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社団化創立記念式典
1lJ■ 人|ド  部■人全01111:」念人メt力 :ム る■

杓15,キ 11「 1 春■■1,内 の■ 14市 1ヽ えrヒ 公L
で会員●80名 のほか曰島郷イ,i●税弓にTL出

`長
,

トロ¬」|ど 」

', 
勺藤市¬7■ ■■越谷ツ々 大

木埼玉県j菫

'■
2,多 くの

'(′"l吟

のもと嘔人に挙

`iヽ

ltt lた

59年 9月 r‖ 1調 化01● 11会 を開催,10'12711r

知
「

同■月から,キ・Jがあっ〔,念願の‖JJ化を達

「■しましため1 1己令,1'■0ま ■の 1ヽび 力1● ■●II

liら ヽ1 ていまtた .'1野
`ヽ

■の |ヽ ||力 あと口|:

●税局清

't'「

長らXこ |ヽ ′くかモオtイれ11計を,トベ

また会充t'の ■労者の,1+′式 ,ヽ`|われました.

ミ典のあとの0:資 金〔t,  1和男i口 ■:純務

′長が「11」 イビを心から,お どび 1よ す と乾杯の

「「頭をとり, kt‐tを 交|・|ごやかな
`:●

が繰りll

lす ら
'tま

し
'■

.会 itた ちの多くま,II団
`ヒ

のスに

―ド共
'ヤ

う0と し、 また名実たもに社会的に認

められる日1体 としてスタートしたことからこれか

いの活動を充実させようと書い0っ ていました。

拙
「一』
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先手と後手
久事t区 高山  薫

唇とか将‖tを やると必ず考えるのが先子か後手

かということである.

辞書によ/● と,■
'と

|ま Fし より先に l■ うことと

あ り,後手はその反対のことである。

勝負の

"界

では,先手々々をとることが必勝の

要件といわれ,それがち

ょっとした ミスで後■に

廻ると1“ Fulに は■が折れ

るものである。先手を取

り戻すために1(ヽ るし,そ

のため形勢はかえって思

くなるし,よ い知恵もな

いので,オ1つ r,打つ手

梅と人
杉戸地区 砂川l 祐亮

東風吹かば匂ひおこせよ梅の花

あるしなしとて本を忘るな

常公のまで筑第に下るとき詠んだといわれてい

る。 2月 に入って各地に梅のたよりが取り沙汰さ

オtる頃わが家の権もにころびはじめ,メ くいくと

した独得の梅容があたりl―ただよい,ふ と, この

歌を思 口ヽ1す。

枝にはまだ葉がなく可憐なイしだけが小技に付い

ているさまは, 卜のコl来を行ち兼ねていたかのよ

うで実に f」 々しい,これが

'の
さがる技工れ性の

ものになると,そ の風情はひときわ優美さがljl味

されて,幹のごつごつとした感じと調和して,強

弱 柔剛を一本の本が求易している所が,そ もそ

も絵にも文にも収り上げ

てみたくなるものです。

厳冬の1を書が日ごと

にあくらんで早|"に

'と

る

綸を被ったメLい 常 の姿

は,人の世の 1忍Jを大

自然が大古より示してい

る様な気がする。些思ん

が後手に回り,勝負に負けることが多いものであ

る。

ビジネスの世界でも先手必勝がmぃまれ,自営業

者たるもの 日も気が安まることもない。われわ

れの双肩には少ないといえ,従業Flや家族等の生

活がかかっていることを思えば当然のことで,占

事の・ 寄らば人樹のかげ"的楽製は許されないも

のである。

しかし逆に “後子の先"を とることもまた必要

で,一見,後
'々

々とみえるようなことでも,大

きな流れの中ではそれがプラスに作用し先手にな

る事もまた事実で,かえって勝利につながること

もある。

発想の運転か,大 きな長い流れの中での一部分

をとらえての先子,後手を論じるのでなく,今の

われわれ人間の寿命を考えて,10年
"年

でなく,

∞ 年,ltXl年 の流れの中で物事を考えることもま

た必要ではないだろうか。

若い中国人がいったそうであるが,今の中国は

たしかl‐ 日本よりは総ての面で後れてはいるが,

10丼
"0年

後には必ず日本を迪い越す で あ ろ う

と。

だのちに団化するところは尚更,人生の諸々と酪

似している。

大自然の驚異には日をみはるものがある。梅0

木は,花の咲いたあと正確な自主11告 をやっての

けるのである。イどの咲いた所から来″が出て,や

がて青葉若栞は薫風にそよぎながら光合成によっ

て奏分を備蓄したがら成長し,夏期に llの 付け根

の所に花芽が出来るしくみになっていて, これが

ゃがて束風の吹くころ咲き初めるわけです。花芽

が形成されると権の葉は,初秋の

“

から, くるり

とよじれて,41が必ず咲くということを葉の形で

自主的に申告する性質を持っているとは,人の匹

そのものである。哄かない技は葉が平のままで,

大自然の教育も,すてたものではない。
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'と

と

もこi十 く

'ィ

0と するところであります

企け
`:ヒ

ス■人■の■回イとはなルの力|く ,L,
L :ヤ ● 1々「●イ,セ モ11■ |つつある気

=二
を,

るた●らからわ力i卜 |■嘔tだかにとF111¬ |」 ′)ri

‖|■■
「

■ti‖1 に■
'筐

ヤ市μ ■で円

'た

11

■■■ lt● ■■■会をヽ■■■ ■■')tt
,い (■ をヽ■● つた1■ |よ

'メ

|「 イi ll,ヤ ,え の1'

tt会を

'」

I`す る辿0と なり,コⅢ127 r主■く

,ヽLt● II'■■をtた だいた0■ ち 0ま |

かくの如く政i壼 |し て着■たろ■
「

化,tlた がキ

来よした■と|ま  mlに ご当1,を 1ま しめ川体諸 ‖

体と当

`,■

■■●●員の担大生る」支2の 1"フ ●

あり ながでも,‖ ′員会とい■■

`■

の活記=
抜‖|であり

"謝
の41(よ ございま亡ん.

こ1から
=:=‖

`ヒ

の意式をit(l■■ t 全員の

増強を lt:あ ま‖tを さらに■i化 1,■協
'祓

・・1普

及と訥rt走 たの
「

11■ 0当 ■ 1告 l■■請Ⅲlの  呼

のt■ を根Ⅲとして

'員
●業11■ の,1`ヽ

7ヒ と発瞑

のための■策をmと した会のぇ[営 を充実し法
'、

4
●〕想|´ 向って■川 ■る■‖でございtl

今後と ,ヽ尚―●のご指導ごR,'と ビ.4,',″
あ |

=■
11=j覇 1ヽ 中I Liザ tr

あいさつ
|

社団法人春日部法人会々長

l」 野  /1N 作

祝 辞
‐

関東信越国税局長

lli l供  11 り」

■ 11'き L■ |'、 会つ■■t● ■ヽ
'二

人に

開|´ 卜ヽ rじ ||い の二■を11 1■ イヽ,k■■■
'

|た こと ■ヽの ,イ びとする1こ ろ●̀
11つ =す

ギ:● 1{2'F「  ′:ti :■ 1き

'1 ` )■

′ヽ
11 ま で  イ:´ |

まきる●::■ を」した拭|1人 とli■ ド;|あ られた

■R, イ,■ 致 1,い 。社をと しイ,人

`t●
・ tこ

'1(

`11■
Lた  二・)'か lい lt■■■

'´

[に
'夫

|(

niの 1僣ilを 渕る1■ ttこ , ざ
',|■

||■ を

'ヽ

(し 11'

II"´
'I■

にイiう |●, II様 力1■ 1(111]さ れ

三‐ t l iti■ Jl■ |た■1  こ二 :■,‐tt4:11.

:こ 念■,t■ ■■
',|11に

こた
'計

rl Ⅲくrか

らお|lt  l l ′十す. ==|`|ヽ ,ま すサでのり|

夕、

`役"■
つ■Ⅲをまビ■ittう

=LIの
■ヽし

とヽ1`つ にヽl il■
'こ

″ス,ユ [″
'Il t十

,`

と ,ヽ|ヽ1`行政卜1'せ られました仰‖|lrtLす
tfメ 〈

“

ネLr l 111る |て ,|=ち |=す

ザ111ヽ
^|こ

おかれ tti l llイ ,な イ,hヽ|:忠 仲「

の・ r及 ル中
「

イト||「 1'の■1(√)ためおr′

"・

関する

1lFI夕 よヽ とよ0  ●IIせ 1( `|`'|ミ

'11:を

I五 1曼 |●

こ|ズ ■ 1〔 ■■こに「 :ど ■
`,|∫

どt',′ ,ス,■
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`ヽ活■オ

'(開
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さらに

^1私

の■,|‐
`'■ ',な

ま十11ヽ .に  '“ ′i政に■十る "の
`JF解

|

■|」 りを,ら ,ま
'よ

う■1,t iti● ます
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事業関スイに対する接待,供応,慰

■,M準等の行為のために要する賀月1

よ 萌らか|「 されている 定の条‖'に

取弓先会社の親睦旅行に参

加する費用は交際費となる

当社 よ下詰:ナ を業′とする小規模な

問 ‐ 同晨
'社

ですが 充注,こ の中
`■

よ●,1

T市 I● ‖も合めて, 1泊の投|■■iA行 を

ヽています

この親■lk行 の■会費用すは早ネたの tlに です

が,参加の1ヽ賀it各 自 (TI肯 介

^つ

の

`1■

で,当

社|よ その費掏,ヤ 交際費として処THし ていますが,

い■まで,1題 になった二とはありません●した.

ところが,今回の■務調査で、前期に文工した

分の額について この文 1額 tよ 交 /・ 娑tで ltな く,

社々に対する貰与の支給に当るといわれませた

央して賞与の支結となな:}れ ばならないも0モ

しょうか。

なお,当 ′|「た交糸費訳■につい ては、定狐控除

の,な 用を受けており ,知 1の 支出4は この定額It

除牧llドのなとなってい■ |の で BIスに ま交際

安課税は郵 ナていません.

i々当する ,ヽの を除い て,交際贅 ■ヽ当る費用とさオl

ています.こ のこと (lRl「 い)から,収ぢ関係に

ある当■とが親]Iの ための,々 行等を行うために要

する費111 交際賛 :I玄 当する費用となります.

つまり, ご贅門の場合のその親|lk`● こ参力|す

るための旅費

`の
文1額は,交際費に該当する′t

打,と なり,賞 ′
,と みるの ま当ら,な いことになりま

す。

た7_t,そ の参加するため 7● 1は等としての文

出額が、 その班 F・・lkイ i等に参加するための賀川の

文■額とし Ca・1大 といえるとき t,その過大

“
`,の敏は他に別段の■|:がなけれ I交際費としてで

はなく,貰
'(給

与)●)文給とみら

'る
ことにな

ります.

そこで,親催旅●に参力lす るために支llし た旅

費の販が,lF行のためのilk資
`tて

下1当 な額であ

るとするのであれば,そ の事実を立証されること

です.

艤歳時記魏

懐
桜,iと いtは , こ人の1の を■,,■ ■いたの ユ::

のこと 0'陵 lplま ス1-に 行く′i=や , スタイル

を気にして糾

`す

る娘さんたちの
`必

●111

こんなことにな‐,た σ×ま にい捨 て興●1が登場 ι

(llスのこ■です.′
`―

場の イヽンに ■,はい,
て使|の包よ●がいっ1よいい,て ら■ています。

円{不 15ヽ11■ に全国モ|“ 薇き,そ た使い■て使,は約

2に 9 αЮ′チヤ1=Itさ十 〔tよ ナ ロ本フ、1人当

た,3側ちがく[1っ た llltに 11,ま バヽ iたい捨て

凛,が =んなに11び たの1),こ こ数年のこたです.

■いi台 て

“

,1の 内容|■ ,嘲,,水 ,r_,i`‖炭 保

水剤などをユ trた もので, こ■●■
'4′

)餃ネ 〔触

れると発・tす るrl■ 1こ なって1ま す.  上には,劇

ll戦争の1,,ア メリカ兵が

'松「
塩や水などを工

'

て発ヽ■ :ヽ 保晨:こ

",た
のことントを停たといわ

れますが 本格HJに ■″ |ているの,:口 木だ ナ ウ

′リカ カリゲなどに輌 1き れています.

tの換11, 石や11を ,1め たもので tた。 ら,っ

たOi tで 1,換 11ズ の,力 炉や く́ンレン″使 う懐炉

がilFtで tた が,今 lill,い ■て悛

"に
,亀 われて ■

オ,行き泳

"だ
そうです。

使い薔て慎

"1ま

 け近サ イズのlま かに手袋などに

いれる :・  サイズゃ 靴に

'1い

られる酸素の少な

くてす0も の●ども登場 してお り 11ま す規 しil

,■ そう 0す .

零き蜂 |い 2月 i『省‐

ネルギー
',い

」です.」 t rr

な,■ ネルギーを効率よく

"う[夫をヽ■lょ う.
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使途を開示できぬ支出が交

際費なら客観的事実で立証

‐   ‐  当社は下請加 [業の回族会社です。

問   事業年度の期11は 1年で,近く当期の

1 決算期を迎えるのですが,当期中に支

ILし た0額のうちに,あ る相手方に対する支払顎

600万 コ (30万 1→・つ年 2回 1/Nい)については,

経営 1の事情によ ,て ,和子方の名前をどうして

も明らかにできないものがあります。この文払額

の実質は交際貿に該当するものですので,交際費

として処理しています。

ところで, この支払額は暫くのF●5は続けぎるを

`|な

いことから,今後も交際費として処理するこ

とに問層|ま ないでしようか。

1  法人が文出企のtt途をIIIら かにしな

: 答   いもの1ま ,使途不明0と して長金にみ

‐     られないことになりますが,使途が明

らかでないかどうかは事実関係によります。

一方,そ の文出0が交際費に1亥 当する場合にお

ぃて,法人の期末資本企allが 5,t lKl万 円llドの額

で,そ の事業年「_の交際賀の支出額が定燿A除額

(年

“

0万円またはulll万 円)以下の額であれば,

その支出額は薇金となつます。

次に,その使途を明らかにしない文出金が,1ヽ

表イ等の役員に帰属しているものとの事実認定に

なると,役員賞与の文給として法人,II・l人の双方

に課税関係を生することになります。

使途を明らかl― しない文ILOについての事実認

定のいかんによって,11記のような異なる課税関

係を生することになりますが,ご質F・lの文出金の

真実の使途が交際費に該当するものであるとする

のであオ̈ 1,その事実を客観的な

'実
(状 lt)に

ょってウ証されることです。

法人の実際では,た とえば在IInⅢ お世話になっ

たIre弓 先の退職した特定の14人 に対して,退職後

の所要の期間にわたって企品の贈容をするといっ

た例があるようですが,本例の場合のCt途 の開示

ができないその支11金が,た とえばこの例l‐該当

するもの,ま たは類似するものであれば交際費と

みるべきものとなりますので, ●j能な限りの方法

でそのことを立証さオtる ことです。

なお,1ヽ表イの個人的な相手方に対する支・I金

との認定を受けないよう配慮しておくことも, も

ちろん必
'で

す。

―

ノ

● ●
ヽ

, の大晰|`“ わ 0ま i′ :・

1 似[i食 ;I』ず:llitttllγ[|」続tl[よ

l il[|:i::li:tl:::::じ
1111

1、 _^´ ^^、 ～           ―    ~~ ‐ ‐ ~0‐ ‐

放 送 大 学

テレビ ラジオを利用した力iし い大学.ω■4月

からスタートする第 1瑯計口
'で

は,来メ,神奈
"ヽ千葉 埼工 栃木 茨城 lr,,の 各都県在

`Lと

で,

放送授業を視鷹てきる人力対 象です。昭■m年度露

1′期の分集人員は次のようになっています.

()大学の■V・ をいヽ す「●IIは修生J4αЮ人

?島倉移;:1臨 #liづ∵

'競

衡[〕機機|
oい |口 臓修4i「 抜送大学の大学資格をとるため

の「■1'生 Jを 合わせた6∞0人

ジ準歯爆斎:彎継:駐 ::そ労∬|:1阜Fこril ζ
にで攻ヽ″業とテキス トl‐ よつて学‖するllか ,1年

定の11い については各地の子ドセンクーにJⅢⅢいて

m′,来を受ける必要力1あ ります.

旅送大学:よ ,4:工教市の

'お

に

こたえ大学教育の機ムを払大する

のもで,既イの大学などとの,t務

によって 高

'教

育企体が改薔さ

れることがjl待 されています.

‐
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確定申告(7認?)と納税は
・ 二 :≡|三 三 二:13月15日倫〕までに

事業を営んでいる方 給与以クトに収入があるサラリーマンの方などにとって 1年の総洪算ともい
える所得税の確定申告の季節とな りました
確定申告は, 2月 16日 (■ )か ら3月 15日 (全 )までですが 3月 に入りますと税務署は大変混

雑しますので お早めに申告されるようおすすめします
サラリーマンの方でも確定申告をしなければならない場合と, した方がお得な場合とがあります.

確定申告をしなければならない場合

は

' 
給 ,の年収が 1,50● ″ |″ tえ る人

' 
給′jを 2'|,1:´ ら受 すたプ、

(1 絆 ,つ i`1以 ||の りi41が 2● ヵ
「

を超 ,tる 人

嗜 F■
^■

の

`t員
=■

つ,■ ●■■■つ■:,か
ら給 1のはん、「 ●ィ今の■ 1,中 語|■ LIな

どの1ャ 資料を ,ヽら  `い る,、

確定申告をした方が トクな場合

― ― ― ―
―

― ― ― ―
¬

●ソ●・ ,矢 ●●●
==,「

 ヽ

|・ 丙:::Lt,弓 菫l● |

提出 した申告書 に誤 りがあ る場合
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「 ヽきによつ lt、「
■4に iJ■ 1■ く́ |;tヽ

|

|  1世+″ 3月 い までtif Flた 1 1■ ‐耐:

tl rl■ 4)LI■ こi■ 中■書と小■tあゎせて

■ljつ |lit与 のli:1■ ■ をid人 | て くだ さ

2 3■ 15 を■ぎたとき

● レム ,ヽ,ゃ‖,「 誤 ,に よ0中 11ヽ ■ヽ4が少

ないこ
=(て

RC`■●力:多 |ぎ ること,:こ

気●●111き ltFl ,i=をり| llて くださ

● |:イ■●・ l● との計

",り

tOで  o`●が11め 過

′ て又 ti● ■

^が
少な )ヽと 気づい1,た き

t,昭 |“ 1年 3'15 tでに II¨ の請求

1■ を,111し て
`だ

きt

還付申告は 2月 15日 以前でも受付け

還付申告 12月 J3 ,ユ前
`1,受

中句け
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す  |ろ t́l J :: |::| = 〔:こ J三 111,事 。 ■.(′:■

い. 3月 こ11■ ||, 人17の 方が 1告 さ,tる た

う.1:合 ',111■ 1 1,■ ■1な るこ:´ 1■ りま

す.1,卜 .■il● I●受けJて ,キ 搬■ 11陥
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大声で

ヘ
菫を●介 昭

“
"年

■昼凛●大学医学部卒 同大学眈■ 来

`ヽ

・●モリー大, タフト大留ケ.日 本内ヽ学会, 日本血液学会

員々。医学疇士.昭和44■ 2月 新赤収夕,‐ ッタ設立 眺曼

1 決,期の定めのない人格なき社団●の法人■●

申告

毎年12月 末 Hが入算珈とみなされるので 2月
2R nま でに法人税の中告と納税が/Z雲

2 固定■
='(3市

ll口豊)●第 4期分●輌付

納ll限  2月 中において市町村の条例で定める

ロ

3 59年 12月 決,漱人の●定申告 く法人税 法人事

以 Lの十地を取0した者

13 提出先 市田子||エ

5 1月 分澤泉所0税●綸付

納

"限
… 2月 12H

6 6月 決算法人の中口申告

1告期限… 2月 23ロ

韓 :‖::襟 :饉 :ま:

医学博士

松本 康夫

歌お う

大声を出すことが,腱彙のためによいこと|ま llか らF
わltて いる。お坊さんの■■の秘決,i 精進料理と毎日

の読

“

だという。

お

“

のように大,■ をII協的に|‖ すためには,“式呼吸

だけでは|・|に 合わない。破人呼吸をlll用 しないと 製の

そこからの声にならない。

この,酸的な政人1′吸によ ,́て , 輩ザ呼吸筋と肺の,1

カ絲絆が

'凛
さ″ιる。さらに横隔膜の前えな理 勁 l_よ

り,内臓への血行がよくなり,内瞑の若さを保つことが

でき, tか もストレス解消につながるというのが人

"腱康沐の医学的πづけだ。

凛洟で,大声魃康法をすすあたところ それた,)はや

っているという

'1■

72・滉わ,ι た。llい てみると,毎 口.

大声で部 ドを,し っているという。これ,iあ ま,惑心しな

い。やはり,軟 議II,沢11,議吟や各種邦楽などがよ

い。内体的鍛凛以外に,ス |レスの解消ができ,■■1,

イヽの想い出をよムがえらすなど 情倒的
=返

りの要素も

秘めているめ,ら だ.

人

"健
康法を実成し かつ,その効果を最高に実工 し

ているのは なんとい ,て も日谷力三さんだろう。

“

歳になる日本さんの

“

量,声質は,浅■オベラはな

やかなりし頃とひとう 1,変わっていない。人道鮒て t,

′イクなして聰衆を魅了できるのll.II谷 さんぐらいだ

ろう。

ヤイタにし力`ムうかないと, さまにならない最近のオ

手の歌手に, 度,生の声を闘かせてや ,たいものであ

る.

″だけではない。動作もせ々しく青′|の ようで 顔の

級もはとんどない。妻 II■ 々 企くヽ めていないという。

藤山一郎さんの今日のtさ {, 大声で歌いつづけてき

たお力■ア以外l_なにもないと述後 していた。

,パ イバルソ/グの■組を聞いていると,益 大々声饉

tlt法 の■■きが分ってくる。

ディック:ネ ,岡本牧人,藤島樋夫,`口 人郎.浚谷

のOr,並木IF r氏 らが,■役として次々と0場 す る

と,m年11の レ●― |を ,1い ている綺■にとらわれる。

この方連のもつ 医学的には 正に

'勝
としか言えない

若さは や|よ り大

"で
歌いうづけてきたた,も のだろう。

76歳の今11広 記日本格T相談社の歌lrき は 有名 であ

る。アラブ

"」
を,tF済 :′ ションでl●1っ たとき,■波

すかざり砂決のX中にあるホテルで嗽う今里節「 カスパ

の女」を闘いて,者い工者達が思と,ずエ トランイの涙を

両 tた。

同■の鳳部ヽ一,(も  歌好きとぃう点ではひけをとら

ない.興がの

'tr 
イア′のひき計りで,「 諄い山脈」,

「鍼14・ カンカン娘」,「蘇州質山 ,な ど,摯部メロディと

どまるところを知らない。

決しておLル とはいえないが,こ 2tほ ど楽しい漱も少

ないだろう。

声が思くても

"力
で ,ヽ,そんなことはどうでもよい。

その点カラオケ支

`ヒ

も長メ,人 |のために大いに役にたっ

ている。

さあ,大いに欧いまくり,大声腱取ムの習慣をつくっ

てもらいたい。         0■ 地

`よ
う転曖)

Ea)!
I

5.tf.t(Juitiie) !

!
+uhE/tisriiH !
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>春 日部法人会員3,160社に 本n部法人会の

会員数が59年 12月 31曰 現在で3,160社 になりまし

た。加入率は587%.地区会別の会員数および加

入事は次のとおりです.

本〔部=750(491%),岩槻=604(544%),

久喜="3(792%),蓮口1‐ 197(521%),菖蒲

=102(“ 4%). 白岡=140(603%), 7イ =ヽ
138(711%),栞 橋=112(882%)鷲 宮=“

(513%),十手=245(599%),杉 戸‐247(716

%),庄和=122(639%)
>前年役員会開く 春曰部法人会の新年後員会

が 1月 る日,さ 口都市民文化会館で開かれ ま し

た。この日は 1口 和男十日部税務イ長 ら も出席

し, これからの会運‖について協議。社回法人と

しての名l-11し ない会活動を続けていくことを役

tt今 員が誓い合いました。

このあと,資祠交歓会が行われ,役員それぞれ

が今年の抱負を語‐,て いました.

>久喜地区会婦人部が研修会 春口部法人会久

喜地区会婦人詢‖よ1月 22日 ,研修会を開き,大蔵

竹 ll"1局滝川 L場 , 日本銀行本店などを

'こ

学しま

した。これl‐ は春口部税務半,市役けi税務課から

も参加イがあり,印刷11滝川工場では,IF年 11月

にお口兄えした新札が次から次へと日j昴 1されてい

く様子を見学,参力1者のなかからは |お札のよう

に L・ われないJと の声もあがっていました。 1度

に

`J百

万円もつくられていくのだから,お礼の感

覚がなくなるのかも知れません。

い各地区会で役員会 1月 は各地区会で役員会

が開かれました。 1月 が日にはネ日部地区公で新

年役員会がヽたれ,今年度の活動について話し合

わll,なかでも全員力1人について活発な意見交換

が行われました。

また 1月 29口 には杉戸地区会で開かれ 2月 6

口には幸手地区会で新年会が行われました。

レ盛大に全法連30月年式奥 少し占いニュース

になりますが、昨年11月 9日 ,東1: 新高輪ブツ

ンスネテルで全法連Ю周年式奥が行われました。

広い会場は全国から実まった会員 2,コЮ人でぎっ

しり
'1ま

り,盛大そのもの。中籠根首相,llド蔵

相も来賓出席し, I法人会l‐ は大きな期待をかけ

ていますJと のわ計 がありました。

式典のあと記念祝賀会が開かれ,来贅と会員が

親しく懇談,3011年 をわしっていました。

1仲 1審 1箸 1調
|

0 本日部法人会が社団法人となり, これを機

会に会報も 新 しました。題字の 1法人春口部」

にll野金作会長の筆によるもので, これから末水

く会報の・顔"と して飾らせていただきます。

また,オ tll法人本曰部法人公としての初めての

公報ですから
=数

も「第 1号Jl‐ なります。まさ

に自己念すべき号となりました.

0 去る 1月 21日 に広報委員会が開かれ, ここ

で|ま 会報について洒発な論卸

"iわ
れました。そ

して,社団法人を機会に内容 も 新 し, ヨコ組ム

θ)様式で,ベ ージ数は従来通 り8ペ ージ,発行1ま

年 6回 とすることが決まりました。ココ組みのご

感想はいかがでしようか。初めての経験であり,

不燎れな点のあることをご容許下さい。

O 会報編集にあたっては,で きる限り地区会

‐ュースをとり入れ,ま た会員の皆さんの寄稿を

はじめ,いろんなご協力をいただくことになって

います。広報委員が訪間した際はよろしくお願い

致します。

広報委員企員が張り切っていますので,従来と

はちがった社回法人らしい会報が出来るものと思

ハ

(T)います。

―

―

~


