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　　TOPICS
花と音楽の館かわさと「花久の里（かきゅうのさと）」
　衆議院議員の青木家より寄贈された長屋門や母屋、離れは、屋敷林に囲まれ、地
方の旧家のたたずまいの懐かしさを感じさせる施設です。この地域では、古くから花
き栽培が盛んに行われ、四季折々の草花を生産していて、「花久の里」も花が咲き乱
れる素晴らしい庭園があります。他にも地元で生産された朝取り野菜、花の苗の販
売。またお食事処「花音里（かおり）うどん」では鴻巣産小麦100％の懐かしい手打
ちうどんやコーヒーやケーキが食べられます。またクラシック音楽をはじめとしたコ
ンサートや様々な講習会も開催。是非お勧めしたい施設です。

■花久の里
住所　〒365-0004　埼玉県鴻巣市関新田343番地　TEL・FAX：048-569-3811
施設利用時間：9：00～21：30（庭園開放は17時まで）
休館日：火曜日（火曜日が国民の祝日にあたる場合はその翌日）

写真提供：花久の里
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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

 上尾支部 
（支部長　遠藤亘持）

会員拡大会議を開催

【日　時】令和₂年₂月１０日 （月）
【場　所】東武バンケットホール上尾
　上尾支部では、₂月１０日（月）東武バンケットホー
ル上尾にて会員拡大会議を開催しました。当日は、上
尾市内の各金融機関の支店長等中心に出席いただき法
人会の新規会員拡大獲得に向けた協力要請等行いまし
た。会員拡大が急務な当法人会ですが、定期的にこの
ような会議を開く必要をあらためて感じました。

 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

日帰り税務研修会 中間報告会（忘年会）

【日　時】令和₂年₁月２１日（火）
【場　所】�明治神宮・�

渋谷スクランブルスクエア
【参加者】3２名
　明治神宮では神楽殿参拝・特別参拝。明治神宮内のフォレス
トテラスにて昼食をとりながら親交を深めました。
　２０１９年１１月に開業したばかりの渋谷スクランブルスクエ
ア。その屋上にある、渋谷最高峰を誇る展望施設「SHIBUYA�
SKY」を見学。当日は晴天に恵まれ開放的で、想像以上の素
晴らし景色に感動しました。

【日　時】令和₁年１１月２０日（水）
【場　所】五月寿司
【参加者】２6名

　多数の会員さんの出席の
中、中間報告会が行われまし
た。活動報告を行い、情報交
換や親交を深めました。

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

新春税務研修会・新年会

【日　時】��令和₂年₂月₅日（水）�
１6：００～研修会�
１7：3０～新年会

【参加者】研修会２０名・新年会3２名

　毎年恒例の新春税務研修会・新年会ですが、今回は北本市商工会からガーデンオーツカに会場を変更して開催しました。
研修会では上尾税務署より丸山淳副署長をお招きし「東日本大震災と絆」をテーマに講演していただきました。普段なか
なか触れることのない視点からの震災体験談は興味深く、参加者は聞き入っていました。新年会は市長、教育長なども参
加していただき盛大に行われました。

 支 部 だ よ り
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 吹上支部 
（支部長　舟山英光）
【日　時】令和₂年₁月２3日（木）
【場　所】吹上・あたらしや料理店　【参加者】34名
　毎年恒例にて開催しています上尾法人会吹上支部主催の新年賀詞交歓会を、吹
上・あたらしや料理店にて、地元市議会議員の皆様並びに、金融機関、小中学校
関係者、市行政等をお招きし、各会との組織連携を図ること、皆様との交流と親
睦を深めることを目的とし、開催しました。開催にあたり厚生制度講習会として、
大同生命保険㈱埼玉支社、今井誠氏による、ガン検査の先進技術の現状、経営者・
役人の退職金についての講義も行いました。

新年賀詞交歓会

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

タケ小山氏新春講演会（協催）

【日　時】��令和₂年�
₁月₈日（水）

【会　場】伊奈町役場
【参加者】6９名
「屋根裏のプロゴル
ファーが語る、世界の
ゴルフとスポーツビジ
ネス」とのタイトルで
タケ小山氏による新春
講演会を開催しました。

◎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

埼玉

健康支援　余暇充実

企 　 業 　 経 　 営

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

役員研修会と税に関する絵はがきコンクール支部入賞作品展示

【日　時】令和₂年₁月１6日（木）１7：3０～
【場　所】鴻巣市市民活動センター　【参加者】3９名

税に関する絵はがきコンクール支部入賞作品展示
【日　時】令和₂年₂月₃日（月）～
【場　所】鴻巣市役所・市内金融機関

 支 部 だ よ り



税務署からのお知らせ
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　これからはインターネットでカンタン申告！
　埼玉県では、地方税の電子申告システム「eLTAX（エルタックス）」がご利用いただけます。混み合う窓口へ申告
に出かけることなく、オフィスや自宅に居ながらにして、法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税（地方法人
特別税）の申告ができます。
　申告書の作成支援機能もあり、税務ソフトウェアとの連携も可能（eLTAX対応ソフトに限ります。）。簡単に申告
書を作成することができ、税理士の署名のみでご利用になれます。
　電子申告に引き続いて、申告データをもとに「納付情報」を発行できます。当該情報を使えば、金融機関のインター
ネットバンキング等から電子納税（ペイジー）することができます。納付書を作成して支払窓口に行く手間が省け
るので大変便利です。
　なお、2019年10月から「地方税共通納税システム」が稼働しました。このシステムを利用すると、一度の手続で
全ての地方公共団体に対して電子納税をすることができるようになり、一層便利になりました。
　また、法人県民税・事業税に関する申請書・届出書の一部については、eLTAXを利用して電子的に提出すること
ができます。
　ますます便利になったシステム「eLTAX」を是非ご利用ください。利用開始手続きなど詳しくは、eLTAXホームペー
ジ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。
　平成30年度税制改正により、大法人が行う令和₂年₄月₁日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税
の申告は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
　加えて、埼玉県では、令和₂年10月に発送する予定申告から、eLTAXで電子申請を行っている法人の皆様に対し、
納付書・申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。

　５月は自動車税（種別割）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、６月１日（月）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（種別割）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（種別割）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（種別割）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。
●問い合わせ
・自動車税（種別割）：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）

各県税事務所か県税務課（TEL 048-830-2657　FAX 048-830-4737）お問合せ

県税からのお知らせ
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「宇宙への好奇心」

　令和元年中は、私にとって５度の入退院を繰り返すなど、当に
「病」との戦いの日々であった。入院中、いつも私の心を癒やしてく
れたのが、夜空に浮かぶお月様であり星々だった。その時、ふっと
走馬燈のごとく思い出したのが、小学生から始めた「天体観測」の
楽しい体験である。私の誕生日に父から天体望遠鏡をプレゼントさ
れ、初めて観測したのがお月様のクレーターで、私はそれを見て月
の美しさに感動したことを覚えている。
　その後、「土星と周回する衛星の観測」や「木星の帯状形態と
周回する衛星の観測」、「星雲（銀河）の観測」などを通じて経験
を積むごとに天体の写真撮影が上達、時には有志による展示会に
天体写真を出展するなど３０歳代前半まで天体観測に没頭してい
たが、結婚を機に月２～3回程度の観測となっていた。令和2年に入
り、体調も順調に回復基調にあるので天体観測を再開し、宇宙の
神秘と天体観測の魅力を若い世代に伝えていけたら幸いである。
　そこで、法人会会員の皆様にも「天体観測の楽しみ方と天体望
遠鏡の魅力」について、少々お話させていただきたい。
　まず、天体観測の楽しみ方だが、①ダーゲットの選定、②観測条
件と場所、③観測機器の手配が重要になる。自分が見たい天体が
どの条件下で一番見やすいのかを知り、計画を立てて観測しやす
い場所に出向き、手軽な双眼鏡（倍率6倍～10倍）又は本格派は
天体望遠鏡を持参し、天体観測の必須アイテムである「コンパス」
（方向確認）と「星座早見表」（星座位置確認）を活用して効率的
な天体観測を行うことでロマンに溢れた宇宙観と探検心への追欲
を楽しく体験できるのである。
　次に、天体望遠鏡の魅力だが、ある物理学者が話していたこと
を思い出したので紹介したい。①天体望遠鏡はタイムマシンであ
る。例えばアンドロメイダ銀河は250万光年離れている。天体望遠
鏡で見える姿は250万年前の姿で過去をのぞき見ることができる訳
だが、これが時を超越したロマンと神秘の醍醐味を魅了している。
②天体望遠鏡を見るプロセス（手順）がある。例えば見たい天体情
報を調べる。見る場所、方角をチェックして見たい天体を探す。確
認できたら天体望遠鏡を設置して見る。天体望遠鏡とじっくり向き
合うことは、自分と向き合うことにもなるので、自分の楽しみのために
時間をかけることを味わうことで、そこで得た景色や感動は普段と
別格なものに感じられる。③天体望遠鏡は好奇心の入り口である。
例えばレンズを通して星を見ると肉眼で見たものと全く違う世界が
ある。それが想像と違うものが見えるのは感動につながるし、分から
ないことを一生懸命に考えるところに好奇心が生まれる。未知なる
ものへの好奇心が人生を豊かにする。
　宇宙や星々が与えてくれる好奇心は、無限大で、自分の心をワク
ワクさせてくれるものであり、それは人生に彩りを与えてくれるのかも

関東信越税理士会上尾支部　　　　

調査研究部長　武藤　康弘

しれない。

　最後に、天体観測の楽しみ方と天体望遠鏡の魅力のお話を基
に、この冬は小さな天体望遠鏡でも見られる星雲や星団を紹介す
るので探して見ては・・・。
１　M31アンドロメイダ座大銀河
　 　冬の夜空に四辺形の形をしたペガサス座から左下方にたどる
とコの字型のアンドロメイダ座がある。コの字の右側ラインには、
アルファ星、ベータ星、ガンマ星がほぼ等間隔に並んでおり、その
真ん中のベータ星からカシオペア座に向かってミュー星とニュー
星がり、そのニュー星の右方向にある。天体望遠鏡で観察する
時は、出来るだけ低倍率にして広い視野で観測しよう。

２　M42・M43オリオン座大星雲
　 　オリオン座の三つ星を見つける。三つ星のすぐ右下横に３つ
の小さな星が南北に並んでおり小三つ星と言われている。その
中心にオリオン座大星雲がある。口径の大きな望遠鏡を使えば
淡い部分が見えるようになり、低倍率で美しい姿を捉えることが
できる。

３　M45プレアデス星団
　 　牡牛座の左肩当たりに見える。肉眼でもハッキリと見えるので
位置は分かりやすい。
　 　７×５０くらいの双眼鏡で見るのがお勧めで、もし、天体望遠鏡
で観察する場合には、低倍率のアイピースで見ることをお勧めし
たい。

（参　考）
関東で天体観測を楽しめるスポット
１　 堂平山天文台（埼玉県ときがわ町）→国営天文台　嵐山・小
川ICから車で約50分

２　奥多摩湖（東京）→奥多摩駅からバスで約20分
３　八方ヶ原（栃木）→矢板駅から車で約40分
４　丹沢湖（神奈川）→新松田駅から車で約30分
５　群馬県立ぐんま天文台（群馬）→月夜野ICより車で約20分
６　竜神大吊橋（茨城）→常陸太田駅からバスで約45分
７　 印旛沼公園（千葉）→京成臼井駅より印旛日本医大行きバス
で約10分

上尾市周辺の観測スポット
１　天体観測棟（上尾市）
２　さいたま市青少年宇宙科学館（さいたま市）

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

AFツール‐2020‐0078‐2002030　2月5日

税理士談話



【健診日・健診会場】　令和２年₅月12日（火）　上尾市文化センター
【健診日・健診会場】　令和２年₅月18日（月）　北本市文化センター
【案内時間】₉：３０～11：００

★申込方法　₃月中旬発送の案内状をご覧下さい。

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）

協会けんぽ（全国健康保険協会）被保険者の方は上記会員特別料金より、さらに7,529円の補助が受けられます。補助の対
象は①総合コース、Aコースを受診（Sコース、基本定健は対象外になります）②３5歳～74歳までの方となります。
詳しくは下記へお問い合わせください。

会員特別料金

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生活習慣病予防検診

コース・検査項目 一般料金 会員特別料金 値引き額

総合コース（ドック健診）　おすすめ！　　
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+C型肝炎検査
54,1００円 35,500円 -18,600円

Aコース（基本コース）
視力検査・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器系・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

28,7００円 20,600円 -8,100円

Sコース　
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

22,5００円 16,300円 -6,200円

− 8 −

提供している会員サービス一覧

知っていますか？

会員のメリット
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　前回の₁月号でご紹介しました「税に関する絵はがきコンクール」の上尾法人会会長賞（鴻巣市教育委員会教育長賞も
同時受賞）を受賞しました、鴻巣市立赤見台第二小学校　松村采音さんの作品を、埼玉県法人会連合会の選考会に出展
しましたところ、なんと県内₂位の優良賞を受賞しました。
　先日事務局に表彰状が送られてきましたので、3/24の小学校卒業式の日に鴻巣支部長から手わたしをします。松村采
音さん県内₂位の優良賞の受賞おめでとうございます！
₁位　優秀賞　川口法人会
₂位　優良賞　上尾法人会
₃位　優良賞　行田法人会

「税に関する絵はがきコンクール」県内2位の優良賞受賞！！「税に関する絵はがきコンクール」県内2位の優良賞受賞！！
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支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所
上尾支部 三協設備（株） 建設業 上尾市菅谷6-5
上尾支部 折笠工業 外装業 上尾市栄町14-14
上尾支部 アルティジャー二 飲食業 上尾市宮本町6-20
上尾支部 池ノ上防水工業（株） 防水工事 上尾市中新井509-1
桶川支部 山内社会保険労務士事務所 社会保険労務士 桶川市下日出谷906-1アビタシオン高井106
北本支部 （同）ＹＫＪ 医薬品卸売業 北本市北本2-225-1
北本支部 （株）シーガエム 不動産業 北本市北本3-178-3
北本支部 （株）ハート不動産 不動産業 北本市北本1-125ハートビル1Ｆ
北本支部 ＮＰＯ法人　こころのおと 障害福祉サービス 北本市荒井4-12
北本支部 Tｗeedia（株) 訪問治療院 港区浜松町1-18-13高桑ビル3Ｆ
鴻巣支部 （株）ハーベスト システム制作 北本市中央3-33-1ヒルズ中央Ａ305
鴻巣支部 （株）椛田設備 管工事業 鴻巣市広田377-1
鴻巣支部 （有）ヒカリ精工 製造業 鴻巣市屈巣観音前2076
鴻巣支部 （株）アキラ興行 管工事業 鴻巣市郷地2442-1
鴻巣支部 （株）三晃商会 不動産業 鴻巣市鴻巣1066-1
鴻巣支部 キッチンnodaya 飲食業 鴻巣市本町2-7-14
鴻巣支部 大正家 飲食業 鴻巣市本町4-9-25
鴻巣支部 和処令月 飲食業 鴻巣市本町4-9-3
鴻巣支部 （株）ティワイトレーディング 再生資源卸売業 鴻巣市本町5-6-17ー203
鴻巣支部 （株）佐藤建築デザイン事務所 建築設計施工 鴻巣市箕田424-11
鴻巣支部 （株）パイン・コンサルティング・カンパニー 有人職業紹介事業　求人広告制作等 鴻巣市稲荷町5-7
鴻巣支部 （有）メイワパッケージ 段ボールケースの製造販売 加須市道地1407-3

令和₂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　令和元年　₆月末 3,173 1,086 879 1,139 277 687 7,241
会員数　令和₂年　₂月末 958 399 372 557 108 267 2,661

加入率（％） 30.2% 36.7% 42.3% 48.9% 39.0% 38.9% 36.7%

月 日 事業名

１
月

6 月 仕事始め

8 水 上尾税務署　表敬訪問

〃 〃 伊奈支部　伊奈町商工会　新春講演会・賀詞交歓会

9 木 桶川支部　桶川市商工会　新春賀詞交歓会

〃 〃 鴻巣支部　鴻巣市商工会　新春賀詞交歓会

14 火 上尾市立上平小学校　租税教室　打ち合わせ

16 木 鴻巣支部　役員会研修会・新年会

17 金 レベルアップ税務研修会（入会初年～5年）

〃 〃 決算期別法人税務説明会・消費税軽減税率研修会

20 月 北本支部　運営会議

21 火 桶川支部　日帰り税務視察研修

23 木 吹上支部　厚生制度研修会・新年賀詞交歓会

月 日 事業名

１
月

28 火 正副会長会議

28 火 理事会

〃 〃 新春賀詞交歓会

2
月

4 火 伊奈支部　役員会

5 水 北本支部　上尾税務署副署長　講演会

〃 〃 北本支部　新年会

〃 〃 青年部会　新年会

7 金 鴻巣・吹上支部合同組織増強会議

10 月 女性部会　正副部会長会議

〃 〃 上尾支部　会員拡大会議

13 木 桶川支部　女性部研修会

〃 〃 桶川支部　女性部新年会

月 日 事業名

2
月

14 金 厚生委員会

18 火 総務委員会

19 水 鴻巣・吹上支部　びっくりひな祭り（協賛） ～3/8

20 木 研修委員会

21 金 組織委員会

３
月

5 木 伊奈支部　法人会の集い打ち合わせ

10 火 正副会長会議

12 木 広報委員会

17 火 事務局担当者会議

24 火 税制委員会

25 水 鴻巣支部　青年部・女性部・正副支部長会議

新会員紹介 よろしくお願いします 令和₂年₂月末現在

₁月～₃月　主な事業
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1/51/8

上尾税務署上尾税務署
表敬訪問表敬訪問

1/22
上尾市立上平小学校
青年部会　租税教室青年部会　租税教室

1/17

入会初年～入会初年～
5年税務説明会5年税務説明会

租税教育DVD視聴租税教育DVD視聴

感想と御礼の挨拶の様子感想と御礼の挨拶の様子

税金クイズの様子税金クイズの様子
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　令和２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 ・・・６月上旬頃に振込依頼書
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・・・・・・・・・・・・・・ 令和₂年₄月上旬～₅月₆日
₂．アンケート用紙配布時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和₂年₄月上旬
　　（インターネットでも回答できます。）
₃．回答用紙提出期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和₂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

令和₂年₅月22日（金）１５：３０～１6：4０

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【先着順80名】

公益社団法人　上尾法人会

日　時

会　場

定　員

主　催

① 開催日時　　  ５月22日㈮
　 定時総会　　  13：30～
　 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．令和元年度収支決算承認の件　
　　　２．報告事項
　　　　　・令和元年度事業報告
　　　　　・令和２年度事業計画
　　　　　・令和２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８回定時総会

植田美津恵植田美津恵氏氏

★講師プロフィール★
愛知医科大学客員教授　東京通信大学准教授
〈資格〉
医学博士（愛知医大）／社会科学修士（東洋英和女学院大学大学院）／保健師／正看護師
／エイズカウンセラー　など
〈専門〉
公衆衛生学／医療安全／心理学／医療制度　など
〈主な著書〉
「忍者ダイエット」（サイドランチ）
「戦国武将の健康術」（ゆいぽおと）
「江戸健康学」（日本地域社会研究所）
「わたしのカラダを医学して」（ローレンスムック）
「骨格・筋肉がよくわかる」（コスミック出版）
「健康感（体からのシグナルを見逃すな）」（中部経済新聞社）
医学博士・医学ジャーナリスト 植田美津恵オフィシャルサイト
URL：https://www.mitsue-ueda.com/

がんはもう怖くないがんはもう怖くない
～最先端治療法と戦国武将の健康術に学ぶ～～最先端治療法と戦国武将の健康術に学ぶ～


