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TOPICS
桶川市民まつり　　毎年11月₃日（祝）
　市制施行（昭和45年・1970）を記念して、毎年11月₃日の文化の日を中心に
行われています。桶川市内の中山道や桶川小学校、ことぶき広場、サン・アリーナ
など、市内数箇所で催されます。
　祭りのメインイベントは、「皇女和宮行列」。
　皇女和宮は、仁孝（にんこう）天皇第八皇女として弘化₃年（1846）に生まれ
ました。文久元年（1861）10月20日 皇女和宮が、徳川 家茂に輿入れする「公
武合体」のため、京から江戸へ下向する中山道の道中、11月13日に桶川宿本陣
で一泊しました。和宮の行列は、先頭から最後尾の間が50㎞に達したともいわ
れ、 中山道の歴史上最大の出来事でした。
　桶川市民まつりでは、この歴史を元に、平成₃年から桶川市民まつりの和宮
役を、市民から公募して行われています。松竹映画の衣装をまとった絢爛な行
列を再現した「皇女和宮行列」を今年もお楽しみ下さい。

【お問合せ】桶川市役所　TEL：048-786-3211

写真提供：桶川市役所
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 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

日　時　₈月18日（土）
場　所　伊奈町制施行記念公園

　さくまひできのミニライブやよさこい、太鼓演奏
などの多くのイベントが実施され、最後には3,500
発の花火が打ち上げられました。

第30回伊奈まつり

 支 部 だ よ り

 桶川支部 女性部 
（支部長　榊　信明）

日　時：　₈月３０日（木）
場　所：　富士食糧㈱・
　　　　　カジュアルフレンチレストラン　ダンデライオン
参加者：　1３名

　富士食糧㈱は、創業 昭和２９年で、昔から親しまれ
てきた健康食品などを製造。良質な大麦に恵まれた
桶川の地で50年以上操業する老舗企業。また、ダン
デライオンは、フランス料理を気取らずにリーズナ
ブルに食べられる。そんなお店でランチを堪能！

日帰り研修会

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

世界の昆虫展「五大陸の昆虫」＆租税教育DVD上映

日　時：　₇月28日（土）～₈月₃日（金）
場　所：　鴻巣市市民活動センター
来場者：　1797人
 
　世界の昆虫展を鴻巣市市民活動センターで₅日間
開催しました。チョウやカブトムシ等の標本約700
点を展示し、租税教育DVDの上映を行いました。
　夏休み中の子供の自由研究に役立ててもらいたいと開催。一億円の重さ体験のレプリカ、
税の絵はがきコンクールの受賞作品展もあり、連日多くの親子さんを中心に大変賑わいま
した。

さいたま営業支店　TEL. 048-641-4050

写真提供：伊奈町観光協会
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 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

 上尾支部 
（支部長　芳賀康三）

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

日　時　₈月2３日（木）午後１：３０～
場　所　北本市　北部公民館　集会所
参加人数　３５名

　毎年恒例の親子木工教室、今年は大盛況でした。
　青年部手作りの材料の板を釘でつなぎ合わせ、
家の形の貯金箱を作っていきます。
　それぞれ親子や近くの友達同士で協力し、全員
が完成して持ち帰ることができました。
　作った後はアイスを食べながら税のDVDを見
て、税金についてのお勉強をしました。

日　時　₉月₇日（金）
場　所　高尾山方面
参加者　３4名

日　時：₈月₄日（土）～₇日（火）
場　所：福島県大沼郡金山町　自然教育村会館
参加者：小学生2５名　高校生₄人　大人1５名　合計　44名

　緑深い自然の中で野外活動を通して大自然と触れ合い、心の豊
かさ、心に緑を持った人間に成長してもらうことを目的とした体
験教室です。
他　共催：吹上ロータリークラブ、吹上レクリエーション研究会

日　時　₈月₂日（木）
場　所　上尾市文化センターにて
参加人数　48名

　上尾支部では税とお金の教育事業公開セミナー　「第₁回親子
マネー講座」を開催し、１７組の親子等合計４８名が参加しました。
　キッズ・マネー・ステーションの八木陽子代表を講師に「生
きていくのに大切な、お金のけいこ」をテーマにお金や税金等
について楽しく学びました。当日はお金のレプリカをはじめ
一億円のレプリカ体験等夏休みの良い思い出にもなりました。

税とお金の教育事業公開セミナー　「第１回親子マネー講座」

子ども自然生活教室

夏休み親子木工教室＆租税教育（協賛） 産業文化視察

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

サマーキャンプ（共催）
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上尾税務署表敬訪問
　上尾税務署の定期異動に伴い、去る₈月₁日会長及び副会長並びに青年・女性部会長の役員により、
新任幹部の皆様へ表敬訪問を行いました。また最近の法人会の地域社会貢献活動状況や、公益社団法
人移行後の活動状況等の報告を行いました。

　この度の人事異動により、上尾税務署長を拝命い
たしました田島でございます。前任の木村同様よろ
しくお願い申し上げます。
　公益社団法人上尾法人会の皆様方には、日頃から
法人会の事業活動を通じまして、税務行政に対して
深いご理解と格別なご支援を賜り心より厚く御礼申
し上げます。
　貴法人会は、「良き経営者を目指すものの団体」と
して、税知識の普及や納税意識の高揚を図るための
各種研修会・講習会の開催や会報誌「法人会あげお」
の発行など、活発な活動を展開されておられます。
　また、正しい税知識の普及、子供の健全育成を目
的とし、北本支部及び上尾支部で開催されていた「税
に関する絵はがきコンクール」を、本年伊奈支部に
も拡大され、今後も更なる拡大を目指し、積極的に
取り組んでいただいております。
　更に、産業祭等の各種イベントでの租税教室の開
催や公開講演会等の地域貢献活動を通じて、会員企
業や地域社会の健全な発展に大きく貢献されてお
り、小川会長をはじめとする役員の方々のご指導と
会員の皆様のご理解、各事業に対する積極的な取組
に心から敬意を表する次第でございます。
　さて、経済活動の国際化や高度情報化など税務行
政を取り巻く環境が大きく変化するなか、国税当局

では、マイナンバーやご自宅等からのＩＣＴを活用
した申告の推進、納税手段の利便性の向上のほか、
申告・納税に役立つ情報の提供などに努めていると
ころです。会員企業の皆様には、貴社のホームペー
ジに国税庁ホームページのリンク設定・バナーの掲
載をしていただき、従業員の皆様の確定申告時等に
ご活用いただければ幸いです。
　ご承知のとおり、来年１0月には消費税率が１0%へ
引上げられるとともに、消費税の軽減税率制度が実
施されます。
　国税当局としましては、事業者の皆様に軽減税率制
度をはじめとする改正された消費税の仕組みを十分に
ご理解いただき、自ら適正な申告と納税を行っていた
だけるよう、制度の円滑な実施に向けた周知・広報、
相談応答等に着実に取り組んでいるところです。
　貴法人会におかれましては、説明会の開催や各種
広報など様々なご協力をいただいているところです
が、導入までの間には、更なる周知・広報が必要と
考えておりますので、より一層の制度周知をお願い
申し上げます。
　貴法人会と国税当局とは、従来から良好な連携・
協調関係を築いていただいており、皆様に税務行政
の良き理解者としてご尽力いただいていることは、
私どもが税務行政を運営していく上で非常に大きな
支えとなっており、誠に心強く感じている次第であ
ります。引続き税務行政の良き理解者として、今ま
で以上のご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
　結びに、公益社団法人上尾法人会の益々のご発展
と会員企業のご繁栄、会員皆様方のご健勝を心から
祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

署長あいさつ

上尾税務署
署長　田島　茂
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上尾税務署の新陣容

新任幹部のプロフィール

役　　　職 氏　　名 前　　職

署　　　　長 田 島 　 茂 関東信越国税局　税務相談室　副室長

副署長（総務・個人課税・資産課税担当） 矢 野 　 直 樹 留　　任

副署長（法人課税・管理運営・徴収担当） 丸 山 　 淳 仙台国税局　盛岡税務署　総務課長

総務課長 冨 岡 　 明 美 関東信越国税局　厚生課　課長補佐

法人課税第一統括官 菅 谷 　 智 仁 行田税務署　法人課税第一統括官

法人課税第二統括官 前 林 　 松 広 留　　任

法人課税第三統括官 髙 橋 　 明 関東信越国税局　調査課　主査

法人課税第四統括官 秋 山 　 孝 留　　任

法人課税総括上席 傳 川 　 貴 子 留　　任

上尾税務署の定期人事異動が₇月１0日付で行われました。

①出身地　②好きな言葉、モットー等　③新任ポストでの一言　④趣味

①埼玉県
②�われ生かす信はわれには唯一なり評する
者のあらば我のみ（窪田空穂）
③�法人会の皆様とは、改正消費税の広報、
e-Taxの更なる普及拡大、租税教室の推
進等について、これまで以上に連携・協調
を図ってまいりたいと考えております。よろ
しくお願いいたします。
④妻と買物

署長
田島　茂

①山形県
②雨ニモマケズ
③�この度仙台局から参りました。法人会の皆
様とは緊密に連携・協調を図りながら、一
緒に汗をかきたいと思っております。よろし
くお願いいたします。
④単身赴任先での観光

副署長
丸山　淳

①栃木県
②日々是好日
③�₃回目の上尾署勤務となり嬉しく思ってお
ります。法人会の皆様方には、租税教育
をはじめ各種活動でお世話になりますが、
よろしくお願いいたします。
④体を動かすこと（ホットヨガ等）

総務課長
冨岡　明美

①栃木県
②おごらず、気負わず、そしてひるまず
③�法人会の皆様とは緊密に連携・協調を図っ
ていきたいと思っております。大変お世話に
なりますが、よろしくお願いいたします。
④バレーボール

法人課税第一統括官
菅谷　智仁

①埼玉県
②小さなことからコツコツと
③�埼玉県の勤務は、秩父、行田、今回の上
尾で₃署目となります。前任同様よろしく
お願いいたします。
④トレッキング

法人課税第三統括官
髙橋　明
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平成30年分　年末調整説明会のお知らせ
　税務行政につきましては、日頃から格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、給与所得者に係る年末調整説明会を下記の日程等により開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　なお、説明会では「年末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などの
パンフレットを使用して説明を行いますので、ご出席の際にはお持ちいただきますようお願い申し上げます。
　また、年末調整関係用紙及び法定調書の用紙が不足する場合には、説明会会場で配付しておりますので、会場
にてお受け取りください。

記

（説明会についてのお問合せ先）
　上尾税務署　　代表電話番号　Tel 048-７７0-１800
　自動音声案内の「₂」をお選びください。税務署の担当部署におつなぎします。

（注）用紙につきましては、これまでどおり税務署の窓口でも配布しております。
　 　また、コピーしたものや国税庁ホームページ【http://www.nta.go,jp】からダウンロードしたものを使用す
ることもできますので、ご利用ください。

※　都合により、指定された会場（日時）に出席できない場合には、他の会場（日時）に出席することができます。
※　上記の会場では、年末調整説明会に引き続き、消費税の軽減税率制度等の説明会も併せて開催しておりますので、是非ご参加ください。

開催日 開催時間 開催場所 対象地域
11月13日（火） 午後1:10～₃:10 桶川市桶川東公民館（₃階大会議室）桶川市末広2-８-29 桶川市
11月20日（火） 午後1:10～₃:10 北本市文化センター（₃階第一会議室）北本市本町1-2-1 北本市
11月21日（水） 午後1:10～₃:10 鴻巣市文化センター（小ホール）鴻巣市中央29-1 鴻巣市
11月22日（木） 午後1:10～₃:10 上尾市文化センター（大ホール）上尾市二ツ宮750番地 上尾市・伊奈町

○　 現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定してい
ますので、適宜ご確認ください。）

○　 「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先に
お電話で事前登録をお願いします。

　　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことを予めご了承ください。
○　 事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、受講いただけない場合があり
ますので予めご了承ください。

○　 説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参下さい。

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

開催日時 開催場所 説明会の
名称等 主催者 留意事項 連絡先日 時間 都道府県 市区町村 地番、建物名

部屋番号等 定員

H30.11.13 午後3:20～
3:50 埼玉県 桶川市

末広2-₈-29
桶川市桶川東公民館
₃階大会議室

100名 軽減税率
制度説明会

上尾
税務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1873

（ダイヤルイン）

H30.11.20 午後3:20～
3:50 埼玉県 北本市

本町1-₂-1
北本市文化センター
₃階第一会議室

110名 軽減税率
制度説明会

上尾
税務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813

（ダイヤルイン）

H30.11.21 午後3:20～
3:50 埼玉県 鴻巣市

中央29-1
鴻巣市文化センター
小ホール

180名 軽減税率
制度説明会

上尾
税務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813

（ダイヤルイン）

H30.11.22 午後3:20～
3:50 埼玉県 上尾市

二ツ宮750番地
上尾市文化センター
大ホール

1000名 軽減税率
制度説明会

上尾
税務署

・説明会場には駐車場は
ございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。
・説明会の受付は、説
明会開始30分前から行
います。

上尾税務署
法人課税第一部門
048-770-1813

（ダイヤルイン）

課軽臨第101号
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健康長寿

　公益活動対策部の活動としては、税理士の職能を生かした社会貢献（地方公共団体の外部監査人・監査委員、
成年後見制度の成年後見人・監督後見人、ＮＰＯ法人・社会福祉法人への支援など）への参画を推進してお
ります。
　話は変わりますが、私が今一番気にしていることは、介護保険証の交付を受ける年齢となり、自分の健康
状態と言えます。できるだけ介護保険を使わずに済むように、少しでも健康寿命を延ばすための良いことは
したいなと思うのです。
　皆さんにおなじみの毎朝６時半のラジオ体操は10年以上ほとんど欠かしたことがありません、昔から変わ
らないオープニングの音楽。まだ寝ていたいときなども義務的に起こされるメロディーとなっています。ラ
ジオ体操の歌が終わるころにはベッドの横のいつもの位置に立ち準備万端です。近くの公園でもラジオ体操
の愛好者が集まっているようなので、そのうちシニア公園デビューとも思っています。
　“ラジオ体操第一”は子供のころから知っているとは言え、体の動かし方などをもう一度正確に覚えようと、
ラジオ体操より５分早く始まるテレビ体操を観たりもしました。
　テレビ体操の構成は、“みんなの体操”と“ラジオ体操第一”と“ラジオ体操第二”が交互に組合せられ
るなどしており、画面を観ていて、足の上げ下げや腕の振りなど自己流となっている部分のあることに気づ
かされ、漫然とやるのではなく筋肉の動きなどを気にしながら効果的な体操を心掛けるようになりました。
　“ラジオ体操第一”のあとに首を縦横回す運動があり、次に“ラジオ体操第二”を行い約10分間の体操の
時間は終わります。運動量としては多くありませんが正しく行えばダイエット効果があると注目もされてい
るそうです。心身ともにスッキリし継続することに意義があり今後も続けたいと思っています。
　このほかに毎日の散歩も健康のために良いとは思っていますが、大変に汗っかきな体質を理由に延び延び
となっております。その代わりに、毎月一度は田舎へ行って実家の周りや畑（休耕地）の草刈りに体の筋肉
をこれ以上は無理というほどまで使っています。雑草の逞しさは、前回の「法人あげお」において克明に書
かれていましたが、私も同感であり雑草に無益の戦いを挑んでいるみたいで非常に疲れます。
　これからも体に良いことは積極的に取り入れ、少しでもストレスを和らげて健康長寿を目指していきたい
と思います。

関東信越税理士会上尾支部　　 　　

公益活動対策部長　 桐　明文

　税理士談話
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◎ご検討・ご契約にあたっては、
　設計書（契約概要）・注意喚起情報・
　ご契約のしおり約款を必ずごらん
　ください。

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、多彩なサービスで企業の繁栄をサポートする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

健康支援　余暇充実

企 　 業 　 経 　 営

「健康経営」をご存知ですか？

「健康経営」に取組んでいる会員企業に
お話を伺ってきました

₁．「健康経営」とは
①�　わが国では、少子高齢化による生産人口の減少、生活習慣病・メンタルヘルス不調者の増加やこれらに伴う
国民医療費増大といった社会的課題が深刻化しつつあります。
②�　こうした社会環境の大きな変化を受けて、企業においても、従業員一人ひとりの労働生産性の維持・向上に
むけた健康増進の重要性がより一層高まっています。
③�　健康づくりを経営戦略の視点、つまり事業としてとらえ、その事業を効果的に展開することで、企業と従業
員がお互いの利益を生み出す経営手法が「健康経営」です。

₂．なぜ今「健康経営」が求められるのか
①�　「健康経営」は、従業員の健康管理、健康づくりの推進・サポートを通じて、医療費の削減のみならず、＜生
産性の向上、創造性の向上、企業イメージの向上など＞さまざまな効果が得られると評価されています。
②�　「アクションプラン２０１８」では、国および政府全体としても「生涯現役社会の構築」に向け、「健康・医療
戦略推進本部」を中心とした各省連携のもとで、さまざまな対策を講じています。
③�　特に、経済産業省が中心となって、「健康経営」を実践している法人を顕彰する「健康経営優良法人認定」は
産業界や企業に対する「健康経営」の普及を促進するとともに、自治体等との地域連携をはかっています。
④�　具体的には“金融機関”の融資優遇や“自治体”の補助金・奨励金、自治体が行う公共工事・入札審査での
入札加点等で、顕彰制度は各地域に広がっています。
⑤�　「健康経営優良法人認定」からは「従業員の健康意識の向上」や「企業イメージの向上」、「採用・求人の応募
者増加」に効果があったとの声があがっています。国に認定されている企業は、社会からも評価され、人材確
保にもつながっています。

　株式会社情報化ビジネスの小川社長にお話を伺ってきました。

①　わたしは「健康経営」＝「健全経営」と考えています。
　　健康な職場があればこそ、正常に経営が行なえるわけです。
　　企業経営は、地に足をつけなければできません。
②�　わたし自身も定期的に健康診断を受け、日々の生活に運動を取
り入れたりして、健康に留意しています。
③�　大同生命から紹介してもらった活動量計も役立っています。
　　日々のカロリーや睡眠の質まで分かるのでおもしろいです。
④　当社はおかげさまで今年５０周年を迎えました。
　　これも社員の健康があってのことと思います。
⑤�　引き続き、社員の健康と自分自身の健康に気をつけて、地に足のついた企業経営に取組みます。
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法人会が提供している会員サービス一覧
〇詳しくは下記提携先または所属法人会事務局へお問い合わせください。 平成 30 年₉月 12 日現在

サービス内容 提携先 優遇概略  (金額概算）

インターネット
バンキング

初年度手数料無料
または減免

埼玉りそな銀行

・りそなビジネスダイレクト
　 基本利用手数料：月額5,400円を初年度半年間2,700円に50%

減免
 (計16,200円減免）
・りそなビジネスダイレクト(Mini)
　基本手数料：月額2,160円を初年度半年間全額免除
 (計12,960円免除）

武蔵野銀行
・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円を初年度全額免除
 例：TYPEⅢ　(計44,2８0円免除）

埼玉縣信用金庫
・さいしんダイレクトビジネス
　基本利用料：月額2,160円を初年度全額免除
 (計25,920円免除）

川口信用金庫
・法人向けインターネットバンキング
　基本手数料：月額3,240円を初年度全額免除
 (計3８,８８0円免除）

青木信用金庫
・新インターネットバンキング(法人)
　基本手数料：月額1,0８0円を初年度全額免除
 (計12,960円免除）

飯能信用金庫
・はんしんWeb-FBサービス
　基本手数料：月額1,0８0円を初年度全額免除
 (計12,960円免除）

法人会サポート
ローン

各種手数料等免除
または金利優遇

埼玉りそな銀行 ・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

武蔵野銀行 ・むさしの「企業力」
　金利0.2%優遇

埼玉縣信用金庫 ・会員サポートローン「元気力」
　財務診断表を無料作成

遺言信託 取扱手数料優遇
または提携信託紹介

埼玉りそな銀行 ・契約時の取扱手数料15%割引(りそな銀行代理店)
　遺言書作成から遺言執行までりそながサポートします

武蔵野銀行
・千葉銀行と提携
　 遺言作成時の不安を解消する、遺言作成サポートサービスが

あります
埼玉縣信用金庫 ・㈱山田エスクロー信託と提携

　遺言書の作成や保管、執行時のお手伝いをいたします
川口信用金庫 ・ほがらか信託㈱と提携

　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

企業間における信用
リスク調査を低料金で
提供

AGS株式会社 ・企業情報＋格付け情報を2,000円（税別）で提供
　平成27年₆月より海外企業調査レポート取扱開始

PET検診 がんPET検診料金
1割引 国立がん研究センター

・１人当たり検診料金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

１１月は個人事業税第₂期分の納期です
　₈月にお送りした納付書により、お近くの金融機関等で忘れずに納めてください。納付書を紛失された場合には
再発行いたしますので、お近くの県税事務所へご連絡ください。
　個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハガ
キで行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。簡単に行うことができますので、是非ご利用ください。なお、
利用開始手続に₂か月程度要するため、これから手続をしていただくと、平成３１年度からのご利用となります。
　個人事業税について、詳しくはお近くの県税事務所又は県税務課（ＴＥＬ０４８･８３０･２６６４　FAX０４８･８３０･４７３７）へお
問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税（http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiind
ex/z-２-４.html）」をご覧ください。

県税からのお知らせ



− 10 −

₇月～₉月　主な事業とアルバム

平成３０年₈月平成３０年₇月
日 事業名
₂ 月 在職老齢年金のしくみ研修会の打合せ

₃ 火 上尾支部　役員会

₅ 木 正副会長・委員長・部会長会議

₉ 月
女性部会　役員会

鴻巣支部　組織強化事業

11 水 伊奈支部　青少年健全育成寄付 ・正副支部長会議

12 木 消防訓練

20 金 青年部会　役員会

24 火 女連協南部ブロック　タックスツアー　下見

25 水
在職老齢年金のしくみ研修会

桶川支部　青年部暑気払い

26 木 税制委員会

27 金
パソコンセミナー（エクセル初級）

上尾支部　ボウリング大会

28 土 鴻巣支部　昆虫展＆租税教室～₈/₃（金）

日 事業名

1 水
上尾税務署表敬訪問

上尾支部原市地区花火大会（協賛）

2 木 上尾支部　親子マネー教室

3 金
総務委員会

桶川支部　幹部会

4 土
上尾支部　あげお花火大会（協賛）

吹上支部　自然生活教室サマーキャンプ（協賛）～₇日（火）

6 月 初級簿記講座～₇日（火）

8 水 桶川支部　役員会

9 木 女連協南部ブロック　タックスツアー打ち合わせ会議

18 土 伊奈支部　伊奈まつり（協賛）

20 月 女連協南部ブロック　タックスツアー inサンシャイン水族館

21 火 研修委員会

23 木
決算期別法人税務説明会

消費税軽減税率説明会

27 月 パソコンセミナー（エクセル中級）

30 木 伊奈支部　役員会

平成３０年₉月
日 事業名

7 金

青連協合同セミナー

北本支部　産業・文化視察

鴻巣支部　地区役員会

10 月 上尾税務署連絡協議会　役員会

12 水

広報委員会

北本支部　ふれあい家族の日・絵はがきコンクール審査会

伊奈支部　女性部全体会議

14 金
鴻巣支部　女性部寄せ植え教室

上尾税務署　租税教室講師研修会

18 火 法人会のつどい下見

19 水

新設法人税務説明会

決算期別法人税務説明会

消費税軽減税率説明会

25 火 パソコンセミナー（エクセル上級）

26 水 上尾支部　女性部寄せ植え講座

7/25　在職老齢年金の
　　　しくみ研修会

7/27　パソコン
　　　エクセル初級講座

8/6 ～ 7　初級簿記講座 8/27　パソコン エクセル
　　　中級講座

9/7　青連協合同セミナー

法人会キャラクター
けんたくん
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8/20　第10回　税と夏休み親子でTaxツアー　INサンシャイン水族館

　毎年夏休みに行われております女連協南部ブロック（朝霞・浦和・大宮・上尾法人会）の租税教育事業。今年
は上尾法人会女性部会の主幹で、池袋のサンシャインシティで行われました。
　午前中は租税教育、総勢213名が一同に会しての租税教育は圧巻でした。
　開会式後、まずは租税教育DVD「マリンとヤマトの不思議な日曜日」を視聴し、次に浦和税務署税務広報広聴官
による税金クイズが行われました。参加児童さんより「今まで税金のことはよくわからなかったけれど楽しいア
ニメDVDだったので、よくわかりました。」との声も多く聞かれました。
　質問コーナーも活発に行われ、他の国の消費税の%についての質問や、外国に進出した日本企業の税金に関し
ての難しい質問があり、税務署の担当官からの答えに真剣に耳を傾けている姿がみられました。
　休憩時間では、一億円の重さ体験コーナーにて、予想以上の重さに驚く親子さんの姿がみられました。
　昼食をはさみ、午後はサンシャイン水族館で自由見学を行いました。沢山の魚に負けない沢山の参加者の皆さ
んや他のお客さんで満員の水族館でしたが、涼しげな水中ショーや空飛ぶペンギンなど、楽しいひと時を過ごし
て頂けたようでした。

₁　受付　

₅　一億円の重さ体験コーナー

₂　開会式

₄　税金クイズ ₆　閉会式

₇　集合写真

₈　水族館にて水中ショー
₉　空飛ぶペンギン　その₁ 1０　空飛ぶペンギン　その₂

₃　DVD「マリンとヤマトの不思議な日曜日」視聴
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新会員紹介 よろしくお願いします 平成30年8月末日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所
上尾支部 FJホールディングス㈱ 不動産管理業、業務委託 上尾市原市1352-1
上尾支部 ㈱ジャストフィット 建設業 上尾市瓦葺544
上尾支部 伴江塗装 塗装工事業 上尾市瓦葺2716　尾山台団地4-5-306
上尾支部 外崎　知一 建設業 上尾市原市北1-26-13　ウッディウォームハイツ101
上尾支部 ㈱TCS-project 接骨院 上尾市上町1-2-28
上尾支部 ㈲エクステリア庭研 建設業 上尾市向山527-25
上尾支部 ㈱建装美 内装工事業 上尾市中新井520-147
上尾支部 岡田　昌章 自動車工業 上尾市中分3-211
桶川支部 ㈱日吉工務店 建設業 桶川市坂田1659-1
桶川支部 串バー　御御御 飲食業 桶川市寿2-1-1　黒須ビル103
桶川支部 宮川　晃 税理士業 桶川市鴨川2-21-18
桶川支部 社会保険労務士行政書士　楠原事務所 社会保険労務士、行政書士業 桶川市川田谷2816-7
北本支部 青戸総業 リフォーム、ハウスクリーニング業 北本市高尾5-45
鴻巣支部 （一般社）鴻巣フットボールクラブ スポーツクラブの運営事業 鴻巣市生出塚1-1-3
鴻巣支部 ㈱永和建工 防水工事業 鴻巣市小松4-2-13
鴻巣支部 ㈲加藤建物 不動産賃貸業 鴻巣市滝馬室913
鴻巣支部 福原　正人 飲食店 さいたま市北区日進町3-717-104
伊奈支部 ダイヤ流通㈱ 運送業 伊奈町小室1411

平成３０年８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３０年　₆月末 ３,０9８ １,０８８ ８７７ １,１３６ ３０5 ６７２ ７,１７６
会員数　平成３０年　₈月末 99６ ４０７ ３８４ 5６８ １１０ ２６７ ２,７３２
加入率（％） ３２.１% ３７.４% ４３.８% 5０.０% ３６.１% ３9.７% ３８.１%

　今年度の年会費は、₆月28日（一部₆月18日）にご指定の口座より口座振替手続きをさせていただきました。また
振込にて入金をして下さった方もご入金有り難うございました。
　口座振替の方は、振替済となっているか、また金額相違等ございませんか、ご確認頂きます様お願い申し上げます。
万一、振替や振込がなされなかった会員様は12月28日に再引落、振込の締切日となっております。よろしくお願い
いたします。

会員年会費納入の御礼

プログラム●と　き
　平成３０年1０月2０日（土）
●と こ ろ
　北本市：北本市文化センター
●入場料
　無　料（自由席）

【募集人員】
　先着 ３５０ 名（定員になり次第締め切り
とさせていただきます。）
【申込方法】
　7 月号同封のチラシにご記入のうえお
申込みいただき、FAX で予約受付 No. を
お取りください。（当日予約受付 No. を
お持ちください。）又は、上尾法人会事
務局へお電話下さい。Tel ０48-776-2５7３

第一部　式　　　典　１３:１5 ～ １4:00
� 一般のお客様も式典より入場できます。是非どうぞ。

第二部　公開講演会　１4:１0 ～ １5:25
　　　　　「出張 !�ゴルゴ塾�命の授業」
� 　講師　ゴルゴ松本�さん

カリブ海の島国“トリニダード・トバゴ”で生まれた、ドラム缶で
できた音階打楽器「スティールパン」。「世界一、人の心を癒
やす」とされるその涼しげな音色と、大人から子どもまで楽し
める迫力のライブをお楽しみください。

第三部　�スティールパンライブ
� １5:40 ～ １6:３0

≪休　憩　１0 分≫

≪休　憩　１5 分≫

第27回法人会の集い

ゴルゴ松本さん


