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TOPICS
石戸蒲ザクラ
　石戸蒲ザクラ（いしとかばザクラ）は、埼玉県北本市石戸宿にある東光寺の
境内にあります。
　樹齢800年といわれ日本五大桜に数えられる名木で、大正11年（1922）10月
12日に国指定天然記念物となりました。
　名前の由来は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟である「蒲冠者源範頼
（かばのかじゃみなもとののりより）」にちなんでついたと伝えられ、樹種は、和
名「カバザクラ」という世界でただ₁本の品種で、エドヒガンとヤマザクラの自
然雑種と考えられております。
　天然記念物に指定された当時は₄本の幹があり、幹の周囲が11ｍの立派な
桜でしたが、現在は₁本の幹と孫生えで、樹高約12ｍ、根回りは約7.2ｍです。
　毎年₄月10日前後に淡いピンク色の可憐な花を咲かせます。

北本市より
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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

 支 部 だ よ り

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

新春経済講演会：「グローカル視点での地域経済の活性化」　三神万里子氏

【日　時】₁月₉日（火）　【参加者】52名
【場　所】伊奈町役場

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

日帰り税務研修会　～世界一「牛久大仏」と「あんこう鍋」に舌鼓～

　世界一の大仏様「牛久大仏」を見学・体
験し、いわき市塩屋崎で絶品「あんこう鍋」
を堪能して参りました。その後、温泉にも
入浴して、日頃の疲れを癒すことができま
した。

【日　時】₂月１４日（水）
【参加者】2９名
【場　所】茨城県牛久市・福島県いわき市

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

役員研修会、役員会＆日帰り税務研修会

【日　時】₁月１8日（木）
【参加者】37名　
【会　場】鴻巣：市民活動ｾﾝﾀｰ

税務研修…講師：上尾税務署
　　　　　　　　　　竹永第一統括官
厚生制度研修…講師：提携生損保₃社
役員会…組織状況、研修会、部会活動

【日　時】₃月₈日（木）
【参加者】33名　
【会　場】和光市税務大学校　他

役員研修会・役員会 日帰り税務研修会
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 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

 鴻巣・吹上支部　青年部会 
（鴻巣部長：小川和義　吹上部長：吉田幸司）

新春税務研修会＆女性部会公開研修会

合同視察研修会

【日　時】₂月25日（日）～₂月2６日（月）
【参加者】₇名　【場　所】群馬県沼田市

【講　師】上尾税務署 木村智明 署長
【会　場】北本市商工会館　
【参加者】20名

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

びっくりひな祭りに協賛しました

沼田市観光協会（鴻巣市観光協会と友好交流協定を締結）代表訪問など
も行いました。

（株）ニチネﾝ水工場見学 小林社長による講演会・名刺交換会 老神温泉　白壁の宿ニュｰ牧水苑（ニチネﾝグルｰプ）

ＵＤトラックス工場見学と「安全運転」研修会　　
【講　師】ＵＤトラックス社員　　
【会　場】ＵＤトラックス（株）上尾工場　【参加者】１8名

【会　場】徳樹庵
【参加者】3４名

新春税務研修会
₂月₉日（金）

大相撲と税 新年会

女性部会公開研修会　₃月₁日（木）

【日　時】₂月１６日（金）～₃月１１日（日）
【メイﾝ会場（１0:00～2１:00（最終日１5:30まで）】
エルミこうのすショッピﾝグモｰル

【サテライト会場（９:00～１7:00）】
コスモスアリｰナふきあげ、花と音楽の館かわさと「花久の里」、農産物直売所「パ
ﾝジｰハウス」、産業観光館「ひなの里」、コスモスふきあげ館、吹上生涯学習ｾﾝﾀｰ

歴史的鴻巣雛のまちとして、鴻巣市を広く市内外にＰＲすることと、すべての市民でひ
な祭りを楽しむこと、観光客を広くお迎えし、まちを明るく元気にすることを目的に、
今回は１４回の開催となりました。
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県税からのお知らせ

平成30年３月分（４月納付分）～の
協会けんぽの保険料率についてお知らせします。

埼玉支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。

皆さまのご理解を
お願い申し上げます。

給与・賞与の

9.87％
平成30年
2月分

（3月納付分）
まで

給与・賞与の

1.65％
平成30年
2月分

（3月納付分）
まで

給与・賞与の

9.85％
平成30年
3月分

（4月納付分）
まで

給与・賞与の

1.57％
平成30年
3月分

（4月納付分）
まで

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第₂号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※ 賞与については、支給日が₃月₁日分から変更後の保険料率が適用されます。

なお、平成30年度の都道府県ごとの健康保険料率は、支部別に「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。

健康
保険料率

介護
保険料率
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　₅月は自動車税の納期です。
　金融機関やコンビニで納付できます。また、パソコンなどを使ってWebサイト「Yahoo ！公金支払い」を利用したク
レジットカード納付やインターネットバンキング等を利用したペイジー納付もできます。
　忘れずに、₅月３１日（木）までに納めましょう！
　納税通知書は、₅月₇日以降、お手元に届く予定です。
　埼玉県では、自動車税を納期限までに納税して領収書等を協賛店で提示すると、割引などのサービスが受けられる自動
車税「納めてプラス！」キャンペーンを実施しています。詳しくは「埼玉県　納めてプラス」で検索してください。
　※自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コールセンター
　　にご連絡ください。
　なお、自動車税収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみどりの保全や創出などに活用させてい
ただいています。

・自動車税：自動車税コールセンター（TEL：050-3786-1222）
・彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課（TEL：048-830-3140）

問合せ
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サービス項目 提携先 サービス内容 割引相当額（概算）
インターネット
バンキング

埼玉りそな銀行
武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫
川口信用金庫
青木信用金庫
飯能信用金庫

初年度手数料無料
または減免

・りそなビジネスダイレクト
　　基本手数料月額 5,400円を半年間

月額2,700円に減免 　　　　　(計16,200円）
・りそなビジネスダイレクト(Mini)
　　基本手数料月額2,160円を半年間免除

(計12,620円）
・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

　　　　　                        (年間44,280円）
・さいしんビジネスダイレクト
　　基本利用料月額2,160円

　　　　　                        (年間25,920円）
法人会サポートローン 埼玉りそな銀行

武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫

取扱事務手数料免除
または金利優遇

・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
・むさしの「企業力」
　　　　　金利優遇あり
・埼玉縣信用金庫　「元気力」
　　　　　財務診断表を無料作成

遺言信託 埼玉りそな銀行 取扱手数料優遇
従来の取引から相続までフルカ
バーします

◦埼玉りそな銀行、りそな銀行
　　契約時の取扱手数料15%割引

武蔵野銀行 弁護士の資格を持つ社員が多
く、係争案件に強い

◦㈱朝日信託（信託業務提携先）

埼玉縣信用金庫 不動産全般に強く、不動産案
件を得意とします

◦㈱山田エスクロー信託（信託業務提携先）

川口信用金庫 取扱手数料優遇 ◦ほがらか信託㈱　(信託業務提携先）
　　　　　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

AGS株式会社 企業間における信用リスク調
査（東京商工リサーチ）を低料
金で行う
平成27年６月より海外企業調
査レポート取扱開始

通常₁件５～７万円を2,160円で提供
　約48,000円（50,000円－2,160円）

PET検診 国立がん研究
センター

がんPET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

₁人当たり割引額10,000円～20,000円

平成29年９月７日現在

会員のメリット
提供している会員サービス一覧

知っていますか？



法人会がおすすめする健康診断制度
１日人間ドック形式による

１年に１度この機会に経営者の皆様始め、従業員、
ご家族の健康をお確かめください。

コース名・検査項目

オプション検査多数 〈上記コース受診の方に対し、ご希望により行います（別料金）〉

★料金・申込方法は、黄色の封筒 にてご案内致しております。 健診バスがお近くに
まいります。一般財団法人　全日本労働福祉協会

〒143-0016　東京都大田区大森北1-18-18　電話03-5767-1714（直通） ※詳細はチラシをご覧ください

昨年度から
福利厚生事業の

一環として法人会
会員特別料金にて

健康診断を
実施致します。

充実の内容を
短時間で受診

頂けます
（約２時間） 生活習慣病予防検診

コース・項目 一般料金 会員料金 値引き額
総合コース（ドック健診）全 57 項目
A コース + 超音波（腹部、胆・肝・膵・腎・脾５臓器）
+ 腫瘍マーカー（CEA・AFP・CA19-9）検査 + 肝炎検査（B 型・C 型 )

52,552 円 34,074 円 -18,478 円

Aコース（基本コース）全 47 項目
腎機能検査・肝機能検査・膵機能検査・糖代謝検査・
高脂血症検査・高尿酸血症検査・血液検査・便潜血検査・眼底検査・
眼圧検査・診察等

27,475 円 19,414 円 -8,061 円

Sコース（若年者コース）全 44 項目
A コースの消化器系（胃部 X 線・便潜血）検査を省略したコース 21,384 円 15,176 円 -6,208 円

　健診会場・日程：H30.₅.15　上尾市文化センター　　H30.₅.19　北本市文化センター
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新会員紹介 よろしくお願いします 平成30年 2月28日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所
上尾支部 （株）Gives 映像制作業 上尾市緑丘1-14-32
上尾支部 （株）Hotch　Potch 広告代理業 上尾市東町1-2-1
上尾支部 幸和管工（有） 管工事業 上尾市宮本町8-15
上尾支部 （株）向川原工務店 建設業 上尾市西宮下3-54-205
上尾支部 トモノ工業（株） 左官業 上尾市平方1687-15
上尾支部 （有）イセ住設機器 建設業 上尾市畔吉1085-4
上尾支部 クルスト（同） 不動産業 上尾市中妻3-13-10
上尾支部 （同）MSリソース 経営コンサルタント業 上尾市浅間台4-12-14-202
上尾支部 （株）LIFE 美容業 上尾市柏座2-3-29-3F
上尾支部 （株）ライズ サービス業 上尾市弁財1-6-12
上尾支部 （株）コタニ 塗装業 さいたま市西区高木161-52
上尾支部 （株）グローバルジャパン その他の各種商品卸売業 さいたま市北区宮原町4-144-4
桶川支部 若松家 飲食業（うなぎ） 桶川市北1-7-16
桶川支部 （株）永越商店 業務用食品卸売業 桶川市西2-11-9
桶川支部 コーラルリーフ 飲食業 桶川市泉1-1-11
桶川支部 （株）スタートラベル 旅行業 桶川市朝日2-24-3-103
桶川支部 （有）アーガス 自動車販売業 桶川市下日出谷西2-19-12
北本支部 （株）小田建設 建設業 北本市山中1-154-3
北本支部 （株）今埜工業 建設業 北本市朝日3-164
北本支部 （有）アヴェク 贈答品卸売業 北本市朝日2-163-2
北本支部 金本企画 金型設計・製作 北本市中丸2-232-1
北本支部 埼京トリム 事務機器販売 北本市下石戸下650
鴻巣支部 （株）コンプライド 中古車販売業 鴻巣市上谷1838-1
鴻巣支部 （有）鴻巣宅地建物管理事務所 不動産業 鴻巣市滝馬室313-3
鴻巣支部 （株）大野商事 建設業　業務用冷蔵庫設置工事 鴻巣市宮前663-2-201
鴻巣支部 （株）Hinaコーポレーション 化粧品販売業 鴻巣市八幡田904-5
鴻巣支部 榎本工業（株） 建物解体業 加須市中種足1686
鴻巣支部 熊谷ロジテム（株） 運送業 比企郡吉見町丸貫283-1
伊奈支部 （株）イーストンファミリー サービス業 北足立郡伊奈町寿2-313

平成30年₂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　平成28年　₆月末 3,094 1,087 869 1,117 303 667 7,137
会員数　平成30年　₂月末 1,013 409 386 572 115 273 2,768

加入率（％） 32.7% 37.6% 44.4% 51.2% 38.0% 40.9% 38.8%

1 月～ 3月　主な事業
月 日 事業名

１
月

5 金 上尾税務署表敬訪問

9 火 パソコンセミナー（エクセルデータ集計）

〃 〃 伊奈支部　新春公開講演会

14 日 桶川支部　女性部日帰り研修会

17 水 レベルアップ税務説明会（₃月決算）

〃 〃 決算期別法人税務説明会

18 木 鴻巣支部　役員会・新年会

22 月 青年部会　租税教育　鴻巣市
馬室小学校

24 水 青年部会　租税教育　上尾市
上平北小学校

25 木 吹上支部　新年賀詞交歓会

26 金 正副会長会議

〃 〃 理事会

月 日 事業名
1
月26 金 新春公開講演会

２
月

1 木 女性部会　正副部会長会議

2 金 パソコンセミナー（パソコン入門）

5 月 鴻巣支部　会員増強会議

6 火 上級簿記講座　～₇日（水）

7 水 桶川支部　青年部ゴルフ大会

8 木 第21回　美術展覧会　～ 14日（水）

9 金 北本支部　新春税務研修会・新年会

〃 〃 伊奈支部　役員会

14 水 桶川支部　日帰り研修会

15 木 研修委員会

16 金 厚生委員会

〃 〃 鴻巣・吹上支部びっくりひな祭り
（協賛）　～₃ /11（日）

月 日 事業名

2
月

21 水 組織委員会

25 日 鴻巣・吹上支部合同青年部視察
研修　～ 26日（月）

３
月

1 木 北本支部　女性部会公開研修会

6 火 青年部会　正副部会長会議

8 木 鴻巣支部　日帰り税務研修会

13 火 広報委員会

15 木 鴻巣支部　正副支部長・青年部・
女性部　合同会議

16 金 税制委員会

〃 〃 北本支部　反省会

19 月 女連協南部ブロック　会議

23 金 総務委員会

27 火 決算期別法人税務説明会
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1/5

1/26

2/10 ～ 2/14

税務署
表敬訪問

新春公開講演会

第21回美術展覧会

矢島女性部会長による
花束贈呈

1/17 法人税務
説明会

　上尾法人会では、₁月2６日（金）上尾市文化ｾﾝﾀｰ小ホｰルにて理
事会が行われ、第二部において新春公開講演会が開催されました。
　今年度は、元柔道日本代表 金メダリスト古賀稔彦氏をお招きして「夢、
目標にチャレﾝジ！～挑戦する事の大切さ～」と題した講演でした。
　初めはＤＶＤの視聴でしたが、左膝に大怪我を負いながらも金メダ
ルを獲得したバルｾロナオリﾝピック、谷本歩実氏のコｰチとしての
オリﾝピック、そして現在の活動と、講演会の最初から感動的な内容
で、涙する受講者が見られました。
　その後会場が明るくなって古賀稔彦氏が登壇し、講演がスﾀｰトし
ました。親しみのある熱い口調で、実に
尊い経験をユｰモアを交えて語り、時に
は受講者に質問をしたり回答者にサイﾝ
色紙のプレゼﾝトをするなどのサプライ
ズもあって、あっという間の講演でした。
　聴講された方からは、今日の内容はと
ても素晴らしく、沢山の若い人にこそ聞
いてほしいとの感想が聞かれました。

1/5 税務署
表敬訪問

1/22 1/26 新春理事会
鴻巣市立馬室小学校

租税教室

講師 古賀稔彦氏

長年愛されました美術展覧会ですが、今回限り
で幕を降ろします。ありがとうございました。

閉会挨拶をする中村卓委員長
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　30年度会費納入について、下記の通り取扱い
いたしますので宜しくお願い申し上げます。
 口 座 振 替・・・・毎年6月28日届出の金融機

関より、口座引き落としに
よる納付。

 振込み納付・・・・5月末頃に振込依頼書を送
付いたしますので、最寄り
の金融機関から振込みによ
り納付。

 持　　　参・・・・事務局に直接持参し納付。

会費納入についてのお願い

法人会すべての会員を対象に税
制改正アンケート調査を実施し
ています。是非アンケート調査
のご回答にご協力賜りますよう
お願いいたします。

法人会会員の皆様へ・・・皆様の貴重なご意見が国の税制改正に反映されます。

１．アンケート調査期間・・・・・・・・・・・・・ 平成30年₄月上旬～₅月６日
２．アンケート用紙配布時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年₄月上旬
　　（インターネットでも回答できます。）
３．回答締切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年₅月₇日

税制改正アンケート調査にご協力をお願いします。

（公社）上尾法人会
定時総会 公開講演会

　フジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」にてコメンテーター
を務める生物学者・評論家の池田清彦氏。
　講演では、生物学者の目を通して人間の生き方はどうあ
るべきか、また人生を楽しく生きるためのヒントをご紹介
いただきます。ご多忙中とは存じますが、皆さまのご参加
をお待ちしております。

● 生物学から観たホンマでっか !? な生き方
● がんばらない生き方～人生を楽しく生きるために～

★講師プロフィール★
生物学者、早稲田大学教授。１９4７年東京に生まれ
る。東京教育大学理学部生物学科卒、東京都立大学
大学院理学研究科博士課程生物学専攻単位取得満期
退学、理学博士。山梨大学教育人間科学部教授を経
て、現在、早稲田大学国際教養学部教授、山梨大学
名誉教授。高尾５９９ミュージアム名誉館長。専門の
生物学分野のみならず、科学哲学、環境問題、生き
方論など、幅広い分野に関する７0冊以上の著書を持
つ。新聞、雑誌、テレビなどでも活躍している。現在、
フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」に出演中。また、

「まぐまぐ」で、メルマガ『池田清彦のやせ我慢日
記 』（http://www.mag2.com/m/0001657188.
html）を隔週で配信中。

平成30年₅月25日（金）１5：３０～１７：００

上尾市文化センター小ホール（5F）
（上尾市二ツ宮750　TEL：048-774-2951）

無料【定員100名になり次第締め切ります】

公益社団法人　上尾法人会

日　時

会　場

聴講料

主　催

① 開催日時　　  ５月25日㈮
　 定時総会　　  14：00～
　 公開講演会　  15：30～
　　（講演会の申込はチラシをご参照ください）

　　　　１.平成29年度収支決算承認の件　

　　　　　２.報告事項

　　　　　　・平成29年度事業報告　・平成30年度事業計画

　　　　　　・平成30年度収支予算　

② 開催場所　上尾市文化センター　小ホール　
　　　　　　 上尾市二ツ宮750
　　　　　　　TEL　048－774－2951

第６回定時総会

早稲田大学国際教養学部教授
山梨大学名誉教授 池田清彦氏

▼ ①～⑤を添えてご応募ください

「私のふるさと」の写真を募集します
皆様のふるさと写真と一言コメントをご応募ください

① 写真の場所
② 写真への一言コメント
③ 支部名

④ 事業所名
⑤ 出品者の本名
  （掲載はペンネーム可）

〒362-0017 上尾市二ツ宮750　上尾商工会館内
　　　　　　（公社）上尾法人会　広報委員会　宛ご応募先


