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(2, ユ 人 ■ H部 I召 ■ 0午 4月 1日

幸手地区 金子 勝衛

MODOっ て,1だ 、東大山」lの■いll術

'■

官が

あるJ Fliま で■ ,て tた、今えなが
',嗜

の流れと

言うものをつく´
'く

ましさせらヽた ,`の である.

いまから■■「 itの FI和 17年 613:・ 辻今艦隊

の主力|ま ミッドウ″―れ■に日本の■命を決すべ

くその礫

“

´
`ll.し

て t

た.ll■ 機のll,量 ,´ヽ

イロッ :`々 に,.空 ヽの

玖.l・ れをと ,〔 t llけ

る霰いで まなかった.し

かしや,|よ 膠「
1た る敗北

に終 ,た いろいろな戦

央に、いろいろな玖国が

書か′■ている あのI命のえ抜転払,あ る ■ヽま索

敵の失敗,第 練指ll官 の決断力咎It摘する点よ

数多くあるけれども,40年以 :経た現在、いろい

る戦史の から我 が々実 り得る最大の敗国は,剛

戦以来の連戦辿勝による日本海Tの %り と油断1■

あったとしか思われてならないのである

■つて日本海 戦々において時の連合艦隊司令長

官束郷平人0日R,砲)飛び交う艦橋に抱 ,て書1■ i

をとった。 |■日の興廃此の 戦にあり  Jの
Z旗をかかげ,名参謀脚 真之を得て,あの有名

な厳 ll口頭を政行し, ロシアのメルチック艦隊を

武減させ日本の危機を救 ,た、

もし 本可令長官にZ旗をか力■するような決意

があったなら,」 咬コ頓 指揮をといたかったのか ,

薩の決II iを要 卜る航空決枝に●敗 :11)連後方の

決艦大和から指n(を とっていたのか,それも電波

の使用を禁 Lさ れている近ヽ戦においてである。

アメリカのにllカ ーイ良く力lっ ているIの 1本 nl

●■■にさえきのどこかに跳 りのルがさしていた

よ ,な 気が t`な ′,な いのである

l・jれ |こ |て も 本Iよ この戦いを転機に 1て 敗戦

への道を急 :■ に:レ み始めたわけである。

そ t´ てlk後 401iを

“

たいま, 日本|よ 経l lr的 に完

全に電 り, H111:装 1と日1■ おいてアメリカに次く

()ヽ Pを誇る1で ■■12し ,自 ljl■,弱電,14導

体■で(■ 7● りヵょり優化に立つ綸:円 さえ||て き

たのである.

,吹戦という曖史 卜の大きな点が 本にとって果

1て

“

のよう/ttえ を持つものであるのか,文払

,た 4ヽ 債 ま大きか った ナれども,■ の結果得た報

酬 ままた大きなものであったような気が してなら

ない。

■1家京の■,」 の に「勝つ」はかり知つて負

くる事を短らぎ′1ば告其の■にコ1る 」という 節

がある。今Ⅲ■え戦後■)年, もう戦後4,tの 人が多
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一一一一●

くなってき

ている。

一つ男は

勝たねばな

らぬ   テ

レビか ら哄

の文●が流

れて きた.
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メラレンズ・双眼鏡 レンズ
ニュー トン板レンズ 。マイクロレンズ各種

松下光学株式会社
著日都市粕壁東41425
茨城県西茨城郡上合村

電話 (54)2343～ 4

電話 (0296)88-2220



昭 和 m年 1月 1■ 法 ソ、 本 日 部

法人会の

1経営者大型総合保障制度J

のおすすめ

充足以脚 5′卜 を迎えた「経営者人型総合保障

側鷹JIえ ,内容も 段と■文し,大勢の皆様のお

役に立ってまいりました.そ の支払い例を最近の

実ttlか らご紹介いたします

(事例 1〕

1億円コ ス加入のA社 (4H部 11)

0氏は作業中に誤って機械萬咄1を 有足に落し '

折。その結果 9日 間渡贅し 31闘通院されました
.

くお支払いは
'

体業保障19日 ×3万 り=57万 1

通院択障 3 Xl方 5000円 ‐ 4万5∞0円

合計61万5 uЮ ]

〔事例 2〕

3,∞ 0万 円コース加人の B社 (岩槻市)

H氏は 2階踊り場より課って足を滑らせ転落,/i

似1背部肋,4木 I折。その結果33口 情1入眈し,20

日間療養後.57日 問通院されました.

くお支払いは

'人院33日 ×6,0∞ 円=,9方 8,ωO円

体業保障53日 X9,∞0円 =17ガ 8,(XI)円

通院保,Ⅲ 57日 X4,50∞ 円=25万601K円

仄寮実質    46万 2,0(X)円

合計139方 3,ユD円

L記お出]い 合わせは人同生命埼玉東文社 (01●

-65-■71)ま たよ11ト ロ部法人会事務局まで

全法連のパ ソコン講座に

参加 しませんか

講座を行っています。この講座へは/rの ような人

|こ おす十あできます.

はじめてパソコンについて学ふ方ヽ この講座

は ソ` 'ン の初歩からわかりやすく段階的lこ 解説

1´ ていよ |。 これからはじめてパソコンについて

■ぶ人が  通りの匁誠と技術をJ″ につけるたあ

の1'適 の通信教育といえます

バソコンをもっと生かして活用したい方ヘ バ

ソコンを導入した

'れ

どもあまり活用していたい

例が●夕ヽに多いとヽ
''■

ています この:P“ で1よ

すぐに活用できるプ
`.グ

ライ、をたくさん掲1',そ

れを 納珈ン1:し て便う方法 t tl祉 にています。パ

ソコンをも ,と■か 1て 活用したい人にとって

この計

“

は絶好のチャンスとなるでし■う.

パソコン導入を企画している管理者の方へ こ

の講座は企業の共務に疇結した内容とな ,て いま

すので,こ れからメソコンを導入しようと企画し

ている管理者の方が,企 Lt4作成の予備知識をけに

つけるために利用できます.

お問い合わせは事務IJま で

総務管理士通信コース

全国法人公裕連合の総務管,嗅 L通信コースが会

,1の間で評判です.源来徴収事務,社会労働保険

事務.労務管理事務などの本lll的実務を―通 0こ

なせると認められる人に対 tて 企法連がイ」与する

資格  そ

'tが

総務常理十です.

そこで, この資IIl件のための通信コースを設

:ナ ているもので,い つからでも

'議
できます。受

講tll■

'キ
スト,添肖1指導14, スクーリン′参力|

輩なども合め 3万 円.詳細は● 卜 部法人会よ務

局まで、

企国法人会総連合|よ ,い まパソコン講座の道1言

総合葬儀・花環・生花・果物篭
寝台自動車昼夜運行受付

■ ご

l■ l花 勝 葬 祭

春日部店 春日部市lH壁62941束 1人 通り甲 r前)01o487)542154イ u
r■ 11店 壼(0487)46-4432
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参らないと 111こ ろが

'称 `餃
ま行上の出1勁 でござい

ヤ 十.

=こ
で,務■ではどの tう にしてこ|||「 ]●|を

""■11公 ,'た よ

'の
り:■を||、 rt■、かた中 tま す と

「 !`|: ~:「 ::  3■ 1■ ~13● I● 4つの■

■,た し れヽ
'i´

の+卜 :7と のH々 信ⅢIハ 係″薫

"`
|こ っヽてイ (か |'ヽ本とtイ イ1政世」を| てい■|こ ろ

r[さ t,|
広根 = 

一,OPド 主勿.出  1ヽ く肛■4■ trヽ今う

■■おります。iH●

`=に
ヽ●14t■ と 中高■tを

,彙 とtた 利1卜 tタイの実姉1 111`'十 る件文 ツ許の方

'か
ら ごろく ●′)ソ、々 ″

““

たしたnl■ ″室を,lt

l このたイ■f ili 県.執 ■
=員

会 学セ年を■2■

=し
た「■|:枚 ●:工進け,iム」 たキうもガを

`1,ttた
,

■
= 

これを11掟 |,Iこ ■ し|て いただいている市「rも J

いヽま■

相 税 教 育 も税 務 署 が 実 施

余,こ●,1+/1 ^呂
`,口

の成立の1`lllか ら,は

1卜 ′:JI■ ″||′ ||の 4費 と うnをメ徹底 t,“t'JIよ 人

をた犯TI唯 らわておリ イ́ リスで ■■李″椰あると

言うこ  ́ γ

“

くヽ 巡0さ ん)を大t・」にすることを小さ

い頃から玖rlの
‐環とtrュ ,t`ぃる lrイ LヽI家 と言う

ものが「 ll・ ″ダ、うことJ I管か お安を悧け

'す

ることJ

Iこ tっ て■本

`つ

|こ はなつt′ ていると∴う :た の認識を

たたきこん 〔いる そう言う日だそうそう0ま す。しか

t, 日本131そ う言ったことが殆んどヽく 租れま育も

れの払F,機 ‖(あ る●務警が実施iて いZ,の が実情でご

■tま す.

●l談 よ 
“

の々納,者の方の

"今
「1懸 の相談にIさ じる

ことですが ■ 4■ま乱筋職 rtの 中にそ,ι O「つの職員を置

き相談に■してお ,,大きitt Rを |げてお ,ま す.

指導は申告と納税の手助け

指導:■ '法 やその取扱いについての説
",会

,か ら

税務行政の

DHfilc-ru.'r
春 曰都税務署長

山 田 和 男

|,力11D11111 111

ヽヽ|`市岐 た,|う 1(■ :しつて

ri■ |ゥ

=「
:■  ■1 らlJ

I,■ |ヽ ら■.:: ■■ ■

十

"1l i lllの

と卜|■ あ

つすす.

昭●5■ 1■ 1 可件|[

口つ 判モ「
ハ11・・

■■書わ

l ft 11 に ,■ 者に対

■る●帳え務 11■ lR●の■″
',1,制

性化 |ヽ [に改

,ル :口 ら0ま 11.
このよう■lJ文 上trまか

'つ
整ぃ 【た■にt]曖上

のII踵 t,大 きく,お議を呼ん ており ●・t■が図ら■ようと

してヽるわけです.

このよイ|が力 1:「 ユ●さ

'な
くては■,,Iさ いこと|よ ,1

の当然であり ■,=工 1共 ■こ携,,る ものの■

"で
ある

とは ,う ものの このため こは国民の■はな全体のltに

対する御J llが 1● めて

'要
であることもい ●するまで

もないこと
'rrし

ます.

広報,相談,指導,調査の 4本柱

ところが ■に対する円心は 一級的に1常に高くな

ってお,ま すが「●企にはヽ

"'1と

言うことがないJと 言

1,れるよう:[ 少なけ,lI少ないほど良いた誰しも力;思

っているものであるう彙 11に 0心■ともユ,,tる ■行

「 ひな人形・五月人形・日本人形
とうぎょく

梨券1り薦誇艦人形の ●ユ
総木店:岩槻市本町32(駅前)●0487(“ ),111(代 )支店:浦和・サ‖口・横浜・藤沢.柏・宇都宮・浦安・坂戸
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3,の 1丼イリユの確定中件期lこ イヽ表さオιるような,1々 の11

税との十様への●法の1予導 1で実施しており,納■との

普 l■ 力

"tと

に■づいて納Vt t)と :|う 気|!らにな ,て

いるその気オ|を  人体的た約llは欲にむす0つ
'ナ

 適正

な中告 L I13"を していただくことのための手助 け をす

る こ′t力句1尊 と言うもののll兇的な娑であると考え■

施をしているところでございます.

最

“

に,ll五 でございます。これが■務とが腋遺さオtる

大きな

"(凶

の一つて ,ヽあ ると思いますが 調整と言うの

は課税の公平をFl保するための担人として,7fす る
',け

であ, ■れ・|な いと共型|`,な 11自者が

“

厄をl.る 鰤曖

とな ,́て しよいます.いいかげんな中 .Lが そのままとお

ること1■ なるからでござい1す。的確t."'を大地 i

適 E公平な訳純を実現することは私共に務以員にヽせ′,

れたと務 〔あり,今後もその洒正な運営を図 ,て いくも

のでございます.

法人会等の活動が大きな力に

おおむねこのような形で者の積員こよる国●●″を た

にしておりますが ス■の行″雄言の中で見のがすこと

のできないい柄メございます.それ|ま わ[の 関係11体 と|

1,れ ております法人会であり 'C中 ■会であり また

納税貯吉組0そ・ llLの い1体の|,1動 lこ よる●務

`1政

への御

氏献でビざいます こオιら諸 1体の■動が中吉紳,制 rt

の定着化.納 11■ ■の維持,力 11中■ と納

“

のイ
'進

に人

まな力となぅているわけでごヽいよす.

これか
'メ

,こ れら諮団体の御,`Pに大きく

“

イ1申 し■

げ 納 |.者 の■

'・

‐
礎への真の

''理

解と和ま ,`理 In.J

な税務行政力: また適正公+な』れの■■が

'Xる
こと

を望んで1■ ないものでございます.

艤歳時記鶉

新
1月  ピカピカの 1111´

`t,1を
くくるシーズ′

モ ●.今年|ヽ 子セに入学した r供た,メ i,II●2m
年には,大学 4年 11です。もちろん,すでに社会に

で
`lT躍

している人もたくさんいるでしょう。

今年小学●に入′tた r供の黎は,■部省の■:

`よ
ると

'6^万

3517人 となっています。

大学の日取りは '日―■(1よありませんが お

おむわ4月 の初●,で す。これに学校教rl法の施行0
によって 羊陸の学■が4月 1日 に始まって 3月

31日 に終わることにな ,́て いるためです.

,と しての,いのさまざまが  たしいカラ  ` ラ

で紹介され ます.1'に :よ  ごていたいに大学生のた

めの(!き

“

いルックまで載せ ているのも 見か I'■

●.

さて 211鞄に向かっての教●のなかモ 主卜主

卜重要 l‐ なるのが ll学教育です。

4月 には

'I′ '術

週 |・|が イ|わ 1,ま す。毎11 4月

18日 の発明の口を含む 1辿

'1が

当てらll,今 |“ I

15日 か らa日 までとなって  ヽtす .

今年のテー‐は [楽 しもう1ヽ 羊万博,炒 tも FヽI

学技術Jです。11・r万や 01際卜呼 ●術博覧会)は

3月 17日 か ら
''16日

ま

で,茨城県筑波研究学口

都 けて関 |は さわています。

楽しい 1嗅 物メいぅばい

です。みんなで出かけて

^ま
せんか。

ところで 入学シーズンが近メ と,婦人雑誌の

慶 奎
=雖

讐
低温恒湿倉庫 を保有する

寿倉庫株式会社 t

ネ[長 狩 野 金 作
埼玉県久喜市中央 2」 日4番 7号
〒 346 ■ 0481「 21-07500
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退職金と税金

またまだ働けると思 ,て いてもサラリーマンな

らいつかは,退殿の11がゃってきます
^

退職金には,所4■ とl■民

“

がかか り,文給を

受llる ときにそれぞれ源泉徴収さllま す.

辿取0は 長い間の勁労の対価であり 違殴後

の■・Iの ためにも人 llな ものですかい,退職企に

かかるけi得税や●択 税は11の Fl得 と,,誕 tて 課税

されるなど,他の所イ,t,軽い負J¬ で済むように

なっています。

1 退職「
rl得 のOgllの 音1算

退職金のなから,退職所得41余 aを差し,ぃた

残額の 2分の 1が択職所・・ の金額になります.

2 這腋所得控除額

0 勤続年数が20年以 卜の場合

25万 円×勤続年数
12)勁続午数が20年超のt.合

5∞万円+50万 円X働続年数-20年 )

(注)退職FI碑控除額がコ万円に消たない場合

は50万円となります.

また,退職イが障害イと/tっ たことによ

り退職 したとき|ま ,更に 1∞ 万円を力1算 し

た額が退職 lr`り 搾除額となります。

3 税額の言「算

い)1退職所得の2給に関する中告普Jの提11

がある場合

退職Tl件 の税all衣 により求めます。

②  「退職所得の受給に関する申告書1の提lL

がない場合

(退破金)× 20%=退職所得の所得税額

詳しくよ奉日部税務署へお●ねください.

確定申告が間違っていたとき

昭和9年 1分 の所得税の確定申告|ま  3り115日 で

終了しました.

ところで,計算違いなどで誤った確定HI告をし

たり,確定申告書の提出を忘れている人はいませ

んか。

砲定1嗜後に,申 告したIFu金 が少なか ,た こと

に気flい たときは「修正1:件 |を してください。

この修l■中告は,税務署から丈正を受けるまで

は,い つで ,ヽで きますが,税務署の調査により修

正中告をしたり更上を受けたりすると, 5´ 一`セ

ントの過少申告lun算税がかかります。

調査を受ける前に自illJに 修正中告をしたとき

は,過少中,助 算税はかか りません。

逆に,中 [した税金が多か‐,た ことに気付いた

ときは, 1更正の請求 1をすることができます.

期間は、 口告期限から 1年以

^と

なっています

ので,lH和 59+分の所得税の確定申告に つい て

|よ ,昭 和61年 3月 15日 までとなります。

また,確定申告を忘れていた人は,す ぐに確定

中告を提出してください。こオtは「期限後申告J

といって 税務署から決定を受けるまではいつて

もできますが, 早く申告する方が有利です。加算

税は10′ ―ヽセツトですが,税務署の調査を受ける

11に 申告tま すと5′ 一`セントとなります。

詳しくはヽ口部税務署へお尋たください。
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ユーモアある人生 を

実う

'1に

は福来たる,■の人|よ うまいことをい

ったものだ。いかなる分riで もあてはまる.こ れ

ほどすばらしい諺は少ない。

日独医学交流に,大いに点献された●橋良英国

際・H‐球学会会長は,「ユーモアこそ, ヒ人が若さ

を保つための最高の人業である」と述べている.

チャーチルの同僚た ,と いう。―ドシンメル卿

と,97点の||, ロンドンで会ったが,そ の声の大

きさと酒の強さにはびっくりした。|_決 を きく

と,「ュ モアとスコッチウイスキ :た いう答

えが返ってきた。

スコッチウイスキーの●伝を忘れ/tい のはさす

がである.

長生きしても,寝たきり老人や洸惚七人になっ

てはなんにもならない。

いと週 1度のゴルフや,年 1～ 2回の海外旅行

ができるお年寄になるにはどうすればよいか, と

いう秘決を求めて,私 lt 5年 H日 もかけて, 約 2∞

人の人とインタピューした。いずれもm～98歳で

掟康長寿を誇る方々ばかりだ。51歳 のT7、に,年が

違う人とばかり対談していると退‖てしょうと司

情してく
'し

た人がいる。実際は退屈どころか,あ

とで対談テープを聞いてなると,約 1時「1の対談

時間は,笑いで一杯だったのである.

1∞歳で人力を全うされた元神戸製鋼会長田子

さんと,93歳の時に対談した。

ロピーで会い,対談場である4階 まで行こう

こち L力1,た瞬「 1に よる|}た。すぐ, ウエイ ト

スを呼び, `最 uFI少 し川が弱ったので,ひ ‐,く

返るといけないから,11を ひいてくltな いか l

燎んだ.

19歳 くらいのウエイ トレスに手をひかれ, よろ

よろ歩き出す。エレベ ターの中でも,転ばない

ため, しっか り手を

"っ
ている。

1階につき,あ と数歩で対談宝というところま

で来た4に ,Ol子氏はや ,と 手を離 し, 'たすた

歩きながら,仏にウインクしてこう,1っ たのであ

る。

「先生,いつもこの
「

で,若い子のFを握るん

だよJ。 あっばれ93歳のユーモアである.

元小松製作顧間で,老人,1題 のり「究家鷹取米夫

氏 t,述べている。

珈 歳以 :で元気な人をみると,jlrヽ い人はか

りだ。‖′〔がなく,良心の痛むことなく,心の奥

から笑い, 安眠できる人連ばかりだ卜 当を得た

考え方である。

特に,jj.在のように,人情はすた
't,す

べてが

機械化,ス ピードイヒして,ス トレスも洪水のよう

に盗れている「 tの 中では,ス トレスの退治の妙薬

として,ユ ーモアが大りになってくる.

日本人はIL較的ユーキアのない国民だといわれ

るが,本質は決してそうではない。

持って生まれた性格もあろうが, どんなに気難

しい笑わん般下でも,赤ちゃんの時には,誰でも

口託のない笑いの持主であったことを思い出して

いただきたい。

そして, これからはユーモア盗れる人生 に し

て,笑いとともに福を呼びこもうではないか。

昭 和 60年 4月 1ロ 法 人

`ロ
ロ

'

０

　

と

レ

リ

と

訣̈
¨

穫̈
¨

畔α
赫

¨
　

　

　

　

¨

轟̈菱̈
¨ 医学博士 松本 康夫

(納税通信より転式)

「
~~~

中国料理 F■春□
庄 和 町 役 場

電  話  0487(46)0 0 1 5
― ―

       l



0 法 人 春 日 部 昭 和 ∞ 年 4月 1日

晏|三lヨI欝
>モデル法人会発表会に参加 仝法連主催のモ

デル法人会研究発表会が去る3月 5日 ,長野県松

本 ljで開かれ,十 日部法人会から石

'「

,l」 I藤,金

子,前日の 4氏が出席しました´このモデル法人

会発表会は全法辿から指定を受けた法人会がテー

マを決め,そ のテーマにしたが ,た研究成果を発

表するもので この日は松本法人会がモデル会と

して「会員の会員による会員のための法人会を日

す|し て」のテーマで発表しました。

>決算期別説明会の開催 3月 期から5月 期の決

算法人を対象とした中告説明会が次の日程で開か

れます。

4119日 =埼
=銀

行久喜支店, 4月 10日 =岩 llt

市商 :会館 1に ホー′し, 4月 11ロ ニ|11町商工会

館珊 会議室, 4月 12日 =`口 部税務署2階会議

=
iキ F・0はいずオtも |■110時 30分 からで,当 日研修

資料を差しあげます。

>大蔵省印刷局, 日本銀行本店の見学 春曰苦|

法人会久喜地区会婦人・l.では去る1月 22日 ,大蔵

省印

“

Jl_J滝 野川工場, I本 調ヽ行本店の見学研修会

日 時

会 場

を行いましたが,参加者のなか か らは「ぜひま

た, このような行事を企画して欲しいJと の声が

あがっています。この見学研修会には27名 が参加

したにか本曰部税務著の平尾法人税 1統括官も同

行し,会員が親睦を図るとともに,楽 しい旅行会

にもなったようて, ・失益と親
""の

成果があが

,,た ようです。

>女性に贈る税金読本 女性にとって身近かな

税金の話ばかりを集め,生活設計I― も役立つ税企

の本が出版されました。著者は,こ国税庁所得税課

長の日口和已氏。この本について女優の佐久「5良

子さんは |ち ょ ,́と 読んでみようかしらと女性に

なしさせる税企の木J, 曰本専売公

`I総

裁の長田

実氏は「多くの女性の不安を解lllす ることに役立

つ. ぜひご―読をJ, 大蔵省証券′■長の岸Ⅲl俊m
氏は「家内が読みたいという」, 7E国税庁長■の

福口i幸弘氏は「文は人なり, というように著者の

優しい人柄が ヽく現われた貴重な木Jと それぞれ

推せんの言葉をiさべています.お 中し込みはFttl本

国部法人会事務,■ まで,

響 ‐冬1筆 1記

ご意見をお田かせ下さい。 (T)

0 春です。入学,新 F4用 社Itの入村ら年度変

わりと新しいこと力ヽ っヽ|ず ヽヽの4月 . 1月 ととも

に4月 はl・」か心が入れ|ヽ る月になります。苦口部

法人会も社El化 して初めての新年度を迎えるわけ

ですが,各委員会とも・やる気 1分 "と 問いてい

ます。広報委員会も張IJっ ています。今■からは

広報委員会が編集会議を開き,そ の内容を決める

という・本来の姿"に戻 りました。会長の皆様の

⌒

定 期 総 会 開 催 の お 知 らせ
昭和∞年 5月 29日 (水 )

春 日部市民文化会館 3階大会議室

欠席の場合は代理人

“

1をお願いします


