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TOPICS
鴻巣夏まつり　2019年₇月13日～2019年₇月15日
　「鴻巣のみこしは関東随一！」その理由は、みこしの数の多さ。
　中山道が日本最長級約₃キロメートルにわたり中山道が（人形から
加美まで）歩行者天国となり、その中を12基の勇壮なみこしが練り歩
きます。渡御の様子は、まさに圧巻です。
　100年以上の歴史を誇る伝統行事として、中山道に入りきれないほどの
人でにぎわいます。鴻巣の暑い夏のトップをきる「鴻巣夏まつり」です。

【歩行者天国日時】
₇月14日（日曜日）午後₂時30分から午後9時
※みこし渡御は午後₃時からとなります。

写真提供：鴻巣市
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 支 部 だ よ り

 上尾支部 
（支部長　遠藤亘持）

第２回親子マネー講座

【日　時】₇月30日（火）14：00～15：30
【会　場】上尾市文化センター　201号室
【テーマ】ハンバーガーから学ぶ世界のお金
【講　師】キッズ・マネー・ステーション　代表　八木　陽子 氏
【参加費】無料　【定　員】60名
詳細は法人会ＨＰにてご確認ください。
お申込み・お問合せはこちら

（公社）上尾法人会上尾支部事務局 048－773－3111（代）

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

役員会

「ミニ税務研修と寄せ植え体験」

【日　程】₅月15日（水）
【場　所】桶川市商工会館
【人　数】₉名
令和元年度の支部事業計画について話し
合いました。また、今年度も会員拡大を
目標に掲げ事業等を行っていきます。
今年度から女性部中心に絵はがきコン
クールに参加するためその詳細や今後の
流れについて説明しました。

【日　程】₃月29日（金）
　　　　 10：00～税務研修　10：30～寄せ植え体験

【場　所】北本市文化センター 第₃会議室
【人　数】21名（内11名会員外）
10時から上尾税務署 上席国税調査官 佐々木高志さんをお呼び
し、ミニ税務研修として消費税、軽減税率のお話を伺いました。
みなさん資料に目を通し、質問されたりと熱心に参加されてい
ました。10時半からは㈲ワカバグリーンから代表取締役 藤波 
貢さんを講師に寄せ植え体験を行いました。時間をオーバーす
るほどの熱量でご指導いただき、₉種類の観葉植物を大きな鉢
に植え、みなさん素敵な作品をお持ち帰りになりました。

７月の予定
青年部では、7/12（金）暑
気払いを予定しております。
女性部では、７/11（木）UD
トラックス株式会社日帰り
研修会を予定しております。
詳細決まり次第、ご案内さ
せて頂きます。

寄せ植え体験

寄せ植え体験 ミニ税務研修

◎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、企業の繁栄をサポートする多彩な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  他

健康支援　余暇充実

企 　 業 　 経 　 営

参加者
募集中です
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 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

【日　程】₆月₉日（日）
【場　所】コスモスアリーナ吹上
【人　数】約450名
スポーツを通じて障がい者や高齢者の社会
参加を促進するとともに地域に根差したボ
ランティア活動の一層の発展を図ることを
目的とした、市制施行65周年記念「ふれあい
運動会2019」に協賛させていただきました。

【日　時】₆月13日　16時～17時30分
【会　場】こうのすシネマ　多目的ホールＡ
【講　師】岩崎順子　氏
【参加者】80名

鴻巣支部の集いの無料公開講演会に岩崎順子氏を講師に
お招きして「いのちは受け継がれて・・・」の講演会を
行いました。手話通訳の方も来ていただきました。

また、今年から鴻巣市も夏休みの宿題として小学校5・6
年生対象税の絵はがきコンクールをおこないます。教育
委員会に行き後援を申請許可いただきました。

ふれあい運動会 2019

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

伊奈支部の集い

【日　時】₆月12日（日）
【場　所】埼玉県秩父方面
　　　　　 三峯神社、
　　　　　 秩父神社、
　　　　　 まつり会館

【参加者】37名

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

支部の集い公開講演会「いのちは受け継がれて・・・」
　　　　　　　税に関する絵はがきコンクールの取組状況

AIG損害保険株式会社　埼玉支店　TEL.048-641-4050

教育委員会教育長面会
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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

人生１００年時代に思う ー愛猫への介護生活ー

　我が家には、猫が₃匹いたが現在は₂番目の「かね」（金：長女）₁匹のみとなっている。
このかねちゃんは、₁年以上前から病院通いをしている。担当医は、院長のいとう先生で行くと「オーかね
やん来たか」と症状にあった抗菌剤等の点滴をしてくれる。
　昨年の春には、夏は越せないだろう（余命₃か月か）。と話していたが、秋冬春を過ごし今は19歳（人間で
いうと90歳以上か）になり、老猫なりにみすぼらしくもいじらしくあるがままに生きている。正に猫も死ね
ない時代になって来た。
　昨年₃月頃に食べられなくなったのは、歯が痛くて食べられない、常食のカリカリを小粒にしたり、食べ
られるものがチュルルン（猫のおやつ）、ホタテ、マグロ、アジ、レバー等々変遷しているが、今はカリカリ
を中心に人間の食べるものを何でも欲しがり、残っている犬歯で周りに散らかしながら食べるが、よだれの
臭いがきつく残り物は食べない。
　病名は、歯周病・腎臓病・甲状腺機能亢進症…毎日の目薬・投薬（針のない注射器を使う）生活である。この間、
死期を悟ったと見えスキを見て₂回家出をしている。₁回目は₃日で戻り、₂回目は₁日で戻ってきた。
　私の気がかりは、歯周病の原因が私にあるのでは…（煮干し等を噛砕いてあげていた）負い目を感じざるを
得ない。
　私は、昨年10月に下の両奥歯₂本を抜くこととなった。₆か月間隔での地元の歯科医院では、奥歯の深い
ところまでは歯石は取れないとのこと。抜かれた歯には根のほうまで歯石がビッシリ、酷く臭かった。この
ままでは、上の奥歯もグラついていて失うことになると思い歯周病専門医の治療を受けた。与野駅前まで通
い、₇か月間の初めての自由診療を含め、すっかりキレイになったが、油断をすると元に戻り治療が無駄と
ならないよう経過観察で₂か月置きの通院予定である。
　歯は万病の元と言われている。腎臓はかなり前から機能が衰えていて、尿酸の排出不全で過去3回通風を
発症し、予防薬を毎日飲み続けているが他の成人病等の兆候はないと思う。
　古希になったので平均寿命（80歳）を超え、平均余命年数16年を過ごすことも視野に入れ、年金だけに頼ら
ずに、金融庁発表の不足分₂千万円の収入・蓄えを目指し、井上文雄税理士事務所のHPの作成に苦労して
いる今日この頃である。
　人生100年時代を迎えたが、₂分の₁はガン、認知症なるともいわれている不安もあるので認知症の予防
に心掛け、税理士として研鑽を続け、相談業務等困っている、気になることを抱え込んでいる人の支援、ボ
ランティア活動等地域社会への貢献、趣味の歴史散策等を通じて自己実現への道を進んでいけたらと思う。
　人生は永く＜程よく楽に・楽しく＞をモットーにしています。

（追記）
　本原稿は、平成29年12月発行の税理士会上尾支部会報誌「中山道22号」への寄稿文
　「猫₃匹との生活」の続編として作成した。　

関東信越税理士会上尾支部　

公益活動対策部長　井上　文雄

税理士談話
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地方税を複数自治体へ一括納付できるようになります！
　令和元年１０月₁日から、地方税共通納税システムを利用して一部の地方税（法人都道府県民税、法人
事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税（特別徴収分、退職所得分））を複数
自治体へ一括納付することが可能となります。
　また、国税の電子申告システム「e－TAX」でも導入されているダイレクト納付（事前に登録した金融
機関口座を指定して、直接税金を納付する方法で、インターネットバンキング契約が不要で、代理人に
依頼して納付することができます。）も利用できます。
　ご自身のオフィス等から全ての地方団体へ、指定金融機関等以外の金融機関も利用して一度に電子納
税できるようになるため、毎月納付する必要のある個人住民税の特別徴収分は特に便利になりますので
是非ご利用ください。利用開始手続など詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）内の「地
方税共通納税システムの特設ページ」をご覧ください。

お問合せ：各県税事務所又は県税務課（℡０４８-８３０-２６５７　FAX０４８-８３０-４７３７）

県税からのお知らせ
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AFツール-2018-5408-1907011　11月16日

アフラック 埼玉総合支社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 大宮センタービル14Ｆ
ＡＩＧ損害保険株式会社 埼玉支店　 
TEL.048-641-4050

₄月～₆月　主な事業紹介

₄月25日
全国女性フォーラム富山大会

₄月24日
理事会

2019年₄月
日 事業名
2 組織委員会
5 新入社員セミナー

10 厚生委員会

11

新設法人税務説明会

消費税軽減税率研修会

決算期別法人税務説明会

消費税軽減税率研修会

16 会計監査

17 鴻巣支部　正副支部長・監事会議

18 総務委員会

19 鴻巣支部　地区役員会

24 理事会

25 全国女性フォーラム富山大会

2019年₅月
日 事業名
14 桶川支部　桶川市民ゴルフ大会　協賛
15 桶川支部　役員会
17 研修委員会
18 上尾支部　こども相撲　上尾伊奈場所　協賛
21 総務委員会
24 北本支部　運営会議

29
第7回　定時総会
臨時理事会
第7回　定時総会公開講演会

30 桶川支部　校長会にて絵はがきコンクールのプレゼン

2019年₆月
日 事業名

2 上尾支部　どんぐり山ミュージックフェスティバル　協賛
3 桶川支部　女性部役員会
6 社会保険実務講座
7 鴻巣支部　執行部会

9
吹上支部　ふれあい運動会　協賛
伊奈支部　支部の集い

11 鴻巣支部　校長会にて絵はがきコンクールのプレゼン
12 労働保険実務講座
13 鴻巣支部　支部の集い

14
女性部会　役員会
桶川支部　青年部役員会

17
決算期別法人税務説明会
消費税軽減税率研修会

19 厚生委員会
21 組織委員会
24 広報委員会
27 税制委員会

₆月₆日
社会保険の実務講座

₆月１7日
税務説明会

₆月１2日
労働保険実務講座
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科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　　流動資産合計 9,507,577 7,597,307 1,910,270
　２．固定資産
　　（1）基本財産
　　　　基本財産合計 10,377,508 10,377,508 0
　　（2）特定資産
　　　　特定資産合計 19,402,175 19,402,175 0
　　（3）その他固定資産
　　　　その他固定資産合計 2,000 16,904 △14,904
　　　　固定資産合計 29,781,683 29,796,587 △14,904
　　　　資産合計 39,289,260 37,393,894 1,895,366
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　流動負債合計 348,099 467,565 △119,466
　２．固定負債
　　　　固定負債合計 4,007,575 3,402,175 605,400
　　　　負債合計 4,355,674 3,869,740 485,934
Ⅲ　正味財産の部
　１．基金
　　　　基金 0 0 0
　２．指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 0 0 0
　３．一般正味財産
　　（1）代替基金 0 0 0
　　（2）その他一般正味財産 34,933,586 33,524,154 1,409,432
　　　　一般正味財産合計 34,933,586 33,524,154 1,409,432
　　　　（うち基本財産への充当額） （10,377,508） （10,377,508） 0
　　　　（うち特定資産への充当額） （19,402,175） （19,402,175） 0
　　　　正味財産合計 34,933,586 33,524,154 1,409,432
　　　　負債及び正味財産合計 39,289,260 37,393,894 1,895,366

月 役 員 会 等 委 員 会 研 修 会 等 そ の 他

7月 10日 青年部会 26日 税制 23日 パソコンセミナー(エクセル)
　　 消費税等申告実務研修

税に関する絵はがき
コンクール募集開始
「法人あげお」発行

8月 青年部会
8日 総務
20日 研修

8・9日簿記講座（入門）2日間
22日   決算法人説明会/　
　　　消費税の軽減税率説明会
28日   パソコンセミナー(アクセス1)

6日
女連協親子でタックスツアー

9月 12日 広報

　　 新設法人説明会/消費税の軽減税率説明会
　　 決算法人説明会/消費税の軽減税率説明会
19日 退職後の年金手続きガイド
26日 パソコンセミナー（アクセス2)

10月
8日～9日
女性部会
(研修)

10日 研修
23日 厚生
23日 組織

7・8日簿記講座（中級）2日間

16日   法人会の集い公開講演会

3日 全法連全国大会
会員増強活動
税制改正要望
会計監査
税に関する絵はがきコンクール審査会
「法人あげお」発行

11月 21日
三者懇談会 27日 税制

入会初～5年レベルアップ
税務研修会
決算法人説明会/消費税の軽減税率説明会
年末調整説明会/
消費税の軽減税率説明会
（上尾・桶川・北本・鴻巣）

8日 全国青年の集い
23日税に関する絵はがき
　　　　　　　コンクール表彰式
会員増強活動
税制改正要望の陳情
（市町村及び地元選出国会議員等）

平成30年度貸借対照表
平成31年３月31日現在

（必要に応じて変更あり）

令和元年度₇月～11月までの月別事業計画

（単位：円）
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第７回 定時総会（公益社団法人移行後）

１．日　時　令和元年５月２9日（水）
２．場　所　於　上尾市文化センター　小ホール
３．議　題
　第１部　定時総会
第１号議案　平成30年度収支決算承認の件　監査報告
第２号議案　役員選任案承認に関する件
≪報告事項≫  ①平成30年度事業報告
　　　　　　　　②平成31年度事業計画

　　　　　　　　③平成31年度収支予算

　第２部　定時総会公開講演会　　演題  ｢パックン マックンの地域の魅力発信！」
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　お笑いコンビ　パックン マックン　氏

埼玉県上尾県税事務所 副所長様

表彰式

上尾税務署長様

税務署長 表彰式

関東信越税理士会 上尾支部長様

総会 閉会あいさつ

公開講演会風景 講演会を楽しむ皆さん

花束贈呈
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プログラム

と　 き　令和元年10月16日（水）
と こ ろ　鴻巣市：鴻巣市文化センター

  　　　　 クレアこうのす 小ホール
入 場 料　無　料（自由席）

募集人員　先着 300 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　 別紙チラシにご記入のうえお申込みいただき、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。）

第一部　式　　　典　１4:00 ～ １4:45
　　　　　　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　１5:00 ～ １6:20
　　　　　『よしもと芸人なんでも税金講座』
	 　講師　かじがや卓哉	さん
　　　　　　		さんきゅう倉田	さん

かじがや卓哉（税理士芸人）／さ
んきゅう倉田（元国税局

の異色芸人）という2名の税務系
に秀でた芸人が、難し

い税の話を面白く解き明かします
！

語り部・朗読家。鴻巣観光大使。能楽プロデューサー・
笠井賢一氏に師事し、語りの研鑽を積む。2012年からは
全国各地を公演。2017年には群読懇話会(市民劇団)を
立ち上げ。「曽根崎心中」（近松門左衛門）の一人語りライ
ブでは様々なメディアで取り上げられた。

第三部　	講　　　話　１6:30 ～ １7:１5
　　　　　『日本語の美しさを「語り」で表現』
	 　鴻巣観光大使　平山八重	さん

≪休　憩　15 分≫

≪休　憩　10 分≫

第28回法人会の集い ［ 司会 平山八重 ］

新会員紹介 よろしくお願いします 令和元年5月末日現在

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所

上尾支部 アルファテック(株) サービス業 上尾市上１７７５-１
上尾支部 (一般社)上尾中央医科グループ 協議会 医業保険業 上尾市柏座１-１０-３-５８
上尾支部 創昇建設(株) 土木工事業 八王子市長沼町１２０２-５６
上尾支部 (有)タダノ 飲食業 上尾市仲町１-１２-２
上尾支部 (有)みさかサイクル 自転車小売業 上尾市上町１-３ - ２１
上尾支部 (株)ジュイール 洋菓子製造販売業 上尾市本町５-１３-２７
桶川支部 (有)サッカール 飲食業 桶川市南１-６-５
桶川支部 (株)ぱいんじゅ 貸家業 桶川市寿１-１４-１２
桶川支部 (株)オカノ 不動産管理業 桶川市若宮２-６-３１
桶川支部 大同生命㈱　溝口恵子 保険業 桶川市寿２-１３-２３
北本支部 和幸建築設計(株) 建築工事業・不動産業 北本市緑２-４６　H-０２
北本支部 ガーデン　オーツカ 飲食業 北本市深井４-１７２-１
鴻巣支部 土地家屋調査士法人　浅岡事務所 土地家屋調査士業務 鴻巣市中央１-２８
伊奈支部 (株)インターフェイス サービス業 伊奈町内宿台４-８５
伊奈支部 (株)Hi-Five アンテナ工事業 伊奈町内宿台４-６２
伊奈支部 (株)スピリテッド 自動車修理業 伊奈町小室５４１３
伊奈支部 (株)ミヨシライン 運送業 伊奈町小室9７０１-３

令和元年5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　令和元年　₅月末 9７１ ４０５ ３７８ ５５７ １０9 ２６9 ２,６８9
加入率（％） ３１.３% ３７.２% ４３.１% ４9.０% ３５.７% ４０.０% ３７.５%

★講師プロフィール★

プロフィール

生年月日：1982年10月8日　　出	身	地：神奈川県
出身/入社/入門：NSC東京14期
特　　技：iPhone
事	務	所：吉本興業
主な著書
『もっとスゴイiPhone超絶便利テクニック125』

生年月日：1985年2月11日　　出	身	地：神奈川県
出身/入社/入門：NSC東京15期
特　　技：税金
事	務	所：吉本興業
主な著書
『読めば必ず得する税金の話』（総合法令出版）

さんきゅう倉田

かじがや卓哉

是非皆
様

　ご参
加下さ

い！


