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上田税務署長　小林　章二

　この度の人事異動で、浦和税務
署特別国税調査官から上田税務署
長として転任してまいりました小
林と申します。茨城県出身で、長
野県勤務は初めてですが、歴史と

伝統のある上田の地で勤務することになり、大変うれ
しく思っております。前任の米山と同様、よろしくお
願い申し上げます。
　一般社団法人上田法人会の皆様方には、平素より活
発な法人会活動を通じまして、税務行政全般にわたり、
深いご理解と多大なご協力を賜っており、厚く御礼申
し上げます。
　上田法人会におかれましては、よき経営者を目指す
健全な納税者の団体として、各種研修会、決算説明会
の開催などを通じて、会員の積極的な自己啓発を支援
するとともに、様々な社会貢献事業を通じて、納税意
識の向上と地域社会の健全な発展に大いに貢献されて
おります。
　特に、租税教育に関しましては、新型コロナウイル
ス感染症の影響下においても、各方面へご配慮いただ
きながら、租税教室への講師派遣を拡大していただい
ているほか、「税に関する絵はがきコンクール」の募
集活動にも積極的に取り組んでいただいていると伺っ
ております。
　このような活動は、税務行政に携わる私どもといた
しましては大変心強い限りであり、出田会長をはじめ

着 任 の ご 挨 拶

とする、役員及び事務局の皆様方、さらには会員の皆
様方のご尽力に対しまして、深く敬意を表しますとと
もに、深く感謝申し上げる次第であります。
　さて、令和 5 年 10 月 1 日から導入されます「消費
税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制
度）」につきましては、本年 10 月 1 日から適格請求書
発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
　上田法人会の皆様方におかれましては、早期にご対
応いただくとともに、利便性の向上や処理の効率化等
の観点から、登録申請と登録通知の受取につきまして
は、ぜひ e-Tax を利用いただきますようご協力をお
願い申し上げます。
　インボイス制度につきましては、事業者の皆様方に
制度を十分にご理解いただき、自ら適正な申告・納税
を行っていただけるよう、周知、広報、相談体制の整
備を行い、取り組んでいるところですが、私どもの力
だけでは、おのずと限界がございます。
　上田法人会の皆様方におかれましては、従来から私
どもと良好な連携・協調関係を築いていただいている
ところではありますが、インボイス制度の定着に向け
まして、引き続きご支援・ご協力を賜りますよう、重
ねてお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、新型コロナウイルス感染症の
感染が一日も早く終息し、皆様方と従来どおりのお付
き合いができることを願うとともに、上田法人会及び
会員企業の益々のご繁栄と、会員の皆様方のご健勝を
祈念いたしまして、着任のご挨拶とさせていただきます。

上田税務署副署長　荒川　　勝

　この度の人事異動で、新潟税務署から上田税務署副署長として転任してまいりました荒川と
申します。
　一般社団法人上田法人会の皆様方には、日頃から税務行政全般にわたり、深いご理解と多大
なご協力を賜っており、厚く御礼申し上げます。

　上田法人会の皆様方と連携・協調しながら、地域に精通してまいりたいと考えておりますので、なお一層のご
支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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令和 3・4 年度常設委員会名簿
7月号の名簿に誤りがございましたので、改めて掲載いたします。

会　長　　出　田　行　徳� ☆：委員長　　◎：筆頭副委員長　　○：副委員長
総務企画 組　織 研　修 税　制 厚　生 広　報

アドバイザー
（副会長） 　［桑　原　茂　実］　［宮　下　幸　良］　小　平　悟　朗 　［出　田　行　徳］　佐　藤　　　貴 　原　田　孝　子

会 計 理 事
理 事

◎田　中　克　明
○宮　澤　広　一 　［上　原　昭　彦］　米　津　仁　志 ――― ――― ―――

上 田 第 １ 　上　島　秀　雄 　上　野　敏　雄 　宮　本　奉　三 　城　下　　　徹 　滝　沢　住　夫 　山　崎　隆　延
上 田 第 ２ 　木　内　孝　信 　河　合　良　則 　丸　山　千　壽 　若　林　　　健 　馬　場　小夜子 　近　藤　洋　子
上 田 第 ３ 　川　上　淳一郎 ――― 　荒　井　孝　子 　成　澤　紀　子 　森　田　千　晴 　阿　部　正　邦
上 田 第 ４ 　田　中　良　男 ――― ――― 　涌　井　正二郎 ――― ―――
上 田 第 ５ 　桑　原　茂　実 ○工　藤　　　巖 ○田　邉　寛　樹 ☆和　田　澄　夫 　小　林　善　久 ○小笠原　裕　夫
上 田 第 ６ 　翠　川　和　男 　笠　井　秀　夫 　竹　原　健　二 ○曽根川　頼　男 ○沓　掛　和　男 ―――
上 田 第 ７ 　肥田野　秀　知 　木　島　善　雄 ○宮　島　聖　二 ――― ――― ―――
上 田 第 ８ 　宮　原　宏　一 　小　山　利　貞 ☆滝　澤　秀　一 　出　田　行　徳 　小　幡　晃　大 　大久保　孔　夫
上 田 第 ９ 　青　木　政　幸 ○坂　下　丈　夫 　春　原　初　次 　溝　端　勇　二 　小　出　典　男 　一之瀬　祥　一
上 田 第 10 　堀　内　保　美 　神　谷　博　継 　西　澤　利　則 　山　岸　巳津雄 　清　水　治　孝 ☆飯　島　幸　宏
上 田 第 11 ――― ☆宮　下　幸　良 ――― 　上　原　　　達 　宮　川　克　巳 ◎田　口　敬　祐
更 　 埴 　滝　沢　秀　治 　飯　島　孝　一 　北　澤　俊　之 　塚　原　昌　徳 　矢　島　隆　生 　吉　岡　みち子

丸 子 武 石 ☆浅　川　　　等 　滝　澤　恭　次
◎小宮山　陽　一 　柳　沢　久美子 ○山　浦　誠　司

　斉　藤　携　三 ○栗　木　悦　郎 ○下　村　直　幸
○岡　野　茂　春

坂 　 城 　富　澤　武　嗣
　神　林　まゆみ 　吉　川　芳　秋 　蒲　原　敏　一 　神　林　賢　一 　関　根　弘　行 　中　澤　惠　子

戸倉上山田 　知　野　貴　泰 　高　村　茂　子 　林　　　富士子 　佐　藤　隆　子 　長　門　慎　治 　若　林　美　子
東 　 御 　佐　藤　久美子 　武　田　　　恵 　坂　口　晋　一 ◎齋　藤　佳　久 ◎町　田　佳　彦 　吉　沢　聖　二
真 　 田 　一之瀬　　　治 ○清　水　裕　人 ○三　井　英　和 　宮　崎　　　凡 ○今　井　幸　夫 　間　藤　芳　恵
長 　 和 　佐　藤　公　明 　工　藤　　　忍 　竹　内　武　史 　武　井　秀　峰 　髙見沢　　　健 　武　井　俊　英
塩 　 田 　岡　田　宝　正 ○上　原　昭　彦 ◎前　田　　　力 　服　部　年　明 　窪　田　富　子 　山　本　益　郎
川 　 西 　西　澤　公　規 ○井　澤　文　彦 　黒　岩　孝　一 　宮　崎　潤　也 　岩　下　竜太郎 　上　原　雄　一
青 　 木 　宮　入　圭　一 　小　泉　千　恵 　山　本　峰　夫 　小　林　　　修 ☆池　田　茂　三 ―――

青 年 部 　宮��下��博��道⑾
　清��水��志��郎⑴

　［井��澤��文��彦（川）］
　長��澤��貴��生（丸武）
　本��山��幸��則（東）

　池��田��章��浩（川）
　奥��村��龍��馬⑹

　福��澤��祐��樹⑽
　［宮��崎��潤��也（川）］
　町��田��和��幸⑶

　［町��田��佳��彦（東）］
　関��　��祐��也（東）
　髙��藤��鐘��一（東）

　宮��川��　��泰⑻
　山��岸��智��之（東）

女 性 部 　［神 林 まゆみ（坂）］
　［佐 藤 久美子（東）］

　［高��村��茂��子（戸上）］
　［小��泉��千��恵（青）］

　［柳 沢 久美子（丸武）］
　［荒��井��孝��子⑶］
　［林������富士子（戸上）］

　［成��澤��紀��子⑶］
　［佐��藤��隆��子（戸上）］　［窪��田��富��子（塩）］

　［原��田��孝��子⑹］
　［近��藤��洋��子⑵］
　［吉 岡 みち子（更）］
　［中��澤��惠��子（坂）］
　［若��林��美��子（戸上）］

監　事　　　［斉　藤　携　三］　　［窪　田　富　子］　　　両　角　辰　紀� 注 [������] は支部委員とダブりの方です。

決算説明会のご案内
　上田法人会では上田税務署と共催で、偶数月に「決算説明会」を開催しております。
　この説明会では、決算に係る実務で注意いただくことや、税法の改正内容、決算書の見方等必要な事項につい
て、上田税務署法人課税担当官に説明をいただいております。
　8 月 6 日㈮上田会場（サントミューゼ大スタジオ）の説明会は、新型コロナウイルス感染拡大により上田圏域
感染警戒レベル 5 への引上げを受けまして中止としました。ご出席予定の皆様にご迷惑をお掛けし改めてお詫び
申し上げます。
　10 月（9 月・10 月決算会社対象）と 12 月（11 月・12 月決算会社対象）の決算説明会は、下記の通りに予定
をしております。テキストの他に、受講シールや最新の参考資料もお渡しいたします。
　次の 2 会場にて開催いたします。どちらの会場に出席されても結構です。

記
◎上田会場
10月６日㈬  サントミューゼ大スタジオ 14：00～15：30
12月13日㈪  サントミューゼ大スタジオ 14：00～15：30

◎戸倉会場
10月５日㈫  千曲市戸倉創造館  小ホール 14：00～15：30
12月８日㈬  千曲市戸倉創造館  会議室 14：00～15：30

★対象の企業には税務署から通知（はがき）が発送されます。
★上記以外の決算月の方でも聴講希望の方は出席できますので、お出かけください。
★感染防止対策として、出来る限りの対策を講じて開催いたします。
★マスクを着用してご出席をお願いします。
★当日、体調不良な方や、2週間以内に感染者及び感染に疑いがある方との接触がある方は、ご来場をご遠慮ください。
★感染拡大により中止する場合がございますので、当会ホームページにてお知らせいたしますのでご確認いただき
ご出席ください。
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研修委員会からのお知らせ

管内横断 税務研修会の開催
　令和 3 年度管内横断税務研修会を、上田税務署並びに関東信越税理士会上田支部のご協力をいただき、下記の
日程により開催することとなりましたのでご案内いたします。

開　催　日 会　　　　　場
10月22日㈮ 東御市中央公民館講義室
10月26日㈫ 上田市丸子文化会館小ホール
11月８日㈪ サントミューゼ小ホール
11月10日㈬ サントミューゼ小ホール
11月17日㈬ 戸倉創造館大ホール

第１講座 14：00 ～ 15：05
テーマ 『「消費税インボイス制度」と「年末調整」について』
講　師 上田税務署法人課税部門担当官

第２講座 15：15 ～ 16：15
テーマ 『経理担当者が知っておくべき税務』
講　師 税理士会上田支部　清水　重博 先生

　各会場とも、新型コロナウイルス感染防止のため出
来る限りの対策を講じて開催いたします。
　例年開催しております会場とは違う会場もございま
すのでご注意ください。
　マスク着用でのご出席をお願いいたします。

■お問い合わせ
　（一社）上田法人会研修委員会
　TEL.0268-25-4500

○今年度より年末調整説明会は開催されません。当研
修会での説明をご活用ください。（源泉徴収簿等の
用紙はありません）

○どの会場も内容は同じです。ご都合のよい会場へご
出席ください。

○参加費は無料、事前のお申込みは不要です。
○テキスト・資料は当日受付にてお渡しいたします。
○新型コロナウイルス感染状況

により中止する場合があります。
当会のホームページ（https://
uedahojinkai.or.jp/）にてお知
らせしますので、ご確認いた
だいてからご出席ください。

安全と安心で  くらし  を運ぶ  緑ナンバー

眞 田 陸 送 株 式 会 社
TEL 72-2345　FAX 72-2346

――――――――――――――――
菅 平 観 光 タ ク シ ー ㈱

配車センター　TEL 22-8484

――――――――――――――――――――
本社：上田市真田町長 3785 番地
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今月の訪問先

菅平開発有限会社
◦代表取締役　立花　達也

◦所在地　長野県上田市菅平高原1223-2006
TEL.0268-74-2595　FAX.0268-74-1036
◦創業　1971年（昭和46年）　◦従業員　6名

地域密着で菅平高原と共に
　 社員は全員スキー競技の選手
　真田から菅平に向かう国道 406 号線を走っていくと
菅平高原の入口に差し掛かった真っ先にある左手の建
物が菅平開発㈲様です。
　1971 年（昭和 46 年）創業のこの会社は、今年でちょ
うど 50 年の歴史になり、前身は、菅平の開拓時代、重
機を使い農地を創ることから始まっています。社屋は昔
の旅館を改装したもので、築 100 年になります。今回
のご訪問にあたり、立花達也社長からお話を伺いまし
た。立花社長はじめ、社員全員がスキー競技の選手です。

　 ラグビー場開発の一端を担う
　菅平の歴史は、もともと農業と昭和 2 年から始まっ

たスキーの観光事業が主たる産業でした。ラグビーに
関しては、昭和 6 年に法政大学がラグビーの合宿に訪
れたのがきっかけとなります。その後、年々チームが
増加し、昭和 42 年には、日本ラグビーフットボール
協会が初めて日本代表の合宿を菅平高原で行いました。
スキー人口が減少した 30 年前からは、年に 2 ～ 3 面
のペースでラグビー場が開発され、今や、菅平には、
ラグビー場が 110 面あり、菅平開発様もその開発の一
端を担ってきました。

　 芝の改良、販売も手掛ける
　そうした中で、スポーツ施設の新設工事の他に、夏
場は、スポーツ施設の管理・メンテナンス、牧場・山
岳整備などを請け負い、冬場は、除雪やクロスカント

会社訪問············vol.110
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◦立花社長

◦取材班に説明する立花社長（右から2人目）

◦荒地を畑にもどす整地作業

◦ランニングコース作り作業

◦整備中のランニングコース近くにある
　菅平で一番大きな一本松

◦サニアパークの芝刈りを説明する立花社長（右から2人目）

リーのコースの設営、スキー場の管理・メンテナンス
などを行っています。社員が、スキー競技の経験者な
ので経験に基づいたコース設営を行うことが出来るこ
とも強みです。
　また、グランドの芝に関しては独自の改良を行って
います。たとえば標高差や土壌などの場所により芝の
選定を変えます。ラグビーやサッカーなどの競技に
よっても芝の摩耗度が違うので、それに適した芝の品
種改良が必要になります。更に芝も病気になるので、
病気に強い芝を選定し、無数の組み合わせによって芝
の改良を行い、より適した芝の追求を現在も行ってい
ます。そうしたことが、会社のノウハウにもなり芝種
子や肥料、芝の目土砂の販売も手掛けています。

　 人命救助で感謝状
　今年の 5 月 15 日、畑でトラクターが高さ 1.5 メー
トルの土手から転落し、運転していた 70 代の男性が
下敷きになる事故が発生しました。連絡を受けた立花

社長は、近くで作業していた社員にスコップなどを
持ってすぐ来るように指示をし、スコップで男性の下
の土を取り除くと同時に、脈と呼吸も確認しながら救
出することが出来ました。トラクターを重機で持ち上
げる選択もありますが、長時間圧迫した部位を処置な
しで圧迫解除するとショックや多臓器不全になる恐れ
があるそうで、この適切な判断が、1 人の人命を救い、
上田広域消防本部から感謝状が贈呈されました。社員
の中には日本赤十字社の救急救命士の資格を持ってい
る方もいるそうです。
　今回、日々、地域社会に多大なる貢献をしていると
共に、菅平高原の自然と調和した環境開発、また、ス
ポーツ合宿の聖地として君臨する菅平高原の歴史と共
に菅平開発様が携わってきた地域に密着した功績を感
じることができました。
　末筆ながらご多忙の中、私たちの取材にご協力して
頂きまして誠にありがとうございました。

（広報副委員長　岡野　茂春）
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　昨年 6 月 19 日、文化庁から令和 2 年度の日本遺産
が発表され、千曲市が申請していた「月の都 千曲－
姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色「田毎の月」
－」が認定されました。「月の都 千曲」は、月見を
テーマに、29 の文化財がストーリーを構成していま
す。ここではとくに、「月見」と「道」の関係に着目
して、ストーリーを深掘りしてみたいと思います。

１　交通の要衝と月の名所のはじまり
　「我が心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」
　平安時代、『古今和歌集』に収録されたこの歌は、
この地を詠んだもっとも古い歌です。
　冠着山（姨捨山）は、千曲市の西側に、高くそび
え、篠ノ井や川中島付近からもよく見えるランドマー
クです。その山裾には、古峠、一本松峠、猿ヶ馬場峠、
JR 篠ノ井線、長野自動車道といった古代から現代ま
での交通路が、同じルートを通過しています。
　山国信州では、地域を結ぶ交通路が峠の位置に左右
されます。奈良時代、長野から松本方面さらには京の
都に向かうための最短ルートとして冠着山裾を通る峠

道が東山道の支道に選ばれました。
　街路灯などない古代の夜、漆黒の闇の中で月あかり
に照らされた姨捨山の美しさは、峠を越える役人や旅
人の心を癒やしたことでしょう。そうした心情が和歌
に詠まれたことで、この地の月の美しさが都人に伝わ
り、憧れの地として月の名所になっていたのでしょう。

２　「田毎の月」と棚田の中の街道
　ストーリーの核である「姨捨の棚田」は、「田毎の月」
のキャッチフレーズで戦国時代頃より知られるように
なりました。
　では、水田ごとに月が映る不思議な現象は本当にお
こるのでしょうか。一般に「田毎の月」については、
二通りの説明がなされます。
　一つは、訪れた人が棚田を見れば同時に複数の月が
水田に映るというものです。歌川広重の浮世絵「信濃
更科田毎月鏡台山」は、「月の都 千曲」のシンボル的
な存在です。すべての田んぼに月が一度に映る様子は、
当時の人びとに強いインパクトを与えたことでしょう。
　ただ、残念ながら、一人の人間が同時に複数の月を
見ることは、物理現象として成立しません。
　この浮世絵が含まれるシリーズ『六十余州名所図会』
では、旧国で 1 か所、景勝地が描かれていますが、そ
もそも広重自身が現地を訪れたかは定かでなく、各地
でつくられていた名所図絵を種本として、大胆な構図
に描き起こしたようです。
　「姨捨の棚田」についても、隣接する長楽寺の宣伝
するための刷り物が作られており、すべての田んぼに
月が映るように誇張して描いたものもあります。
　もう一つの解釈は、訪れた人が、水田の間を移動す
ることで水田ごとに月が映るというものです。
　松代藩士による、江戸時代前期（1740）の月見の記
録には、「田毎の月とは、水面すべてに月影が映るの

古峠からみる長野盆地 姨捨の棚田と「田毎の月」

第35回

 日本遺産認定から1年

　道から読みとく
「月の都」の1300 年　

千曲市歴史文化財センター　平林　大樹
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ではなく、一つ一つの田に至り、その田ごとに映る月
影のことをいうのである。おそらく好事者が田毎の月
の名を称したのであろう。」と書かれています。江戸
時代の古い時期に、合理的な見方がすでにあったこと
がわかります。
　この時代には、棚田の中央を「一本松峠道」と呼ば
れる主要道が通過していました。田植えの時期に、棚
田の中の一本道を下っていけば、風流人でなくとも、
水面に映る月の姿を観ることができたわけです。松本
方面へ向かうメインルートに棚田が立地していたこと
は、「田毎の月」を全国区にした理由の一つであった
と考えています。
　現地を歩いた人や地元の人は、同時に複数の月が水
田に映る表現が虚構であることをわかっていたでしょ
う。一方、浮世絵や紀行本などをつうじて「田毎の月」
を知った江戸や京の住人は、実在する光景であると信
じていたのかもしれません。

３　篠ノ井線の開通と月見
　JR 篠ノ井線は明治 33 年に開通しました。同線には
長野と松本を結ぶ山岳鉄道としての特徴をしめす施設
が集中しています。その一つである姨捨駅は全国で
も珍しいスイッチバックの駅として知られています。
ホームからは、夜景と月を同時に眺めることができ、
昭和 9 年に建てられたレトロな駅舎とあわせて、「月
の駅」の魅力を引き立てています。姨捨駅よりもさら

に高い場所にある姨捨サービスエリアもまた、月見の
場所として注目されています。
　各地に古くからの月の名所はありますが、鉄道や高速
道路といった近代以降の交通網が、あらたな月見の場所
を生み出した事例は、全国でもここだけかもしれません。

４　月見の文化と日本遺産の未来
　月の名所というと静かで , もの寂しげなイメージを
もっている方も多いかもしれません。しかしながら、
千曲市域の月見の文化は、人の往来と賑わいの中で継
承されてきました。
　「月の都 千曲」を構成する 29 の歴史遺産は、地域
の先人が、時にはお金を出し合い、時には汗を流して
守られてきた、不断の努力の結晶です。より良い状態
で未来へリレーをしていくこと、これが私たちの世代
の責務であるように思います。
　「月見の文化」の新たな価値や魅力を、県外や海外
の方に知ってもらい、賑わいのなかで応援者が一人で
も増えるならば、これほど心強いことはありません。
　観光での活用が強調される日本遺産ですが、地域の
魅力に目を向け、総がかりで歴史遺産を継承していく
きっかけにもなればと考えています。

姨捨駅から観る月

歌川広重「信濃更科田毎月鏡台山」

〈プロフィール〉

平林　大樹（ひらばやし　ひろき）

昭和61年　更級郡上山田町（現千曲市）生まれ

【現職】
千曲市教育委員会歴史文化財センター
文化財係主任
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このコーナーでは、新入会
員の皆様で掲載希望の企業
の情報を紹介しております。
◎広告ではありませんので、
掲載は無料です。# 14

New FaceNew FaceNew Face
新新入入会会員員ＰＰＲＲココーーナナーー

坂城支部

〒389-0601　長野県埴科郡坂城町大字坂城10046-101
E-mail: info@uneweb.jp

サービス業 サポートオフィス アン
代表　竹内　正美 社員教育・カウン

セリング・コーチ
ング・キャリアコ
ンサルティング

調剤薬局 アイリス薬局

〒386-1603　長野県小県郡青木村当郷142-6
TEL.0268-71-6826　FAX.0268-71-6827

青木支部

【営業時間】月曜日～土曜日
 8：30 ～ 18：30
【定 休 日】日曜日・祝日

お薬に
ついての
ご相談
承ります

飲食業 中国菜館 東天紅

〒386-0407　上田市長瀬2960
TEL.0268-35-2789

丸子武石支部

【事業内容】
　長野県上田市に創業から 30 年以
上。人気のあんかけ焼きそばをはじ
め、ラーメン、餃子ほかの中華料理
を提供しております。
　料理のテイクアウトでご家庭でお召し上がりください。
【営業時間】
　11：00 ～ 14：30（LO）　17：00 ～ 21：30（LO）
（仕込み、店内メンテナンスなどで、準備中や臨時休業する場合あり）

建設業 株式会社 ナカムラ建築

リフォーム生活

〒389-0606　長野県埴科郡坂城町上五明280
携帯 090-8684-5399　FAX.026-82-3387
E-mail: 32.nakataka@gmail.com

坂城支部

代表取締役　中村　光宏

　新型コロナウイルス感染
症の流行で 1 年先延ばしと
なった法人会女性部恒例の
クリーン活動でしたが、コ
ロナ感染はまだまだ収束し
ていません。しかしながら、
1 年前から候補地に決まっ

ていた「室賀温泉ささらの湯」は山の中の自然環境に恵
まれた所です。女性部会員の大方のワクチン接種も当日
は進んでいるようです…等々で、実施に踏み切りました。
　7 月 16 日は爽やかな夏空でした。山奥の温泉地に
続々と参集して下さいました !　どなたのお顔もそれ
はそれは晴れやかで、そのことがとても新鮮な感動で
した。神林新部長のご挨拶のお声も明るく、事務局で
用意してもらったお茶と飴玉をもって、各コースに分

かれて歩き始めました。この素朴なふるさとの山にゴ
ミなんぞ落ちているはずはありません !　それでも何
かないか…と久々の戸外での会話に胸弾ませつつ、目
はキョロキョロと…これこそが我が上田法人会女性部
のクリーン活動の本髄なのです !
　さて、例年ならこの後に懇親会があるのですが、さすが
にこの人数で食事会は憚られます。残念でしたが、ささら
の湯の「温泉まんじゅう」と「タオル」をお土産にして解
散となりました。なお、この日の参加人数は 40 名でした。
　コロナ感染症はまだまだ
猛威を奮っております。真
の収束の日が待たれます。
そして、来年もまた、笑顔
でお会いしましょう。あり
がとうございました。

女 性 貢社 事部 献会 業
	 ク リ ー ン 活 動	 7 月 16 日㈮

令和 3年度のクリーン活動を終えて 川西支部·女性部長　岩下　純代
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令和3年度 パントマイム学校公演パントマイム学校公演パントマイム学校公演 中止のお知らせ

　青年部が主管します社会貢献事業の一環である小学校での今年度の租税教室は、新型コロナウイルス感染防止
対策を講じながら 7 月から開始しています。まだ実施予定の教室はございますが 9 月末現在 6 小学校 10 教室を
実施しましたので、写真にて教室のようすをお知らせします。

　毎年 8 月に恒例となっております今年度のパントマ
イム学校公演ですが、新型コロナウイルス感染防止と
観賞いただく皆様の健康と安全確保を優先し、昨年に
引続き中止としました。
　鑑賞にあたり各会場で密を発生させること、また長
期間にわたり緊急事態宣言が発出された首都圏在住の
マイミストをお招きできないことから開催を断念せざ
るを得ませんでした。

　公演開催にご協力をいただいております青年部部員
並びに関係の皆様にはご理解とご了承をいただきます
ようお願いいたします。
　同公演は、令和元年まで 24 年連続して開催してお
りました。昨年、今年と中止になりましたが、来年度
こそは 25 回目を実施して参りたいと考えております。

青 年 貢 献 事 業社部 会

租 税 教 育令和３年度

三井酒造合資会社
代表社員 三井　英和

上田市真田町傍陽 8361
TEL.0268-73-2512
FAX.0268-73-2638

信
州
清
酒

総合建設業
長野県知事許可	第 22537 号

有限会社  アジオ／
アジオ一級建築士事務所

真田町本原 1146-7
☎（0268）72-8020
FAX（0268）72-8021

上田市立本原小学校 上田市立丸子北小学校 上田市立豊殿小学校

上田市立中塩田小学校 坂城町立南条小学校 上田市立清明小学校
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季節の花コーナー
【紫陽花】（アジサイ）

　日本を代表する花でもある「アジサイ」実は原
産国は日本です。一般的な丸いアジサイや額を縁
取った形のガクアジサイなど種類も様々で、毎年
雨の似合うお花として、梅雨の時期などに日本全
国を彩ります。今回はアジサイのご紹介をします。

【ガクアジサイ】
　ガクアジサイは
日本原産のアジサ
イ。アジサイの花
のように見える部
分は、ガクが変化
した装飾花と呼ばれるものです。ガクアジサイは
額縁のように花の周りに装飾花があります。日本
原産の植物なので、丈夫で育てやすいアジサイです。

【西洋アジサイ】
　ガクアジサイが
西洋に渡り、品種
改良を重ねられで
きた西洋アジサイ。
流通上では、アジ

サイと言えば西洋アジサイのことをさすのが一般
的です。切り花だと「ハイドランジア」という名
前で呼ばれることも多く、輸入物のアジサイの切
り花も流通しています。

【秋色アジサイ】
　 秋 色 ア ジ サ イ

（紫陽花）は、も
ともとは品種名で
はなく、通常のア
ジサイの開花時期
である初夏に咲いた花が気温の変化などによって
時間をかけてアンティークカラーの色あいに変化
した状態のことを言います。最近では美しく秋色
になる品種もたくさんあります。秋色系、アン

ティークカラー、マジカル系のような表現が品種
の名前の前に説明書きされていることが多いです。

【ヤマアジサイ】
　ヤマアジサイは、
日本各地で自生し
ている野生種のア
ジサイです。アジ
サイに比べると枝

が細く、枝先に小さな花がたわわに咲く姿は素朴
さと可憐さを感じます。葉もアジサイに比べると
小ぶりのサイズです。ヤマアジサイは日本の風土
に合い、耐寒性、耐暑性もあり、鉢植えでも育て
やすいアジサイです。

【カシワバアジサイ】
　葉っぱが柏の葉
に似たアジサイ科
の落葉低木、カシ
ワバアジサイ。ア
ジサイの種類のひ
とつですが、アジサイの花が丸いのに対して、カ
シワバアジサイの花はピラミッド型の形をしてい
ます。花の咲き始めは、グリーンがかった色、そ
こから徐々に白に変化していきます。

　その他ピラミッド型のピラミッドアジサイやア
ナベルなどいくつかありますが、信州でも地降ろ
しができて毎年楽しめますので、花が終わり涼し
くなった 9 月から 10 月くらいにお庭などに植え
て、11 月と 3 月に肥料を与えて下さい。種類に
よっては秋色アジサイなどドライフラワーにもで
きて幅広く楽しめます ! ちなみにお花屋さんでの
販売時期は 4 月から 6 月くらいです。7 月以降
にまれに秋色アジサイが出荷されることがありま
すが、7 月以降では出荷がほぼありません。お庭
のアジサイを切り花で楽しむ場合は、殺菌効果と
水揚げのために切り口を火で焼き炭になった状態
でお水に入れて下さい。

　以上、日本原産のアジサイのご紹介でした。
（広報委員　近藤　洋子）
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【連絡先】ながの結婚支援センター
　TEL.0268-23-8460
　HP: https://www.msc-nagano.jp/

コーディネーター
溝端 勇二 氏

新型コロナウイルス感染拡大の影響により新型コロナウイルス感染拡大の影響により
中止・延期となっている研修・事業のお知らせ中止・延期となっている研修・事業のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響により
中止・延期となっている研修・事業のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、また県
における感染警戒レベルが「5」へ引き上げられたこ
とに伴い、感染防止及び参加者の健康と安全確保のた
めやむなく右記の研修・事業を中止とさせていただき
ました。ご参加のお申込みをいただきました皆様、ま
た関係者の皆様にご連絡はしておりますが、改めまし
て、ご不便、ご迷惑をお掛けしお詫び申し上げますと
ともに、ご理解とご了承をいただきますようお願い申
し上げます。

開催予定日 開催事業 中止・延期
８月25日 厚生制度推進連絡協議会 延期
９月２日 親睦マレットゴルフ大会 中止
９月７日 税務研究会 中止
９月17日 女性部合同研修 延期

　尚、延期となりました事業につきましては、感染状
況を考慮し参加者の安全確保ができる状況になりまし
たら開催いたしますので皆様のご参加、ご協力をお願
い申し上げます。

　上田法人会の皆様にはいつもお世話になっておりま
す。ながの結婚支援センター溝端です。
　おかげさまを持ちまして、ながの結婚支援センター
は 11 月 22 日（いい夫婦の日）で 12 年がたちました。
市町村と連携してセミナーやイベントも多数お手伝い
をさせて頂き、結婚したい独身男女とも向き合う時間
を多く体験してきました。
　出会えて、ハッピーを手にした人、上手くいかなかっ
た人、様々な人間模様を見てきました。実績としては、
出会いを 4,000 人以上の独身男女に提供、カップルは
500 組以上、結婚ゴールカップル 128 組です。
　結婚支援事業を通じて、良いもの悪いものをたくさ
ん見てきた経験を活かして、何かを変えていかなけれ
ばと思い始めたころにコロナ禍になり、変化しなけれ
ばいけない時代になり、1 年前から手探り状態で勉強
をしました。

　何か新しいことを…。今までは、出会いに重きを置
いて活動してきましたが、出会いからのスタートだと
条件やプロフィールがメインになり、条件が合わない
からとか、性格はベストだけど見た目で判断されてお
見合いが組めないとか、いくら出会いをつくっても結

果出会いの無駄遣いになってしまうこ
とも多いんです。私が思うに、条件よ
りもその人の『人となり』を見るとい
うことがとても大切に思います。
　また結婚したい独身男女に向けて行政オファーの勉
強会や講演をやって今思うことですが、うわべの話よ
りも、人をつくることが大切だと思います。探求する
人、知識のある人、考える人、コミュニケーションが
できる人、信念のある人、心開く人、思いやりのある人、
挑戦する人、バランスの取れた人、振り返りができる人、
ここを学べば、結婚もできるどころか、優秀な社員にも
なるそんな仕組みつくりをずっと考えていました。
　皆さん少し考えてみてください…。『うちの社員、
思いやりのある人になってほしい』『挑戦する力のあ
る社員になってほしい』と思いませんか ?
　12 年間の経験を活かして、新しい仕組みを作らな
ければと色々と勉強して、オンラインサロンをサブス
クリプションで利用出来る仕組みをスタートします。

テーマは
“オンラインサロンで繋ぐ”

令和3年11月22日
スタート



14



15



16

新 入 会 員 紹 介 （6・7・8 月分）

〔正会員〕
支　部 企業名・代表者 住　　　　所 業種 紹介者

第 8 支部 ㈱キリシマ
桐　島　航　平

上田市材木町 1-13-20
℡ 0268-25-3014 保険代理業 ㈱滝沢歯科器械店

坂城支部 ㈱ナカムラ建築
中　村　光　宏

埴科郡坂城町上五明 280
℡ 090-8684-5399 建築業 大同生命保険㈱

長和支部 ㈱シセン
山　本　経　一

松本市双葉 7-23
℡ 0263-26-6569 飲食業 ㈱羽田組

〔賛助会員〕　法人化を目指しましょう !
支　部 企業名・代表者 住　　　　所 業種 紹介者

第 2 支部 あいぜんクリニカルルーム
三　浦　文　也

上田市中央 2-13-17
℡ 0268-55-9660 整体業 エムケイ商事㈱

第 5 支部 近藤昭夫司法書士事務所
近　藤　昭　夫

上田市中央西 2-5-2
℡ 0268-22-1674 司法書士 ㈲工藤商事

坂城支部 サポートオフィス アン
竹　内　正　美

埴科郡坂城町上平 251-5
℡ 0268-82-9200 サービス業 ㈲神林製作所

真田支部 ペインオフィスカスガ たけはな院
竹　鼻　　　博

上田市真田町本原 780-5
℡ 0268-72-0220 治療院 大同生命保険㈱

青木支部 アイリス薬局
長　岡　知　彦

小県郡青木村当郷 142-6
℡ 0268-71-6826 調剤薬局 ㈱日本光器製作所

支部だより支部だより
6・7・8月

　上田総支部―――
〔会　議〕
７月８日 第 10 支部理事会　こいど 
７月12日 第 8 支部理事会　ささや
８月３日 女性部役員会　ささや

　坂城支部―――
〔会　議〕
６月11日 通常総会（女性部合同）　坂城町商工会館

　東御支部―――
〔会　議〕
７月30日 女性部三役会　Red Rocks

　塩田支部―――
〔会　議〕
６月30日 定例役員会　塩田公民館
８月４日 定例役員会　塩田公民館
７月１日 女性部役員会　そば処「倉乃」
８月24日 女性部役員会　塩田公民館

　川西支部――
〔会　議〕
６月15日 役員会　川西公民館
６月15日 女性部役員会　川西公民館

会員増強用動画のお知らせ
　長野県法人会連合会組織委員会では、令和3年度会員増強特別月間（9月1日から11月30日の3ヶ月間、
12月予備期間）用に会員増強用動画を作成しました。
　会員皆様には動画をご覧になったうえでお知り合いの経営者で法人会未加入の方に加入のお
勧めをお願いします。
　本動画は当会ホームページ（https://uedahojinkai.or.jp/）並びに動画サイトYouTube
（https://youtu.be/a-7PH_dj6ZM）でもご覧いただけますので、会員増強運動に役立てて
いただきますようお願いします。
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日誌　6・7・8月

　 編集後記

　周りの田畑では秋の大収穫祭を迎え、2021年のカウントダウンが始まりそうな時期となりま
した。今年を振り返りますと世界中が新型コロナウイルスの猛威に翻弄された1年でした。ワク
チン接種が他国で始まり明るい未来が見え始め希望を感じたのは私だけではないはず…しかしウ
イルスは次々と変化をし我々を苦しめました。人類が今まで味わった事の無いこの世界に経済ま
でもゆるがされる中、我国で始まったワクチン接種のラッシュ…そんな世界に一つの光が差し込
んだのは2020東京五輪。賛否が分かれる中メインスタジアムに聖火が灯されトップアスリー
ト達の競技が始まりました。私…やっぱりオリンピックは最高だと思いました。どうしてこんな
に感極まるのか。選手一人一人の気持ちや競技人生がTVという映像から伝わる。人間という生
物の力強さや限界そして集大成は強烈な感動をもたらし涙した人も少なくないはずです。その雄
姿に心から感謝すると共に自分の人生をも変える力があるかもとさえ思いました。閉会式で聖火
が消えた瞬間私は大好きな人が遠くへ離れて行ってしまう淋しささえ感じていました。次は3年
後のパリ!　きっと通常の幸せがそこにはあると強く信じる私でした。�（広報委員　武井　俊英）

表紙の言葉

角間渓谷（上田市）
　烏帽子岳山麓の長さ 4㎞に
わたる大渓谷。奇岩、奇勝が
多く、豪快な断崖絶壁に燃え
立つような木々の紅葉は、県
下有数の景勝の地としてさら
に美しく彩っています。真田
十勇士の一人、忍者「猿飛佐
助」の修行の場とも言い伝え
られており、切り立つ双璧に
過酷な修練を想像することが
できます。（現在、令和元年
台風 19 号被害の影響に伴い、
角間渓谷へ向かう道路が土砂
等で一部ご不便をおかけして
おります。）

（※新型コロナウイルス感染予防対応）
６月４日 第 9 回通常総会・女性部定時総会
　（※規模を縮小して開催）
　記念講演　「スポーツが持つ力」
　講　　師 公立大学法人 長野大学教授
   オリンピックバレーボールメダリスト
 野口　京子 氏

６月９日 5・6 月末決算説明会　千曲市戸倉創造館
６月10日 5・6 月末決算説明会　サントミューゼ
６月15日 県連「理事会」「新理事会」
　原田副会長出席　ホテルブエナビスタ
６月15日 県連「通常総会」（※中止→決議の省略）
６月15日 県連「事務局長会議」
　金井事務局長出席　ホテルブエナビスタ
６月16日 広報委員会　祥園
６月17日 青年部役員会　ささや
６月25日 事業推進委員合同会議　ささや
　（※正副会長・委員長会議、分科会のみ開催）
６月29日 県連「青年部連絡協議会」
　町田部長出席　ホテルブエナビスタ
７月２日 青年部「租税教室」
  女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　上田市立本原小学校　参加児童数 39 名
７月５日 青年部「租税教室」
  女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　上田市立丸子北小学校　参加児童数 57 名
７月６日 青年部「租税教室」
  女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　上田市立豊殿小学校　参加児童数 36 名
７月７日 女性部役員会　上田東急 REI ホテル

７月９日 青年部「租税教室」
  女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　上田市立中塩田小学校　参加児童数 97 名
７月14日 青年部「租税教室」
  女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　坂城町立南条小学校　参加児童数 51 名
７月15日 県連「厚生委員会」
　池田委員長・金井事務局長出席　ホテルブエナビスタ
７月16日 女性部社会貢献事業「クリーン活動」
　「室賀温泉ささらの湯」周辺　川西支部担当
　参加者 40 名
７月19日 広報委員会　ささや
７月28日 新設法人説明会　上田商工会議所
７月29日 支部事務局担当者会議　上田高砂殿
８月４日 7・8 月末決算説明会　千曲市戸倉創造館
８月６日 新任上田税務署長表敬訪問
８月６日 7・8 月末決算説明会　サントミューゼ
　（※感染拡大により中止）
８月20日 広報委員会“ごめんなすって”取材
　取材先　菅平開発㈲　　担当／真田支部
８月23日 県連「組織委員会」　ささや
　宮下組織委員長・池田厚生委員長・金井事務局長出席
８月25日 厚生制度推進連絡協議会
　（※感染拡大により延期）
８月26日 関信越法人会連絡協議会 通常役員総会
　（※中止→書面決議）
８月 社会貢献活動「パントマイム学校公演」
　（※感染予防のため中止）
※開催した会議・事業等につきましては、感染防止対

策を講じて開催いたしました。


