信 氏
 敦賀市議会議長　田中  和義 氏
 美浜町長　　　　戸嶋  秀樹 氏
 美浜町議会議長　竹仲  良廣 氏
 若狭町長　　　　渡辺  英朗 氏
 若狭町議会議長　今井  富雄 氏

活動報告
Activity report

全国法人会総連合では、公平で健全な税制の実現
を目指して会員企業の意見や要望を反映しながら、
税のオピニオンリーダーとして税のあるべき姿や将
来像を見据えて、全国 440 全ての単位会が、政府・
政党・各関係省庁等に対して建設的な意見を提言し
ており、これまでに法人会の提言の内、法人税率の
引き下げ、事業承継に関する税制の創設などが実現しています。

当会でも、税を考える週間にあわせ、敦賀税務署管内すべての市町を訪
問し、提言書を手交しました。昨年から続くコロナ禍においても、敦賀市、
美浜町、若狭町とも、感染者減少の11月には観光客の増加も見られ、今後
も地域の特色を活かし、地元経済の活性化、魅力ある街づくりのための税
制改正の要望をお聞きし、貴重な意見交換となりました。

11 月 11 日から 17 日の税を考える週間
にあわせ、役員会を開催しました。敦賀税
務署長 愛場浩人氏よりご挨拶を頂戴した
後、昨年来より続くコロナ禍で活動が制限
される中、感染状況をみながら開催に漕ぎ
つけた事業や、敦賀税務署管内での税を考
える週間行事について報告がありました。

親会

開催日  令和3年11月18日　
会　場  ニューサンピア敦賀  若狭の間
参加者  37名

11月度役員会
開催日  令和3年12月7日
会　場  ニューサンピア敦賀

 気比の間
演　題  福井県の事業承継・事業引継ぎの現状と施策
講　師  北陸税理士会敦賀支部  税理士　楠   正志 氏
参加者  17名

中小企業の大きな課題となっている「後継者不在問題」に関して、
昨年4月から始まった経済産業省の支援施策である内容について、福
井県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターとし
てもご活躍の楠先生に解説頂きました。

楠先生によると「福井県内にエリアコーディネーター制度を作った
ことで相談件数も伸びたが、福井市に比べて嶺南はまだまだ事業承
継がほとんど進んでいないのが現状で、今後拡げていきたい」とのこ
と。親族内で行われる事業承継に対比し、M＆Aのように第三者に承
継される事業引き継ぎの現状と施策をわかり易く説明頂きました。

今回のアンケートでは、「もう少し、実態の具体的事例等が聞きた
かった」と貴重なご意見も頂き、今後の参考にさせて頂きます。ご協
力ありがとうございました。

毎年、県内の各単位会の青年部会が持ちまわりで担当
する研修会を、今年度は敦賀青年部会が主管となり、企
画開催しました。オリンピックイヤーにあわせ、講師に
お招きしたのは、為末大さん。シドニー五輪での予選敗
退の悔しさをバネに、カナダでの世界陸上銅メダル獲得
へと導いた自身の心の大きな変化を、経験を踏まえ、失
敗から学ぶことや楽しむ大切さについてお話しください
ました。

また、引退後は充実感を得られるものを模索し、「物事
を単に『好きである人』よりも『楽しんでいる人』の方が上
手になり、その道を見つけ突き抜けて行くことにつなが
る」と心の持ちようの大切さを熱く語って頂きました。

主催：税制委員会

税務税制研修会

研修会の様子

アンケートよりアンケートより
●わかり易かった。事業引き継ぎ（M＆

A）は比較的大きな経営優良企業の例
が多いが、今回は身近な街の中小企業
にも当てはまる内容で興味深かった。

●興味のあるテーマだった。
●（現実的に）なかなか難しい
と思った。

開催日  令和3年10月1日
会　場  ニューサンピア敦賀  若狭の間
演　題  領域を越え変化し続ける

 －禅とハードル－
講　師  Deportare Partners 代表

 元陸上選手　為末   大 氏
参加者  90名

青年
部会

講演会の様子為末   大 氏

岡本弥市部会長は「実際にお会いした為末さんは、私
が思い描くアスリートのイメージではなく、とても物静
かで知的な佇まいでした。多くの競技経験を重ねる中で
自らの『変化』を成し遂げた体験談は、心に響きました。
この研修会が、参加者皆さまの何かしらかの『変化』に繋
がったと感じています。」と振り返りました。

今回の講演会は一般公開だったこともあり、為末さん
のお話を心待ちにしてい
た方々が県内から多数集
まり、部会員のみならず皆
さん熱心に耳を傾け有意
義な研修会となりました。 あたたかい拍手の中、閉会

聴講者の声聴講者の声
●「限界は思考の中にある」という為末さんの言葉
が印象的でした。誰もが突破できないとされて
きた記録を誰かが突破した途端に、何人もの選
手がその記録を越えていく。『思考の中の限界
がなくなった瞬間にパフォーマンスが変わる。』
ビジネスを含め、全ての物事に当てはまる事だ
と思いました。自分自身も思考の中の限界・制
限を外して更にチャレンジしていきます!!
 青年部会 副部会長　国川 晃

●為末氏の講演で一番感銘を受けたのは、「領域を超えて変化し続けること」
です。我々のような中小零細企業の経営は、普遍的な業務形態が多く、あ
まり変化を求めなくても会社経営が可能です。しかしながら、持続可能な
企業として将来のビジョンを定め、永年続けていく企業を目指すのであれ
ば、業種業態を超えてでも、変化をし続けることが重要だと思いました。

　　失敗しても、それを糧に一歩踏み出す勇気が大事であり、その先の自信
にもつながるということ。私自身も会社経営をする上で、気概とヒントを
頂けた素晴らしい講演会をありがとうございました。
 青年部会 副部会長　中村 武史

福井県法人会連合会青年部会連絡協議会
令和3年度研修会

令和3年度税金教室
青年部会が税金教室を担当し22年目を迎えました。次

代を担う子どもたちに税の使われ方や大切さを楽しく理
解してもらうため、訪問型の租税教育の推進に努めました。

コロナ禍が続く中、感染対策のため体育館で開催する
などの工夫をしながら楽しく授業を行い、敦賀税務署管
内の13校、542名の6年生に会うことが出来ました。どの

小学校も、コロナに負けず元気いっぱい‼ 講師を担当し
たメンバーは、ルールを守ってしっかり話を聞いてくれる
みんなに、元気と勇気をもらい無事に終了しました。

訪問先の各小学校の先生方、講師宛てにお礼のお手紙
を書いてくれた皆さん、ありがとうございました。

11/17 みそみ小　講師：篠原 秀和 氏10/29 熊川小　講師：国川　晃 氏  ほか 12/9 沓見小　講師：岡本 弥市 氏
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第11回税に関する
絵はがきコンクール

内　　容  税に関する絵（ハガキサイズ）
応募総数  敦賀市内全小学校11校の5・6年生から961点
審 査 会  令和3年9月14日
審 査 員  審査委員長

 　新世紀美術作家協会会員　谷口 さやか 氏
 敦賀税務署
 　署長　愛場 浩人 氏
 　法人課税部門 統括国税調査官　田中 昭博 氏
 敦賀法人会
 　会長　家髙 伊知郎
 　女性部部会長　篠原 京子
入賞作品  最優秀賞 他／計29名
学 校 賞  敦賀市立粟野小学校
表 彰 式  令和3年10月25日

 　最優秀賞 他　敦賀市立松原小学校
 　敦賀税務署長賞 他　敦賀市立角鹿小学校

女性
部会 税を考える週間 ファミリーコンサート

「クラシック・ジャズコンサート」
女性
部会

敦賀市内の小学5・6年生を対象に「第11回税に関する絵はがきコンクール」を
開催しました。夏休み期間中も感染者が増加し、作品が集まるか応募状況への
心配はありましたが、夏休み明け、敦賀市内全小学校から961点もの力作が寄せ
られホッとしました。

9 月には当会審査委員による厳正な審査を行い、29 点の入賞作品と学校賞に
粟野小学校を選出しました。また、表彰式では上位入賞者の小学校を訪問し、賞
状と副賞を授与いたしました。入賞作品はタペストリーにして公共機関や、各
小学校を巡回し展示を行っています。2月からの確定申告期間には、敦賀税務署
および敦賀市役所でも展示致しますので、皆さま是非ご覧ください。

最
優
秀
賞

最
優
秀
賞

松
原
小
学
校 

6
年

岸
内 

蒼
空
さ
ん

審査会の様子

入賞者表彰式（松原小） 入賞者表彰式（角鹿小）

開催日  令和3年12月3日　　　　 演　奏   ディキシー・ハピネス　
会　場  プラザ萬象  小ホール　　 参加者   108名

毎年回を重ねながら、様々なジャンルの演奏家をお招きして女性部会員のみならず、
地域の皆様にもお楽しみ頂き続けて15回目となる今回は、地元福井県内出身のメンバー
が集うディキシー・ハピネスの皆さんに素敵なクラシック・ジャズをご披露頂きまし
た。2010年に結成以来、嶺北を中心に多数のイベントに引っ張りだこですが、敦賀での
演奏は今回が初めてとの事！ 久々のステージで、笑顔いっぱい力いっぱいの演奏で、聴
衆の手拍子とともに陽気な音色が会場内に響き渡り、幸せなひと時となりました。

不思議な音色のお手製
パーカッションにびっくり！

アンケートより参加者の声アンケートより参加者の声
●初めてジャズの生演奏を間近で聞くことが出来まし
た。珍しい楽器もあり、楽しかった。

●個性豊かなメンバーと音楽、そしてショーそのものが
大変楽しかった。

●低音で響くジャズの醍醐味と、楽しいおしゃべりで、
幸せな心地良い時間を過ごせて感謝です。

●ディキシージャズも初めてで新鮮でした。バンドの皆
さん、ガンバレ！

トランペットなど４つの管楽器とバンジョー、ドラムス、パーカッ
ションの 7人編成で、各楽器のソロやコミカルなパフォーマンスを
織り交ぜ、にぎやかな演奏で盛り上げてくれました。

総 評総 評（抜粋）（抜粋）
第11回展は、小学生の目線で「税」のテーマに向き合う

姿や、その息遣いまでもが素直に感じられる作品が多く、
レベルの高さを感じました。さらに今年は税から受ける

「感謝」の想いだけでなく「未来」を作る次の世代への希望と期待を込めた作品
が印象に残る素晴らしいコンクールとなりました。

谷口 さやか
審査委員長

タペストリー展示の様子（敦賀信用金庫本店）

＊ディキシーランドジャズとは…
ジャズの古典ともよばれ、教会のゴスペルやマーチ、流行歌などを
アレンジして演奏します。

コロナ禍続きで外出を控えていた方も沢山おられたと
思いますが、「久しぶりのコンサートが最高に楽しく、身
体も心も軽くなり元気が出ました！」と「今後もどんどん
演奏会を続けて欲しい」とリクエストの声が多く寄せら
れました。何曲ものアンコールの後には、サイン入りの
CD販売もあり、興奮冷めやらぬままCDを買い求める姿
もありました。アンケートにご協力頂きました皆さまに
感謝致します。次回もお楽しみに！

タペストリー
今後の展示日程

福邦銀行　敦賀支店1/17～1/31
2/16～2/28 敦賀税務署　4F 確定申告会場
3/1～3/31 敦賀市役所　ホール 確定申告会場
3月下旬～ 敦賀信用金庫　各支店を巡回

例年2月上旬の新春研修会の開催は見合わせますのでご了承ください。お知らせ
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働き盛り世代の健康づくり
健康寿命を延ばす食生活

諸会議等諸会議等
開催報告開催報告
令和3年

8月1日～12月31日

敦賀法人会関係

 8 月 3 日 第1回税務税制研修会　坊  孝嗣 先生

 8 月 20 日 会報誌「ほうじんつるが№89」発行

 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〆切

 9 月 14 日（女性部）第11回税に関する絵はがきコンクール審査会

 9 月 16 日（青年部）9月度役員会

 10 月 1 日（県青連）令和3年度研修会（敦賀法人会主管）　為末  大 氏

 10 月 16 日 創立60周年記念事業「トークショー」「スケート教室」  荒川 静香 氏・福田 布貴子 氏

 10 月 25 日（女性部）第11回税に関する絵はがきコンクール表彰式（角鹿小学校・松原小学校）

 11 月 15 日 令和4年度税制改正に関する提言活動（敦賀市・美浜町・若狭町）

 11 月 18 日 11月度役員会

 12 月 3 日（女性部）ファミリーコンサート　Dixie Happiness  （ディキシー・ハピネス）

 12 月 7 日 第2回税務税制研修会　楠  正志 先生

 12 月 17 日（青年部）12月度役員会

塩分のとりすぎに注意しましょう！
福井県民の塩分摂取量をご存じでしょうか？ 平成 28 年度県民健

康・栄養調査の結果では、20歳以上の食塩摂取量が男性10.5g、女性
9.1gと国の目標量（男性7.5g未満、女性6.5g未満）を上回っています。

寒い冬は暖かい鍋や麺類、汁物が多くな
りがちではありませんか？ このような食
事は塩分を多く含んでいるため、塩分過剰
になりやすいのです。そのため塩分を減ら
すよう食べ方に工夫が必要です。

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

昨年11/13～24にかけて国8空
活というイベントが開催され、その
中で、本町商店街にまちなかアート
としてネコのイラストを施す機会を
いただきました。

今は敦賀市を中心とした風景画
を描く事が多いのですが、チョーク
アートを始めた頃はネコを中心に
描いていましたので、初心に戻る事
が出来ました。

そして新年を迎え、商店街近くを
通った時のことです。

信号待ちをしていた時、氣比神
宮への参拝の方々でしょうか？商
店街でネコたちを撮影しながら歩

いてる方々がおられました。
お店の方々も、お客様とのコミュ

ニケーションに繋げてくださった
り。普段商店街に行かない方が足
を運んで、あぁここにこんなステキ
なお店があったんだ！と知っていた
だけるお手伝いが出来たことに感
謝でいっぱいです。

外に描かれたアートというのは、
必ずいつかは褪せたり剥げたりし
ます。それでも思い出は褪せるこ
となく残ります。ご家族と、お友達
と、カップルで、おひとり様で、いろ
んな形で皆様に楽しんでいただけ
れば幸いです。

石丸 智恵 氏　敦賀市在住

Art Board Creation 
SOPHIA

チョークアーティスト
2014年から「鉄道と港のまち敦賀」を
テーマとしたまちづくりを行う上で重
要な場所である金ヶ崎緑地にて開催し
ています。「敦賀港イルミネーション
ミライエ」は、特に来訪者が減少する冬のイベントとして、市民
の皆さんから回収した廃油を精製した燃料（バイオディーゼル）
で発電する環境に配慮したイルミネーションイベントです。近
年多くのメディアに取り上げられ、県内外から多くの来場者が
訪れる、敦賀の冬を代表するイベントになりました。

敦賀港イルミネーション	ミライエ

敦賀港は、明治から昭和初期にかけて、
ヨーロッパとの交通の拠点としての役
割を担い、1920年代にポーランド孤
児、1940年代に「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸した日
本で唯一の港です。資料館「人道の港 敦賀ムゼウム」では、数々
の苦難を乗り越えて敦賀に降り立ったポーランド孤児とユダヤ
難民の史実を中心に、当時の敦賀市民の証言やエピソードのほ
か、今も続く関係者との心温まる交流を紹介し、命の大切さと
平和の尊さを発信しています。

人道の港	敦賀ムゼウム

下記のポイントに注意して塩分の過剰摂取に注意しましょう！

中食や外食は、1 食あたりの塩分量
が多く注意が必要です。牛丼セット
約 7.1g、てりやきバーガーセット約
5.3g、のり弁当約3.8gと多くの塩分
量を含みます。定食などのセットメ
ニューや弁当を食べる際は、味噌汁や
漬物、梅干しを控える等食べ方を工夫
して、塩分量を調整しましょう。
※塩分量は目安です。食材や大きさ等で変わ

ります。

新入会員の紹介
令和3年8月1日～令和3年12月31日

【正会員】
㈱渡辺商会 渡辺   善之 氏
㈱NUCLEAR TECHNOLOGY 佐倉   俊治 氏
㈱共栄電気通信 今安   孝之 氏
㈱翔重建車輌 久畄島 聖人 氏
㈱大塩電気 大塩   進也 氏
㈱ニッテックコンサル 藤本   博文 氏

【青年部会員】
㈱カモコン 加茂   健一 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
敦賀税務署管内（敦賀市・美浜町・若狭町）
に所在のある企業または個人

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
麺類の汁を飲み干していませんか？
例えば、ラーメンのスープには約 5
～8gの塩分が含まれています。汁を
半分以上残した場合では摂取量を約
3～5gに抑えることができます。味
噌汁は汁を少なく具沢山にして「飲
む」から「食べる」にすることもよいで
しょう。

麺類の汁は
飲み干さない1

料理の味を確認せずに調味料をか
けていませんか？ また、うっかり調
味料をかけ過ぎたことはありません
か？ まず食べてみて調味料が必要な
時は、直接料理に「かけず」に、小皿に
用意して「つけて」食べましょう！

調味料は「かけず」に
「つけて」食べる2

塩分の濃さにもよりますが、梅干しは、1
粒で約2g、たくあんは2切れで約1gと多
くの塩分を含んでいるので、食べ過ぎに
要注意。また、ちくわやかまぼこ、ハムや
ソーセージなどの加工食品も塩分を多く
含んでいるため、なるべく食べる量を減ら
す、もしくは減塩タイプを選びましょう。

加工食品の塩分に注意3

旬の食材は、素材そのままでもおいしさ
を楽しむことができます。また、昆布や
かつお等の天然食品のだしのうま味やレ
モン等の酸味、カレー粉や唐辛子等の香
辛料、しそやネギ等の香味野菜を利用す
ると、調味料が少なくても十分おいしく
調理することができます。

旬の食材やうま味、酸味、
香りを上手に活かす4

中食・外食の
塩分に注意5

敦賀市健康推進課
（健康センターはぴふる）
敦賀市中央町2丁目16-52
TEL.0770-25-5311

（平日8：30～17：15）

健康のための１日の
食塩摂取目標量

出典：厚生労働省
　　　「日本人の食事摂取基準2020年版」

男性....................７.５ｇ未満
女性....................６.５ｇ未満
高血圧の人.........６.０ｇ未満

敦賀法人会に入りませんか？
法人会は、税に関する活動で企業や社会に貢献します！

～会員の皆様からのご紹介をお待ちしています～

☆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）
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新型コロナウイルス感染状況により、開催状況・内容等、変更になる場合がございます

S C H E D U L E
T r a i n i n g  &  E v e n t

福井支社敦賀営業所/

TEL 0770-23-5443

福井支店/

TEL 0776-22-1552

今後開催予定の研修会・イベント等の情報をお知らせします

3
金6

時　間  14：00～15：00
会　場  敦賀市総合福祉センター

 「あいあいプラザ」2F  つどいの部屋
対　象  法人会会員
申　込  同封のチラシでお申込みください

21
月2 電子帳簿保存法

改正実践セミナー

コロナによって社会の環境が大きく変わりつつある中、かつて大
きな成果を生み出した「正解を出す」「論理的に考える」「綿密に計
画する」「専門家に頼る」といった「昭和型の優秀人材＝オールドタ
イプ」の価値が急速に毀損しています。本講演では、これまで忌避
されていた「問題を提案する」「直感で動く」「行き当たりばったり」
「シロウトを活かす」といった思考・行動様式を持つニュータイプ
の組織マネジメントについてお話しします。

時　間  第12回定時総会 14：00～15：00
 記念講演会 15：15～16：45（予定）
会　場  ニューサンピア敦賀  若狭の間
演　題  「ニュータイプの時代」
講　師  独立研究者、著作家、パブリックスピーカー、

 ライプニッツ代表　山口  周 氏
申　込  4月以降郵送でご案内します

山口 周
1970年東京都生まれ。
独立研究者、著作家、パ
ブリックスピーカー。電
通、BCGなどで戦略策
定、文化政策、組織開発
等に従事。著書に『ビジ
ネスの未来』『ニュータ
イプの時代』『世界のエ
リートはなぜ「美意識」
を鍛えるのか?』『武器に
なる哲学』など。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学
研究科修士課程修了。
株式会社中川政七商店社外取締役、株式会社モバイルファク
トリー社外取締役。

講師経歴

第12回定時総会・記念講演会
主催：総務委員会

主催：研修委員会

※記念講演会は一般公開です
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