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新年 のごあいきつ

更なる高みを目指して
公益社回法人 春Π部法人会 会長

野 原  宏

新,あ ナましておめてとうごぎいます

■様におかれましては ご優勝にて揮かしいrf■ をお迎えのこと

とお圧0中 しLげます.平成21年 私は1,日 会長の後を受け会,
職を仰せつか0今年は7年 Hのなを迎えました この間 Jの 公

`,
i去 人枷l!に改革の流れの中で「公益社口法人 というWiたな迪性を

選りてしまた ll団 イヒ30川 年という大きな姉Hを経験しました.昨年8

'1の

不H詢税 務署幹詢
`の

皆様との懇談会の■で、中IIイ ,(lTよ

り
「 =公

益社

"法
人を選択した |,そ してその運営を継i・|してい

る ,多忙な業務の1寺 間を刹いてご尽力いただいていることの3

点に欧意を表する とのお.:葉をいただきました,こうした,喜Iがで

きますことよ関係■庁 1'びに関係.t1l ltの r十のご指導ご協

力 そして何よりも会員の+籠のご協力があってのことと政めて謝

まをたするものでございます .

現在 我が国は本格1,な 人口減少社会の到来 急速な高li化

の進展 環境間肛の頭イ化 自然災■の増lll及 びlk■のμ人化

といったI[会 経済情勢を迎えています fi斉情
`は

薇やかなlr

2傾向滓 村しているとは言われますが 私たち 小企業にとって

実感するによ0,ていないようこ感じられます

こうした中で
'1年

末より社会保障 悦薔 り(マイナンバー1制 度

の導 入が好)ま りました

`′

政千続きの簡 I14化や 必要な情報のIL

い 災■1'でのi`用等 さまざまなメリットもありますか 企業が新た

な則′たに対応するには、戦員の訂囀 や経費負lHだけでなく、不安も

llい よヽ  汀,賛 純10%へのりき■げも迪っております さ,メ〔rPP

の影響なども懸金されるところです.亥」々 と変化する社会 F.勢 ト

企業の存社 発■をいるには Tし い知識と情報が必要です 法人

会では各l■り1修会 会報やセミナーなどを通して 企業経■に求め

',IItる
知1成やlH■を■,tし ています 特に 法人会の1■心となる11

1rllでぁる企業の建●経
"を

支える税の知識は 税務署や札理「
の先生力とも協力しながら研修会証り姶 等を実lluしています。ま

た、研修なと,こ参力1゛きない方へは、インターネットを通したセミナー

やイ,法 ,1が作llし た小ll了 を広報誌と イにお屈けしています.

法人会の各

'業
に参力!いただくことや■員として還常に批わっ

ていただくことよ、様 な々米社の経営者と力り合い、その交流を通じ

てお●いのネ
`常

感覚を薔き自らの視野を■|デることにも黎がりま

す ぜひヽ 橿
`,な

参力|や新たな事業提耗 お願いいたします

●11-司 、本会の意義を政めて深O識 すると共に 所た0会

員拡大に

"け

た魅力ある法人会とすることに 暗努力を●l江して

まtJ,ますので ,lき 続き普様の温かいご支援とご協力を賜ります

ようお願い11し上げます.

結びに、本年かを様にとりまして良い年になりますことをご析合中

し|げ 新年のあいさつとさせていただきます.

年頭のごあいさつ
碁口部税務署 署長

中坪 政 治

あけましておめてとうございます.

公希社m法 人十日部法人会の 1́様 方におかれましては、わ

健やかにコ7年をお迎えのこととお曖び中し1:げ ます.1 li中 は、

1,■ 会長はじめ役員並びに会員の皆様には 1′ 素より法人会,4

Jlを 通しまして ■務

`テ

政 ttl.・ ,1の ご理 llFと ご協 力を1易 り ,く

お |し 中し上げます .

責会におかれましては 馳 政の発展とヽ舌力ある法人会をめざ

すJことを,舌動■0とし 地域オL会●献i,1動 や正しい税 ll識の

'1及並び1珈税迫義の高揚を図るため 各社研修会や訴演会を開イ

“

さ

オtているほか ■税教● 1■も積極的に取り題まれ

`ヽ

益社ll法 人と

してヽさわしい幅広い,茉活動をカモ開さオしておらllま す こオしも ひ

とえに

`菱

員並びに会員のI●L様方の熱意の12物であり心から歌意

を表する次第であります0後とも公益J団ユ人としてt城 :[会 に

密着した魅力ある会運営をなされ tn名 度の向 LIFびによりi`力σ〉

ある組織が央かれますことをご期待中し「
t竜す

年も改まりまして 本■ lま l iえの九番目の中|さる,年にあたりま

|,中 年の中は本来「しんJと 読み「のびるJや
~も

うす_という意沐

があります.中は「古 |の原字であり「hi霙 Jを表した象形文字で 神

の技という讀未もあるそうです.また中年は 病や,直が「去るJと去わ

れもありいいことやヤせ力`やってくる●ともいわれております

さて、税務行政を取り巻似 境を見ますと、急速に進む少子高齢

化 経済のグローバルイヒHCTイ ヒの更なる進展など 大きく変化して

おります.私ども札務の執行に携わる者としましては 週T公平な

沢礼と徴1又の実現J,びに納税者の利便性の向上に努め、与えら

れた使命を着実に米たし、国民のH様からの税務行政へのj■
llF

と信餃を得ていくことが重要であると孝えております。また まもなく

万4税等のrl t中告の1+期を迎えますが「c Taxには1同税l「

ホームベージからの簡 F申告 |、「添付書類の提Jl省略 1雌イサ

0がスピーディー_などのメリットカ
'あり「ダイレタト納イ」Jに おきまし

てよ納イJ「
=き

が簡単で使利となっておりますので ■非 ごr'

用いただきま|よ うお願い中し上げます.社 会保障 税■りll度 |=

つきましては 本年1月から■次千1月が始ま
`,て

おりま丼.番 り14交

σ冽1浄な導入に向けまして 会員の苦IFが制度を十分に認知 JI

解していただきますよう引き続き tll曖 二関する周カト広報や説明

^の
川‖なと積極的なご支援をお願い中し上げます.

絆●にあたり新しい年が公益社団ユ人キ I部法人会の希々

の発展の|:となりますよう llFせて会員企業のイ様方の益 の々ご

t勝、ご繁米をこから析念Ⅲし上げまして、新年のご挨,たさせ

ていたださます
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O国税局・税務署からのお知らせ

徳紳 告翔口中(2/:|-3/1')は 、確定申告会
'■

1ま大変混雑 し、 長時間お待ちいただくこととなります。

口3庁ホームページ「確定申告■等作成コーナー」を利用すれば、ご自宅で凛紳 告●●が件咸

できます。辞 しくは、口餞庁ホームベージをご贅ください。
来ご菫●の百●は,曖

"●
分の

`""●
03● |1燎●―,― ,を使角しているため 贅■に●

`謳
金があ,'す

1国税庁ホームベージの「確定申告●等作成コーナー」を選択します

1 ●●●●|'“ ῭ヽ Ⅲ
r `′   ｀

痛●豪 (H●|■ ●●●颯 , ,・¨̈
壺一”【疇

2「作成開始」を選択します

「様式・手引き 。入力例」には 所個税
における綸

…

との入

力薇 闘 におけ●tt― n金の

非課税の遍月を受ける燿含編など、欄夜

な入力例がありますのでこ■ください。

3提出方法を選択します

申告●●の提出方法を選択 してください。

印刷 して■面 で提 出す る場合 は、右の

「 薔面 提出」 をク リック して くだ さい。

o Taxt送●する●合は左の rrTax」 をクリック
してください。
o Taxの利用に際しては 電子肛哺●の取歓 Ю

カードリーダライタの購入などの事前準備がg要です。

4書面で出力し 管轄の税務署へ郵送等でご提出ください
X・ プリンタがない場合でも、PO― イルで保存すればコンピニ等で出力可能です (プリント代がかかります。)。

秦 o‐ T● Xや

“

童中

―

■―ナー●0パソコンロ
"に

口する
…e‐Tax・ ●●コーナーヘルプデスク く

'“"■
H口ゆ へお日も

―
くださもヽ

:晏付時口】
平成23年 1月中旬～3月 15曰 く火)は - 9"～ 20は 2●以外0豫日は ‐ 0"～ 17●
(■ 日 '日●ユび:2月 四日～1月 3日 を腋

"●
.螢彙付●mはロニにな0場合がありま■ )



法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

(4, 法 人 不  :「 平成28年 l'1号

※ 個人情報の保護に関する法律第 25条に基づき、本人から自■の個人番号を含む情報として
源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人口国人番号を記載して関示することが可能です.

※ 電子中告 納税等開始 〈変更等)届出■についても個人番号のB己報は不要です。

平成 27年 10月 2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以

下「番号法」といいます。)施行後の平成 28年 1月以降も、給与などの

支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな

いこととされました (個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下

のものです。)。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要で

すので御注意ください。

(参考)

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個

人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

・給喜所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書

・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書

・上場株式配当等の支払に関する通知書

・特定□座年間取引報告書

・未成年者□座年間取3報告書

・特定害」∃債の償還金の支払通知書

※ 未成年者□座年間取ヨ報告●及び特定8Jtt l■ の償選金の支払通知●は、V成 28年 1月

施行予定

0国 税庁 平磁 7年Ю月
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=ニ

いよいよ、マイナンバーを

順次お届けします。
マイナンバー(個人番号)の通知は、

住民票の住所に簡易書留で世帯ごとにお届けします。

通知は、10月20日頃～機ね11月中に届きますので

大切に保管してください。
※10月 5日時点の住民票に屁載されている住所 (居所を量録された方は当該居所)に届きます。

r通知カード」を受け取れなかつた方は、

住民票のある市区町村にお問い合わせください。

こちらの封簡が

届きまち

15,

F:=1鸞1震
1000001, 01′ 01
:1'oli 00∞01'I

圏●:|■

封筒の中に入つているもの

0通知カード
あなたのマイナンバー (個人番号)が記載されています。

ミシンロに沿つて切り離し、大切に保管してください。

「個人番号カードJの取得にも必要です。

② 個人番号カード交付申請
必要事項を記入し、写真を貼れば、

簡単に申請ができます !

詳しくは、0説明用バンフレットをご覧ください。

0説明用バンフレット

0個 人番号カード交付申請書の

返信用封筒も入つています。

ずっと使う番号だから、 つ。
↑‘

′

」こ１
”

人

イ

ー
ロ
ママイナンバーは大切に。
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高齢者・障害者など

・年金l●・ 付の手続に

。福祉や介護の手続に

・災害時の支援利用時に

ずっと

使うから

大切にね !

外国人

。中長期在留者や特別在留者などの
外国人も税や社会保障等の手続で
マイナンバーを使います。

0570口 783‐ 578
〔全国共通

'ビ
ダイや′|]平 曰 0)00～ 22:00 土 曰祝 ,100～ 17100

ヽ一部 IP電話等で上記タイヤル1_繁からな..場 合 ,

050331812501:お 力1,(′
=ざ

tヽ

マイナンバーに便乗

あやしいなと思つたら〉

●マイナンパーを使う手続は法令で定められていま九
●マイナン′ヽ―を使う手続では、身元確認書類による本人確認も行うため、
マイナン′`一だけでなりすましはできません。

1 過知カート:廻 人番号カーlp●問合せは

マイナンバーについて詳しくは IE

した不正な勧誘や情報取得などにご注意ください。

消費者ホットライン(局番なし)188番 (議蛛 します)

平成28年 1月 から、社会保障。税。災害対策の行政手続で、

こんな場面で、あなたもマイナンバーを使います。

息ニ 主婦・保護者Q卜≧rq
・ パート・アルバイトの勤務先に

。出産育児一時金や育休の申請時に

。児童手当の申請時に

餞n 屹潟
・扶養控除等(異動)申告書など

会社に提出する税務関係書類に

・健康保険や雇用保険、年金などの手続に

マイナンバーの利用が始まります。

学生

。アルバイトの勤務先に

。奨学会の申請時に

・ 勤労学生の控除手続に

従業員

0570‐ 20‐ 0178
に 口女轟ナビタイヤ

“

平 日

':30～
22:00 土 日祝 9100～ 17:30

ヽ 111P電 ;`十 (|¬ ダィヤル
=繋

からなt場合は

050‐ 38:`-9405,I・ 力1,(ださい

RA

マイナンバー
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平成 27年度中学生の「税についての作文」
春田部法人会では ■についての作 文T業 (1催 :国■ 1納税貯蓄Hl合 連合会メ

=つ
いて 牛■のIll11に I● につい

て考´ることは大変意義のあるも′,と Itえ 世●的に協力しIi笙 してきました 本1:嗅 よ 全国から61.●」6062福のF品

が寄せられ 先ごろキ奇が先 rし ました 春口部税務半常●の「 な優秀作11は 卜|この迪りです

優秀作品は ,り 連載を,完 L(いまうi 学■の税 =う
いての考えや思いをご姓貴ください なお え:「 兵賞

'賞
校

及び春口H`法 人会会長■,貨
`11は

法人春H部 J第 161り に掲載しました

全国法人全連合会会長■

埼玉県税務連絡協議会会長賞

関東信越税理士会埼玉県支椰連合会会長彙

埼玉県納税貯詈組合総選合会優秀責

埼玉県春曰

“

県税事務所長賞

春日椰税滴■■内組税教育推進協議会長貪

本´しヽう一つの家族

,「r笑顔●源J

納lF・ ■いう名の思員

税命の大切さに■)し ヽ

`

身lFな,金

図書館と税全

"て
l_える感きの韓

謎の五円

税金ひ 1った曰

ありがとう教科書

いけ合いのパトン

,近なな全を考える

ltと ,全

●Ⅲ守る,金

■十な生活かi丞オtて いる咄由

'金
への感謝

"来
σ)|●■名として 今インるこ|

Ii

春日古F■ 十■■学技

杉戸,●●」■■

■手市立西■学校

彗曰吉F市 サネ日●l中学校

春曰吉F市
'春

日

`「

中学校

春曰吉隋ヽ 十武雫中学●

春日:F市立人2■学●

さいた手¨上桜 中学校

さいたよ市立慈恩寺中学校

久百市立人百■学校

久喜市立辮官●中学校

進日市立t‖ l■ケ咬

進ヨ市|■ ■学校

進E市■造‖中学校

白刷市十南中学●

宮代町立前原中学な

き曰lζ市,人晴・ ●学校

久喜ち●鷲官中学●

3年

3■

3生

3年

3年

3年

3年

膚
'、

ま里花

に口 =子

■島 美

`タ

鉾

」

“

客

４

け

，

”

“
3年

3年

晨  百姜

l_● 野 下]泉

螢口 ●・ ■

●■ 舞

L日  '

111 ●大

松水  'ビ

藤,1 真不

ス1( /・だ

"同
 菫ヽ

1日  こヽ人

ホ町|| りヽ子

斉継 里奈

新谷  圭大

成に 実羽

埼玉県租税教育推進協議会長賞 大し,な税全

lFt金の大tllさ

曰木の税Ⅲ度について

春曰吉1市立,■ 戸川中学校

富代lj立 |'原 中学校

3年

3生

■全の大切さ 久百市立■ll買中学咬 鉾不  壽音

大谷 "`子

久喜市十票橋東中学校

il 〕1春日郎税務■■■

公益壮団法人事日部法人会会長賞

春日部筒■会会長贅 ■つ力 春
「

tF市立呑口割|.ケ狡

1関東信越税理士全春日部支部長贅 よりよしヽ生活を自分の意 して 春日:`市立高飾|・ 咬́ 2年  増n■夫花

■金のリレー さいたま市立

`概
中学校 3年  ,口  ■月

日立たなしヽ 舌躍 さいたよ市立を取 ケ狡 3年  
“

工ヽ  勇胸

春曰都市長責 了百てしやす|｀ 春:]tl 彗日都市立

"・
・ 学●

久■■↓鷲110‐学咬

菫E■立R浜 ヽ∝学●

′ヽ

「
 =●

ヽ本 篤輝

持木 大
'可

川崎 ■
=

F,部  t海

■」 姜々子

久喜市長贅

壺国市長賞

颯と税金

なメた,,て |

身〕「で

「

躍する●―●

“

上の■われ方

■ ,こ を支アる税

年
　
年
　
年

３

　

　

　

　

３

幸手市長賞 ■手■立西中学●

白岡高サ青 ll中 学●

営ヽ町立百n・・ 中学,
白岡市長鶯

3年

0年

3年宮代町長贅

杉戸町長責 杉戸町立杉戸中学技 3年  '1 田花



‘

一

平成27年度 全国法人会連合会会長賞

日本という一つ0家1戻

~

春日都市立東中学校 3年 2組 唐木 映里花さん

5年 後に迪る東京′i幹 ′ヽラリンピック.五輪のメイン会場となる

新日立競技場の建I彙費用が 予定の1300億 円のl.● 近くの2520

億円になることが分かって そのll画がrl祗撤回さIItま した.夏休

みに入る直前にこの報道を知ったことで 私はこのLl面の建iた 費

を計が払うのかという■点で考えるようになりました,「当たり前のこ

とだよ それだけク)お金を4tう のなら その分問題視されている 社

税という手段で 被災地のためにllかをしてあげたいというイ,動

を起こしていたからです。「お0さん、我が家のた機もようやくlu

来たね。でもこれで終わりしゃないんだよ.Jと ぬらしげに11に語っ

た、当時の純粋な私の要がありました。被災地の方 を々大切な家

族と″え、「税金」というフイールドで被災地の復典についてιえ

る転機となっていました。

世の 1こなぜ税勧 'あるのか。もし税金力
'な

くなってしまったら

どうなってしまうのか.このことは 小学技、中学校での段階lJな

札●教育を迪して学んできました。その学びと机父の言葉から

日本の現状を

`え

てみたりみんなで支え合い 助け合う納税と

いう使命にヽ びつ することが111来ました.

14成 28年 1月 リ

1本のことを弩える。日本という家族のためにお金を使い rl分

法 人 本 日 部

会の保障賀を充■させること力ゞできるのだから.ま してや 財源の

1■いは,金という訳だし。と世父がその内容の出ている新聞:こ

事を眺めなから私に向けて投げ力1)できました.

1日 本は日本人という一つの家族.みんなで納めた税金が家族の

生活費となるので、その範囲内でやりくりすれば不満は‖1ない^tF

理があると文句を言われてしまう.なぜ必要なのか家族全11に 納

得させないと」

とl■父がためu混じりに.●
‐ります.

私は祖スが話した¬
`本

という つの家決_と いう言葉が妙に

心に残りま1´た そして411前の来日本人員災の時に 今回から多

くの寄
`,/1・

やボランティアi`動がわき起こ‐,た・ (時の事を思い出し

ていました.なぜかというとその1↓私の家でも、義援0や
^、

るさと納

:本の人|“ま4年連続で減少しています.将来働いて,金を

払う人は減る一方で 年金や医療などのオ吟 保障に輌る人は増え

続けていきます.現在でも厳しい日本の財政状況は この人 減で

益 厳々しさを増すばかりなのだと、今、多くの人 は々感しています。

賊 金_は f.Nた ち誰もが 普段余りとえたくない |1来オuぎ避け

て通りたい,柄です.けれども私たちのそんな無関心さが 税0
の■い方に無駄や不上を生むきっかけを4っています。税に感

心を持ち続けることが 私たち 1本という つの
=広

の立ら位置

であるとともに その納税の積み重II●こそ力,いの同を1`く してい

くのだと考えます.

平成27年度 埼玉県税務連絡協議会会長賞

税は「1莫
「顔

~あ

1源|」 |

杉戸町立東中学校 3年 2組 関口 華子さん

:|[紀 女「
1́弥‖′が支ntす る邪馬台国で種もみや絹縦物

を貢ざ物として||めていました_これが 1本の種のはじまりです.

税は単

"ヽ

呼の時代から■イtま で 長い問 幕末や朝廷 1本を

りませんでしたが あるものを見て、意味がわかりました。11:

前 ,の職場に行ったときに近くから「税金ソ2件 」というとても

大きな声が岡こえてきました。その短い言人の1● こは とても冷

たいものを感しました。この不快な体験により、公務員の給料は

rl金 によって払われていること力:わ かりました、でも、父も|サ も決

して1泥棒 1ではありません.毎日忙しく、「札0泥棒りなどと訴

えてくる人も合めて,||の 人たちのために41,を しているので

→.1,防士だったり警察官だったり、私たちに勉強を教えて下

さる学校の先生かもしいな力ったらこの世の11は どうなるので

支え続けてきたのです .

最近議題とな ,て いる「北陸新幹換J,こ れは 私たらの納め

ている税によって作られました 1ヒ 降新幹線ができたことで Jヒに

の活性化はもちろん、人と人をつなげること力
'で

きました.私の友

達も「ィi川 県のおばあちゃんの家に行くのに とても,不1になっ

たよ.Jと 喜んでいました.彼 女の顔を見る機会が増えれば、き ,

とおばあちゃんの実顔も珀えることでしょう。税は 本中で実顔と

笑顔をつなげることができるのです.

しょうか

もしも、税かなかったらこんなにも平和を日本も 美しい景し

も大●lな 人にも出蓬えなかったかもしれません.

自分の収穫の中から抜け落ちる穀物を意味する税.それは

たくさんの人 を々苦しめ.争 t■ こまで発展することもありました.

それが明治維新により現金による

“

に変わり、数 の々戦争を乗

り越えなから現代の形になりました。今では人 を々苦しめる税で

はなく私たちの生活11■くてはならない札です_グローバルイヒ

4■ 11絶対に忘れられない 忘れてはt■ ナないことがありまし

た。人日本人涙災です_多 くの社■をもたらしたこの■災のため

に、1復興特別税 力
'で

きました.lFt設■宅ゃ学校の建築などに

ltわれていました 概は 人 を々教うのです.

語は変わりますが 私の家族はみんなが公務員です.私σ)母

はいつも1税があるから,Hご飯が食べられるんだよ 感謝しな

さいIll.と きっています.小さい頃はどういう意味が っば ,わか

や高齢イし、美しい日本の最色の裏側には必ず税があります.税

によって救われた命も数え切オtないにどあります.た だただ、

1増 税反対 となげいていては 私たちの未来は変わりません。

人 人が税と向き合い これからの末来を税とどうつなげて

いくのが それが最も大切です.

「籠は実顔の源J.そう考えると 税金のすばらしさに久づき

ませんか.



平成28年 1月 , 法 人 本 日 部 (0)

平成27年度関東信越税理士会埼玉県支部連合会会長賞

幸手市立西中学校 3年 4組 新島 菜悠さん

平成27年度埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

春日部市立春日部中学校 3年3組 長 百美さん

信りが,にな.,た 。私がまだ 小学生の時の事です セヽつも地

りに迪学路を歩いてド校していた時でした 私の日の前にいた自

転車のおしさんが横断歩道を置ろうとした瞬閻、横から猛スl・―

ドで来た山転■とぶつ・lつて 1人 ともたわれてしまったのです。

私は 瞬何が日の前で起こったのかわかりませんでした。そして

地山iに たおれた二つの自転車と二人の人I・lを 見て初めて自転

■事故だと理解しました.さっきまで普通に版rl夕道を渡ろうとし

てぃたおじさんが .し /1・し、私は自分でもおどろく程冷静に考え

て

`′

動していたのです。道にいた人人の人に携帯電話で萩急

車を
'子

んで ドさいと 気づいたらお願いしていました。その人は

すぐ通lllし てくitま した。そこから三分たたないうちにすく腋急i
が到着しました。その対応の14さ に私はすごいと思いました。後

II●|いた語では二人とも軽傷で済んだという事でした.この時私

は旅急●のすごさを改めて実感しました。しかし、今になって考え

直してみると救

`勁
iこ んなに,く対応できるのは 国民のみん

なが協力してlt金を払っているからだという

'が
わかりました.

税今は私たち国民が普段何気なくツ、っていて 色々な所に

使われています。・lえば教急車や|‖ り● 病院など私達が′|

力った気がしました^

平成二十六年 II月 に 消費れ+が5バーセントから 8パー

セントヘと,き 上げられました.速 テレビなどで 家 叶力
'圧

迪

される 国内消費率が減り景気が悪化するのではないかと

いった報道がたくさん問かれました.確かに消費税事アツプに

は そのような側面もあるのでしょう。しかし 税0のデメリット

ばかりを強調するような報道には 疑 Hiを 感します.そ して税

金の良いmiや 私の社●のように公費による制度で助けらオt

ている人がいること lt税がll会 貢献につながっていることな

どをもっと多くの人に知ってもらうことが大切だと思うのです.

現在祖母は病気が少しずつjlF行し 移動には■いすが必

要なll態 になっています しかしひたむきにお気とい,き
/・‐い

広芳費の支援制嗅に支えられ生 :占 しています。「あり・llた い

ねえ」その言葉は 祖 けだけでなくなたち家族全 Hの この声

なのです .

=も
1,来 自分ではFI F・ をして械全を納める 1が来るでしよ

う.私は その納めた札で多くの人の生活が成り立 ,て いるこ

忘れずにいたいと思います。そして私の社 |サ が助けられたよ

うに きちんと税0を納めることで今度は私が誰か0カ になり

たいです.感謝の気l↓ ちを忘れずに納税すること そえ■が
'R

I手 を支えてもらった事に対する私の出来る恩返しです

活していく上でとでも大手な所に使われています .ゴ ミの処理

や適路の補修とかも

“

金で行 ,́て います。もし

'金
が,かっ

たら 因るのは私達卜民です。だからこそ税金はとても人,な

ものなのです.

さらに税金に興味を,1っ た私はもっと計しく調べてみること

にしました.ます優金の価Mについてです.税金には 1迪 りの

分類や方法があります ますどこに納めるのかによる分類で

す。同に納めるのか地方に納めるのか それによって税0の

租類も変わります。国に納める税金の事を「国税Jと いい地方

公
't団

体に納める税金を「地方 |.」 といいます このように納

める場所によって札0の ltわれ方は大きく変わってきます.次

に糾め方による分類でヽ.税 0を負世する人が直接回や地

方公共団体に納める機金を「直接税Jといいます.逆に実質

的に,金を負lHする人とそltを納める人がヽなるlt金を「間

接税しといいます 最後にllに対して税金を力■ナるかは 税 )

による分類です。個人や会社の不1益にかかる税金を「所得課

“

」といいます。そして、物品の‖i費 やサービスの■ ,tな どを

対象とした税令を

'‖

賀駅札」といい 資12を 対象として課税

される税金+を「資
"課

税答Jといいます.frNは 同じ税金でも

こんなに種類力iあるのかとび ,く りしました。でもちゃんと分類

されて lEしくltわれてい7● から私達国民は安心した′ri舌 が送

れているんだなと改めて純0の大切さを実感しました.

私は■●力`こオtからもっと,利になって も ,と 身近なものに

なって,■ ナるといいなと思いました.税金に感謝します_



(10, 法 人 春 日 部 lillk281:1月 サ

平成 27年 ll月 ll日 (水 )

於 8、れあいキュープ(書日部市)

春日部税務署長表彰

春 日部法人会関係

庄和瑯 柔 谷  菫 明 (臥 報委員長 )

久∴支部 宇 津 式 信 代

“

,女性部会長)

税をιえる迎口1の lJl日 となる11月 11日 に 本年度

の納 ll.茨彰,ヽ が挙行されました.管 内の関係機関

協力ljltt rKl係 行政 イ
`待

者なと大勢の方々め,H席

される中、厳粛なうちに春H部税務署長表彰 感謝

状の贈見が‖リイ,われました,当 法人会関係では、2

名の方が授賞されました

平成27年 11月 11日 (水 )

於 :ふれあいキュープ(春日都市)

第3部 記念,Ⅲ 終Jは、白同市 立r間 中学校吹奏楽部

のアンサンブル,“ 奏で 情緒あふれるlr楽 器アンサンブル

から木絆 金什と次々に変わる,1奏 に魅 rされました。

なお、当日は さいたま組のトラスト寡企」や 1花と緑いっ

ばい運動」としてイとの前のプレセントも行いました.

毎年 1]月 11日 から17H

は
~税

を考えるЩ・ l」 0す

税のオピユオンリーダー

として活動する法 人会で

は 春 H.F.税 務者竹内税

務行政協力会 1会 長 出11も 1贖 ― 関東信越税理士会春

部支部長

'の

ご筋力をいただき、第10回「税を考える週「:

公開語‖

`_を

開l・ しました

r71会 ィi手で当会野原会長は 税を考える lu rlの ■教

や法人会の11広 い,占 動について述べました.

第2部 記念講演」では 春日部税務署 中坪 IIx治 2長
に 税企百利」と粗し、これまでの経験に基づき税務訴訟

や相続税なとヽ こついてご計演いただきました



平成28年 1月 号 法 人 イヽ   部 l111

0鮒部会麗憂医■曰置露因菱厖日図聾萎回■■■■
平成27年 ]1月 5日 (木)

於1青日都市商工振興センター
`Ⅲ

年ご好評をいただいて

いる女 円吉

`会

把 Hセ ミ

ナー.今 年は「健康な体を

つくるため コ食育|をテー

マに 株式会|い サコランド

代表取締役 高塚美″ r

氏を計師に迎えました .

先生は 自分自身の病気や健らヽに関する体験から導い

た仕■に対する考え方 仕康な体の■となる「食Jの安全

のためには ます地球の健康のために環境に配慮した+
ilσ )大切さを豊富な1映像と共に熱く語られました,

J atn*
女ヤ[部 会による「税の講i舌 とテイー

コンリートが公冊事業として‖l llIさ

ォtま した.

第〕割
`は

、本 I吉離 務アの販 H」 ツ

長に「税金百千「 ～卜税に門
'る

あ

えtやこオtやの話 をテーマにごiみ おiい

平成 2フ 年 12月 8日 (火 )

於 :ホテル久喜

第2部は 和 光「 41イ トのツプラ′歌手 牧■ 1い んによ

るコンサートです.フ ォーレ ブツチーニから 1本 の1l llま

で、幅広い曲を演奏いただきました ビアニストの「 ‖文晃■
|

氏には、シヨパンのIIを 演奏いただきました llK後 は′ヽ場

たださました 噌 I」 I.和読純なと、共llslllを 挙げてl■ りや

σ)皆 さんと共に発

声の基本をコーチ

して頂き合 llBを II

しみました.生 の

洒iム に触オt、 改め

て■楽の不思議

な魅力を感じるひ

と

"で
した

→くお話いただきまし

た 会員から要望の多

かったテーマで 会場

いっば,■・180名 )の

参力‖′は頷きながらス

011お聴きしました

J ErFEle

らは、山 剖
`会

長 倉l―rHl部 会長の2名が参力‖しました.

初 よ千嘘 教育 占ヽ動プレゼンテーシヨン 部会長サミノ

ドテーマ 「市■部会,舌 勁充実のための部会員増強Jヽ

さらなる活動に必要な多くの仲円l部会員の拡大とた者

 ヽ力(`iわ れました.

211日 の大会式 ILでは 1'日 のブレゼンテーションの最優

秀単11会 の事 l・ lが披,され 全国の青年部会が,例を

■
ヽ
―
・●
■

―
”

の

会

開

か

年

い

か

りt右化し レベルア′ブ こつなけること力ヾ期待すると締めく

くられました また ,舌 動の■盤となる部会員増強・I」 lk

彰も行われました さらこ 大会●
「

を通して一埓の

'11"
強化をjLめ、青年部会が大きな■fI感と主体性を,って

法人会活動に参画し、杓t税 教育活」lの■進と充

'(に

件

りしていくことが確認されました.

式共後は、いのらのllを デ■に水めて と題し、■11

獅t空 1,1究 開
`1機

構 JAXA)名 誉

教授 的川本11

氏が記念諦 i寅 が

`|な

われました

平成27年 11月 19日 (木)20日 (金 )

於1茨城県立県民文化センターほか
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部 平成28年 1月 を

決

“

及び中‖を間近に枠えた法人を対象に 法人お

`及び消費税等の説り1会「決算期/1説 り1会 Jが年4回、それぞ

れ久■ 本回‖ ′:lllの 3会場で開催されています.証師 よ

関東イ
=越

税■1:会 春日部支部の税理 にさんとな目部税務

7法 人一部PIの方々で「税押l改正の杓容」法人の決

"と中件J消費税Jなどが訂ι明されます.

該当する企業には税務 とより案内のはがきが旭きます.

との会場に参加されても結構です.

中原 信子 え牛

10/23(金 ) 出来 太 先生春日都市民翅 ヒ会館

木

火

木

火

′

ヽ

　

′
ｔ

　

ｒ

ヽ

　

ア

ヽ
　

一

］巴
14:00
-16:00

岩槻本丸公民館 須賀 昌則 先生

久喜総合Vrヒ会館

岩槻本丸公民館

1 春日富B市民文化会館

中原信子 先生

消水洋介先生

須賀 昌則 先生

久喜総合翅 じ会館

年末調整説り1会が、11月 17日 から30日 よで、久■

市・‐手市 進出市 /.日 部市 さいたまljイ :概 Xの 5

会場で それぞれ午前 年後の2●1開 llさ れました

説明会では 専 ri跛 員の方が
‐
年末.ll塾 のしかた_

~法
先調書の作成と提出J~ぜ ―TaxJマ イナンパールサ

'た

なと

“

こついて、映像を交えて説J2Hし ました .

「ビジネスや日常生活で役立つ 平成27年 12月 9日 (水)於 :春日部市中央公民館 |

ウソ(人間心理)の見抜き方」
昨年に引き続き公共機関とのタイアソ

ブ41業として「 1両 した公]ntミナー 今

回も締め切りをit■ 定員に達する人夕t

となりました 講rTは ヵ能 経済

`じ

牙

の刑事を20年経験した元警 .F・ の森透

■氏.刑 事時イtに多種多様な人物の

取り調べや事情聴取でj.っ た知 i敲 ス

キルを基にした満済は、人間心理を読0若 Шt点 ウンの

サイン、性しいIt引 先の見抜き方、ォレオレ許欺 架空請

求許欺 取り組み詐欺、il短取引先の

'こ

極め 債権回lt

のトラブル回避など、多岐にわたる内容でした,熱 気に満

ちた満‖の参カロ者からは多数の質 11も ‖|さ れ |おもしろ

い また聞きたい |と大好許でした



平成28年 1,1号 法 人
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口内容

第 I部 税のおはなし(越谷税務署)

第Π部 バンド演● (オージンズ)

第lll部 伝競工姜籠染灯籠のお語

■講師紹介

株式会社バン・アキモト代表取締役
あき もと  よし ひこ

秋元 義彦氏
1953年栃木県那須塩原●生まれ.1976年法政大学経営学部事業。東京のバン

屋 マルシャンで2年同●修41の後、!978年に前身の秋元ベーカリーに入社.

1996年「バンの缶誌Jの発売田颯 1998年に株式会社バン アキモト代表取椰役

社長就任 現在に至る.2009へ「救缶鳥プロジエクトJを 開始.(救缶鳥ブロジェク

トとは、非常全を備る ことで、世界の飢餓救済の活動に,力1でせるプロジエクト)

※テレビ東京
「
カンプリア官間 へ山演 大反響を得る

※「日本で一番大切にしたい会柚 大贅審査委員会特別贅受■.

申込書にこ記入の上、FAXで春日部法人会へお申込みください。なお 申込書は春日部法人会ホームベージ

からダウンロードできま丸  【お申込み先 :公益社団法人春日部法人会 FAX 048752‐ 82441

Ч)女性部会

面見の話」と『懐カしのバンド演奏J

「伝続エ 」のコラボ
～ 1970年代の懐かしの歌、楽しく歌いましょう～

このテ業は、川日 西川 1越谷 本国部で構成される女性部会連絡協

議会束部プロック共同事業として開‖:さ れます.

■ 日時 平 成 28年 3月3日 (木)午後2時～ m場 午後崎 30分 )

日会場 越谷コミュニティセンター「ボルティコホールJ

東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分

越谷市南越谷―丁目2876 1 TEL048 985 1111

口定員 先着200名 どなたでも参加できます

申込書にご記入の上、FAXで春日部法人会へお申込みください.なお、申込書は春曰吉8法人会ホームベージ

からダウンロードできま丸  【お申込み先 :公益社団法人書日部法人舎 FAX 048752‐ 8244〕

川

芸

0青 年邸会

小さrJバン屋の大
～「バンの缶詰」が世界を救う!感動:

今回の青年部会公開講演会では 栃木県フト須垣原ilθ )小さなベーカリーから始まり、バンの,イ 計」という

す新的な商品を生み口|して以来 バン業界σ

"―
ダーをひた走るいバンアキモトの秋′t'「 長をお招き致します

「救缶鳥プロジェクト」でボランティアとビジネスの融合を実現させたその経I市新モデルについてお伝えしま

す.格Iイ 起業家 後ll者の方は必聴|どなたでもご参加いただけます.ぜひお気軽にお‖嘔&みください.

■日時 平成28年 2月 13日 (土 )

午後2時～午後3時半

■会 場 宮代町コミュニティセンター進修館

小ホール

宮代町笠原111
TEL 0480‐ 33-3846

■定員 150名
*定員になり次第締め切りま丸
どなたでも参加できます

■主催 公益社団法人春日部法人会

青年部会



平成28年度税制改正提言活動

法人会では、公平で提全な税ル1の実 tlを 目

指して会 :1企業の意見や要望を反映しながら、

税のあるべき姿や将来像をサ↓据えて建設 Il lな

提 ,;を 行つています.

法人会の提言活動は、法人税の引き下げな

どをはじめ、同族会社の留保全 i来 税印l度 の抜

本 |1見 IHし 、事業本継に関する税制の11設な

ど、中小企業の活性化に資するl.制Iの構築に

寄与しています.

111, 法 人 イド |.f・ 平成28年 1月 号

平成28年度税制改正スローガン

〇厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも行財政改革の徹底を !

○中小企業の力強い成長なくして 真の経済再生なし!

○法人の実効税率を早期に20%台に引き下は 軽減税率150/0本則化の実現を!

○中小企業の円滑な事業継承のために、欧州並みの本格的な税制の創設を!

※提言内容の機要は,1月の広報誌に掲載いたしました

古り|1俊治参議院議員ヘ

平成27年 ll月 26日 (木 )

三ツ林裕巳衆議院議員ヘ

平成27年 11月 26日 (本 )

土屋品子衆議院議員ヘ

平成27年 l]月 26日 (木 )

春日部
庄 和

毅
総

石川良三春日部市長ヘ

平成2フ 年 ll月 20日 (金 )

○提言先○

●全法連 財務省、国税庁、中小企業庁、各政党

●埼玉県連 埼玉県

●春日部法人会 地元国会議員

●各支部 ―地元自治体(市・町長)



平成28年 1月 り 法 人 イヽ 日 部 115'

蒲

宮
田中喧二久喜市長へ

平成27年 ll月 25日 (水 )

渡辺邦夫幸手市長ヘ

平成27年 ll月 24日 (火 )

小島卓自岡市長ヘ

平成2/年 11月 10H(人 )

栗 橋・鷲

中野和信蓮田市長ヘ

平成2/年 11月 24日 (人 )

榎本和男富代町長ヘ

平成2フ 年 11月 1フ日(火 )

古谷松雄杉戸町長へ

平成 2フ年 11月 ]8日 (水 )

岩 槻 ※さいたま市への要望活動は

浦和法人会が代表して行いました。

全法,上 では、1税制改正に関する提言Jを取りまとめるにあたり、毎年、全国の法人会税1」 委 lt、 役員を

中心に税ルリアンケートを実施しています.さ らに 埼十県法人会,=合会では、今会員を対象とした税制アン

ケートを,年 3'`頃、お願いしています その結果は 本提言に生かされますのでご協力を力願いします

″



|]6, よ フ、 4   部 |■ 28年 1月 ,

平成27年度

税の啓発活動・花と緑いつばい運動 課拶騎計
どで

「
しい

'知
識のキ及 うるおいのある街づくりのため 春日部法人会 こよ 平成8年度から 1税の啓発

活動」と「イ́と線いつばいコ動 |を展開していまJ.

今年も各市 ]]で行われる産丼祭 商工まつり 市民よつり等 様々な1也 けイベントに各支部が創意工

夫して参力」tノ 花の椰や苗 税の資ll小 ,生が描いた税の絵lJ tt D',|め ットティッシュの配布 さい

たまl.の トラスト募金などの活動をイ百つていまJ.

かすかべ商工まつり
HP′ 10月 |フ ロ(■,18「 (「 )人 沼F勁公E

杉戸町産業祭
Hど /11月 3日 1ス

=, 
テ'ク 」パ クゅ●すきと

晨業まつり
Hつフ]]FP]こ 11  : F■

=′
ヤンター

第32回 庄和地域産業祭
HP/11月 8「 (「 )圧 和総合公同 十和雀合支・ F

産業祭
HPア 1lF3ヨ

`し

、祝)あやめ公は

第29回 久喜市民まつり
2/IC■ 18EIE: ス三駅前 (J口 )
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一

―
１

・

，

一
〓
・

義
笹名 コスモスフェスタ

IP/11局 24日 (火 )電 宮総合支所
第26回 みやしろ産業祭

H2710月 25日 (日 )言 代ヨ:彎 1会
=車

場

雅楽谷の森フェスティバル
112/11F3ヨ (火 i■ )'n■ ′,T

岩槻区民やまぶきまつり
H2フ 10月 ]8¬ |¬ , 岩鴻文′し公国

第22回 幸手市民まつり
IP/1]■ 8□ (ヨ , 千十駅す通り

栗橋やさしさ。ときめき祭
H2711月 ]5「 (「 )久 喜市票F文イし会館

11島

装|

:含

:コ
:1

法人会の基本的指針

―――全国法人会総連合 ―――

会
長
の鱗
をぁぎＦ

”ド脳ユ一̈極的な６ユ

恣
郭
瞥
Ｊ
寸

憲
‥
奪
の李猛
税
計
貫
ｅ
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０ 法 人 春 日 部 平成28年 1月 号

鰤 棚轟鞣 隋
員相コの絆を深める交流・親睦事業を行

量

会員交流事業
杉戸雅楽の場
H2′ 年 10月 26H(月 ,

マイナンバー制度研修
+コンプライアンス艦

H27● :1月 17=(人 |

久喜市健康食育まつり
,7年 1lFl□ (□ |

マイナンパー研修
H27年 11月 26□ (オ )

役員視察研修
東京国税局ほか
P7111自 18{水

)

女性部会
ガーデニング教室

HP71 12■ 4日 (金 ,税制改正勉強会
岩観商工会館

H2′ =| ,,27■ 1■ ,



.14成 28年 1月 サ

税務研修 コンプライアンス研修
H27年 10月 22L

」AZZ DAYか すかべ  中央町第4公口ほか

Hこ 7年 |1月 7二 1土 |

,か
辱

‐

‐
無

税制改正勉強会
コンプライアンス研修会
271・ 1月24FI大 )

商工会工業部との合同研修「まちづくりこついて」
H27笙 |1月 2′ □ |£ |

法 人 十 日 部 119'

公開講演会
「あなたは今

健康ですかJ

HP′
`=| 

サJB■ (□ ,

県外 研修 会

東京富士美術館

(八王子)きか
127年 11月 ]7日 (火 )

しらおか軽トラ市
HP′生 11月 23三 ■■



法 人 春 |.f・ 平成28年 1月 号(20,

セカ正力tifをご利用ください !

■ eLTAX(エリレタックス)とは...

地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的

に行うシステムです。

複数の地方公共団体への手続きを、パソコンから簡単にま

とめて行うことができます。

■ 市税についてのお問い含わせは

0法人市民税事業所税については

市民税課法人諸税係 ■10488291915
0個人市民税 県民税については

市民税課 特別徴収係 ―■10488291914
0固定資産税については

固定資産税課 家屋 償却資産係 tt 048‐ 829‐ 1186

■ 詳綱については...

―想社団法人地方税電引 ヒE●会にお問い合わせください。

()ホームページ⇒http://www eltax.,P/
0電話⇒●570001459(′ イヽシンコク)全国―律市内通話料金

P電話やPHSなどをこ利用の場合 0355007010通常通話料金

()受付時間⇒9:00～ 17:00/月 ～金(■日休日 年末年始は除く)

● 書 日部 支 部

会員名

株式会社あおいの社

●岩槻支部

株式会社サンエイ住建勿レープ

株式会社バープラウン

株式会社RST

有限会社タイコウ測建

●久喜支部

司法書士 大鹿事務所

五大工業株式会社

●蓮田支都

有囃 ケーフイベンデイングサービス

■ さいたま市においてご利用できる

申告手続きなどは…

●中FB5申告、予定申告、

確定申告、修正申告 など

0資産割、従業者割の納付申告

0事業所用家屋貸付等申告 など
事業所税

一　　　硼
翻

人

県

―鷺

1固定資産税 , 0全資産申告、増カロ資産

|(償却資産)1  減少資産申告、修正申告 など

※他に法人市民凛 事業所税

個人市民説 県民税の届出もc・rl用 できます.

0給与支払報告書

0特別徴収への切替届出

0給与支払報告 特別徴収に係る

給与所得者異動届出

0退職所得に係る納入申告

0退職所得の特別徴収票

1蓮EB市本町218

1蓮田市貝塚3]61

1蓮田市東 1214
1蓮田市末広 ]525

1蓮田市黒浜7672

蓮田市間戸407]80

さいたま市見沼区東大宮74416

所在地

春曰都市梅田3]フ4

久喜市本町192

久喜市河原井町 19

さいたま市岩槻区古ヶ場158

さいたま市岩槻区買福寺26フ 1

さいたま市岩幌区南平野369

さいたま市岩観Σ南下新■406]82

グ,レナッシュ

直JI産業株式会社

医療法人バイオ会

有限会社細ロスポーツ

有限会社熊倉工業エクステリア

株式会社新生

株式会社アップライフ

●幸手支部

医療法人堀中会

● 宮代 支 部

株式会社ビーインタラクシヨン

●自岡支部

有限会社木村住設

杉戸町下高野17601

宮ヽ町中島2182

上尾市瓦査 12168 白岡市太口新井4583



ンターネット・セミナーのこ案内
月からAndroidのスマホ・タブレットの視聴に対応しました

平成28年 1サ
jり 法 人 イヽ 日 部

お好みのセミナーをパソコンから選んでいただき、マウスをクリックするだけ。

「じつくり聴きたい あの人の講演」「ちょつと知りたいあの言葉」仕事に役立つ情報やヒントが満載.

ホットな経営情報の入手 管理職の教育 朝礼でのヒント集など豊富なコンテンツか随時更新されま丸

春曰部法人会の会員の方なら 無料ですべてのセミナーを視腋できます (会員外の方は一部制

約があります).すでに毎月200～300件のアクセスがあります。あなたも春日部法人会のホー

ムページ (ト ップページ下部のバナー)から一度アクセスしてみてください。

F=~
■間もなく公開!「日で見る春日部法人会J(活動写真集)1鮨 .■

法人会はどんなことをやつている団体なのか?各支部の活動は?

そんなこ要望にお応えするために「写真で見る春日部法人会の活動」
を作成しました.現在 さまざまな事業の休憩時間などで公開していますが

121

Ｄ

Ｆ

bp

会員専用 I Dih10905 パスワード:4500

11月末現在のセミナー数 は377タイ トリレ、2,426ム… ビーです。

経営革新 事業継承、実務家、一般経営、法律、労務、税務 財務 経理、研修 人材育成、環境 高齢化、健康 ライフス

タイル、政治経済、書名人、パソコン研修、経営実務研修、実習研修 人材育成、経営者 実務者請演、危機管理、その他

●マイナンバー制度の基礎知識

●企業がやつておくべき「マイナンパー」対応策

●売り上げが劇的にアップ |お客様を虜にし

て離さない「フアンづくり」の法則

●落語で学ぶ「本目続 遺言 後見」

●給与計算入Fらの入門

●簿記の基礎が 9害Jわかる動画セミナー

●誰でもわかる法律の基礎知識 契約編

●決算時に必ず知つておきたい留意点

Oセミナーは受けたいが忙しくて時間がとれ「Jい 賛

開催時間が決まつている集合研修は 忙しい経営者やキーマンにとつて一番頭の痛い課題です.イ ンター

ネット セミナーなら24時間アクセス可能で、時間を気にせず何時でも受講できます。

O遠くまででかけずに近くでセミナーを受けたい電
速くのセミナー会場までわざわざ足を運81の は面倒.移動時間や駐車場の心配も。インターネット セミ

ナーなら、交通アクセスなど(よ気にせす会社 自宅 出先などインターネットに接続できるパソコンがあれ

ま何処でも受講できます。11月からAnd「oidのスマホ・タプレットの視聰に対応しました。

O受講したいセミナーが開催されていない賛
「いるいろなセミナーの中から受講したいと思えるセミナーを選lRしたしll「聴き

たいところだけ選択して短時FB5で 受講したい」そんなこ希望にも インターネッ

ト セミナーなら多彩なコンテンツの中から選択して何回でも視聴できます.

ホームページでもこ覧いただけるよう準備中で■ お楽しみに.
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♪ハイボ～ルがお好きでしよ?♪

春日椰支部 Hタケイチ 代表取締役

杉山 武司

て′私も今ではすっかリウイスキーを綸に合わせた飲み方で楽

しんでおります.

もうひとつ、「スーバーハイボールJと いう飲み方をごil介 し

ま
'.ス

コツチウイスキーはすごく人雑把に

'う

と|モ ルトウイ

スキー とそのモルトを数画短ブレンドした|ブレンデノドウイス

キー 1二 人りJさソtま す 作り方としてまずはブレンデ′ドウイス

キーでハイボールをltり 最後1こ その基となっているモルトウ

イスキーの つをスプーンl14:く ら,ヽ L力 t,卜 ′ビングする こ

れで完成です 私はパランタインにアードベ′夕を卜′ビングす

るのがなrき なのです力'ト ンビングを変′/.だ ナでも0く 米力=

変わってきます ./~はネットで,ヽ軽にどのブレンデッドカ̀
ど
のモ

ルト原,内 から構成されているかでヽ易に調べることが出来ます

ので そんな違いを楽しみつつ自分畑1白のオリツサルハイボー

ルを開発してみてはいかがでしようか′ともあれ くれぐれもお

,四 は11々 |〔

私、洒屋の体ですので洒とは,が深く最7F■はそれぞれの

酒に合う嬌を′えつつ晩酌する楽しみも党えてきました ,こ 々

1本酒 ワイン ウイスキーを来く飲んでいたのですが ウイス

キーは 本,IIやワインに比べて合わせるるに因ります 飲みガ

としてやは,ス トレートなどが香りがたって共いのですが なに

せ度数が高。|ウイスキーがシメσ)洒と言われる所
'ス

です じ

かしそこへ玖 叶■の様に班れたのが
'′

ll・ イヽボールJです!

ハィボールは1950年代ir酒 ブー21こ lrtってブレイクしてい

たのですが、その後ウイスキーの飲みルの多様(ヒと共に奥送

していったそうで

'.け

れともサントリーは2008年 頃力ら新し

い飲み方提案やプロモーションi舌動を展||することによ ,て

,1.1● [ハイボールを復活させました.特に角ハイボールのツい

●は4つ 方をli した所と イ可よリレモンを大オtた ,叶 だと思いよ

す「鯛ハイしやないんだからJという批十」もあ.,た らしいのです

が 14というi金比率でアルコール分を8%程
'■

に

'|え

尚■

つレモンできっぱつとした飲み口にした

'こ
オ■1よ り様 な々希

に合う様|=もなつました.そんなサントリーの戦略にも栞せられ

株式会社タみィ事¬
サンクス春曰部―ノ創店

サンクス春日部小渕店

サンクス南I●丼駅前店

―ノ割2630    1L0487385838

不動院野壽 1    ■ 0487'S3,3,

米島中屋鍋]18' 30 11048718019

栗橋支部

テレビの 放 映 効 果
(ぶらり途J!卜 11の 旅 ,

いただけたらと思います という●容から始まります

その後日本テレビの|ふらり,t中 1車の力々メこ思い力■ナなく

1/映 されました.そ の は 1度お不動様の縁 とIHま ,て お

店の前を,口 る人から 見たよ
‐・今度ゆ ,く り味わせてもらう

よ など

'|し

い声を力■すて■き、売 にも,H,li以来最高となりま

した この放映がなかったらこの先どんなに不安であったで

しょう 取り入れて下さったロテレ様 盛り iげて さヽったお実

い芸人ィi■正貝1様 そして放哄後 派かいメ′セーンを寄せ

て さヽ ,た会員の皆様には心より惑ll数しております

Flオーガニック南栗橋

山田 喜子

自子 山H真 久が日本の文化を取り入れた11界 1=i重 じる

わ1卜 を翁りりた01というりの実現に向けて,1界 川じl● 同じ

てから準備期間7年 昨年結婚し今年4月 会社 ■●と同時

|=東 京ツ:人 景第11上 に選ばれている日野市の高幡不勁草

駅から参迪r7t歩 2,,の
"rに

Caに De Dangoのお店をオー

プンしました

最初 よ 水11で家賃もういしお天気にノ,イ iコl宣伝もな

しでどうなるのだろうとノ、変 さ祀をしておりました 'ヶ 128

がお不動lTの縁日なので 途中から

'伝
と団 r売 を■ねて

手伝いに行きました その後自分でホームベーンを立ち |げ

ました.日 本の
‐
田子 と,1界 の

‐
珈り|そ′■[ほんのサ,■ ,

と ,々 を■lxし たカフェです .:日 ■にllFを Jという,■ した

テーマで 普ftの ′F活 こ小さな旅のエァセンスをご提供して

す
　
Ｆ

こォtで ,、 の高幡不動 1'お 手|:い も ,″ しようと思いま

という■バカの話でございます

耳 つげダイエット

'本

人春日部平成27年 11月号 (第 ]64号 1に lFI戟いただきました庁和支部遠藤洋―

氏の企業名に誤りがありました お詫びし 息j正 ざ●てし`ただきます

【誤1●遷藤木材 → 【正】0遠藤木エ

3告多オーガニツク南栗橋
〒349コ 112 埼玉県久喜市中里66

TEL 0480 52-2195  FAX 0480 52 2329

各 種 桐 籠 製遺

0遠 藤木エ
代壺取欅役 邊層 輝―

崎玉県伝緻工菫士 認定書号用
'`'号
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外ではアクセスすること力(許 されません.問 ■っ

るとプライバシー侵書や絆欺 成りすましなど、ど

のような不正

`fイ

メこ利用されるかわかりません.

てアクセスしてしまうことめゞないよう システ′、|

でアクセスtll御 をする必要がありま規 「提供制

限」は、イT政機関や健保組合など以外の第 :者

に特定個人情報を提,tし ないことです。法人が

異なればグループ企業間でも特定個人‖報のや

り取りはできません。また、マイナンバー1ズ集や管

理を外割,サ ービス業者に委託するのは構いませ

んが その場合、機密保持義務 H`,外の4tttlal

人情●
ll利 用の禁lL 7L洩 した場合の委託先の責

任、再委itの条件などの内容を盛り込んだ委託

契約が義務イ」けられています。

そこで情報保護のために個人情報1呆護法によ

り手ヴい保護が lll度 化されています。マイナン

バーは 1個 人情報」よりも保護レベルが高い「特

定個人情報Jと して扱わitま →ゝ 制度上の情報保

護策は主に「利用制限」「提供制限」「安全管理

捕置Jの三つで→^「利用‖限」というのは、マイ

ナンバーの矛1用場面を税■1会保障 災害対策の

三 ,́こ絞り 必要な事務作業以夕に は和1用 しては

いけないことを指していまtt/1えば社員番号の

代わりにltっ たり、人事符理システムの‖:●用帳

票などに印届1し たりしてはいけません。i務 !1当

者力:当該事務で日にすることはもちろん構いませ

んが、不必要な印‖1や コピーなどはできません。

上記の通り企業にはマイナンバーの漏洩を防ぐ

という新たな責任が生じま■

事故時の賠償責任を補償するマイナンパー保険な

そのようないで 会ll企業のマイナンバー湖減

ども■月より販売開始 (襴I償開″Hよ 2015年 1月 よ

り,されていま,企 業には様 な々リスクがありま

すが、制度への対11と 共に、保険制度なども検討

マイナンバーが記載されたファイルは「特定個人 されてはいか力
'で

しょうか

情1:フ ァイル」と呼ばれ、規定されている目的以

法 人 会 は、様々な事業を行つていますが、大きな    会長でなければ加入できない保障制度、集団取扱い

柱の一つが福利厚生制度で、全国法人会総連合では、   による割安な保険料、法人契約にすれば保険料が損金

この制度を「大同生命保険株式会社」「 Alu損害保険   処理できる保険などがあります。

株式会社」「アフラツク(アメリカンファミリー生命保    詳しくは各社「法人会福利厚生制度推進員」におた
険会社)」 の3社と提携しています.            ずねください。

大同生命保険株式会社 埼玉支社番日都営業所 … ………… 電話 048‐7343371

A:U損害保険株式会社 埼玉支店 ……… ……… … 電話 0486507670
アメリカンフアミリー生命保険会社 埼玉総合支社 …………電話0486450861



法 人 不 H部

枷詈調冽金融び
翼劃曳歓金のE錮らせ

今回の新書講漬会では、「行列のできる法律相談所1(日本テレビ系)を始めとする人気番組に

も出演中の弁護士、大渕愛子氏をお招き致します。私達の仕事や生活て知つておけば、役に立つ

こと間違いなしの法律知識を分かりやすくお話頂きます。この機会に、足非こ参力0ください。

■ 師

稚瑞F動所
夫痴奏手氏

平成28年 1月 り

1977年 8月 12日 生まれ東京都tL身 2001年 弁護士登録.

東京弁韻士会所属.

大手法■事務所での9年間の実務経験を経て 2010年 1月 東

京 無座に「法律事務所インフィニティ」を開政.2011年 3月 末

京 表,道に移転 名称を「アムール法●事務所1とする.

事務所内に

'ウ

ーマンズサロン|と いうカウンセリングルームを設け

女性からの相談を幅広く受けている.2011年 11月 からは「●

'1のできる法鶴 晨所:(日 本テレビ系)にもレギュラー出演し そのl●メ

ディア出濱 班事活動 ll演等も積極的に●っている.

平成28年 2月 5日 (金 )

時間 :午後3時30分～5時 (開場:午後3時 )

会場 :春日部市民文化会館 小ホール

会場 :書日都市民翅 ヒ会館 大会議窒

定員■00名

特別会費 :3,000円

公益社団法人 春日部法人会事務局 TEL.048-761‐3551ノ FAX.048‐ 752‐8244
FAXに てお申込下さい。定員を超えた場合のみ連絡しま丸

申込用紙は、お近くの法人会事務局のほか、ホームページからもダウンロードできま■

法人会会長のみと
させて頂きます

一般参カロ者歓迎‖

定員400名
(先着順)

花の苗
プレゼント

平成28年 2月 5日 (金)午後5時30分-7時

編集 :十 日部法人会 広報委11会 染谷 林 (茂 )橋 本 月ヽネ 林 (明 )須賀

"t出

真lt明野 進藤 1島 |1野


