年頭のごあいさつ
一般社団法人上田法人会
会長

出田

行徳

皆様、新年あけましておめでと
うございます。
皆様もご承知おきのように、一
昨年、昨年と当法人会の事業実施も、COVID-19 の影

上田税務署
署長

小林

章二

令和 4 年の年頭に当たり、謹ん
で新年のごあいさつを申し上げます。
一般社団法人上田法人会の皆様
方におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと

響で、今までのように展開できない状況でした。また、 お慶び申し上げます。
旧年中は、出田会長をはじめ、役員の方々や会員の
一昨年、会員各位の企業を取り巻く状況も大きく変化
し、それぞれの企業では、企業運営に大変ご苦労され
ていらっしゃると思います。
当法人会でも、今までは、過去の延長で事業実施す
れば、ある程度の結果を出してくることができていた
と思います。しかし、大きな環境の変化で、単に今ま
で展開通りにさえ困難になってきました。
そこで、そろそろ、COVID-19 が収まることを祈る
だけでなく、COVID-19 があることを前提に、今まで

皆様方には、税務行政の円滑な運営に対しまして、深

いご理解と多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
上田法人会におかれましては、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大により社会経済活動が大きく制限さ
れるなか、税に関する各種研修会、講演会の開催など
を通じて会員の積極的な自己啓発を支援するほか、青
年部による租税教室への講師派遣や女性部を中心とし
た「税に関する絵はがきコンクール」、「クリスマスコ
ンサート」の開催など、各方面へご配慮いただきなが

の事業の目的、効果を、原理原則にもどって再確認し、 ら、地域社会貢献事業などに積極的に取り組んでいた
それに従って事業展開をしていきたいと考えておりま
だいております。
す。その実施には、会員各位のご協力なしには不可能
ですので、よろしくお願いいたします。

といたしましては、誠に心強い限りであり、皆様方と

法人会は、地域の企業経営者が、お互い良い影響を

連携・協調を図りながら法人会活動に協力してまいり

しながら、企業を発展させるとともに、地域社会への

たいと考えておりますので、引き続きのご支援・ご協

貢献もしていくことを目指しています。ぜひ、多くの

力を賜りますようお願い申し上げます。

皆様に、法人会活動を活かして、それぞれの企業の発
展を目指していただくことを願います。
当法人会も、昨年は、COVID-19 の中ではありまし
たが、青年部の皆様、女性部の皆様の絶大なご尽力に
より、感染予防に十分留意し、社会貢献活動として、
小学生に対する租税教室開催と、絵はがきコンクール、
地元の若手音楽家を支援しながら、地域の皆様にお楽
しみいただけるクリスマスコンサートなどを開催しま
した。また、回数は減少しましたが、各種説明会開催、
会員親睦ゴルフ大会等も開催でき、冷え込んでいた経
済活動の呼び水になれたと思います。
皆様、お忙しい中ですが、いろいろの事業がありま
すので、お誘い合わせて、ぜひご参加いただくことを
お願い申し上げます。
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こうした皆様方の活動は、税務行政に携わる私ども

さて、間もなく令和 3 年分の所得税等の確定申告の
時期を迎えます。確定申告におきましては、新型コロ
ナウイルス感染症の感染防止の観点から、昨年と同様、
「LINE」アプリを活用した事前予約及び入場整理券の
発行、身体的距離の確保、不織布マスク等の着用、手
洗いなどの手指消毒、定期的な換気等の感染防止対策
を徹底することとしています。
また、e-Tax・スマホ申告の推進につきましては、
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
における利用範囲や利便性を向上させておりますの
で、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から
も、スマートフォンやパソコンを利用したご自宅から
の e-Tax・スマホ申告に、ご理解・ご協力をお願いい
たします。
結びに当たり、令和 4 年が一般社団法人上田法人会

令和 4 年の年頭に当たり、法人会の使命を、皆様と

の皆様方にとりまして、幸多き一年となりますよう心

ともに、より一層果たすべく努めていくことをお誓い

から祈念申し上げまして、新年のごあいさつとさせて

申し上げ、新春のごあいさつとさせていただきます。

いただきます。

関東信越税理士会上田支部
支部長

長井

哲朗

新年あけましておめでとうござ
います。一般社団法人上田法人会
の会員及び関係者の皆様には、健
やかに新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
また、平素より出田会長はじめ会員の皆様には、私
ども税理士会に対して深いご理解とご協力を賜ってお
りますこと厚く御礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、一昨年より蔓延した新型コロ
ナウイルス感染症が引き続き猛威を振るいコロナとの
戦いの 1 年となりました。新しい生活様式に徐々には
慣れてきたとはいえ、まだまだ経済活動については多
くの制限を避けることはできませんでした。ただ 10
月以降はワクチンの効果があってでしょうか感染者も
激減し、このまま今年は以前の社会生活に少しでも戻
ることができればと切に願うところです。

2022 年
（令和 4 年）

謹賀新年

一般社団法人 上田法人会

こうした状況下で一昨年より国を始め地方公共団体
では各種給付金及び補助金等が制度化されました。こ
うした制度を受ける上で、これまでの適正な申告と適

相談役

小笠原光三

常任理事

翠川

和男

〃

笠原

一洋

〃

肥田野秀知

〃

鈴木

哲

〃

坂下

丈夫

長

出田

行徳

〃

堀内

保美

副会長

桑原

茂実

〃

飯島

孝一

さて、税制について本年度は大きな変化がある年で

〃

滝沢

秀治

〃

栗木

悦郎

す。本年度より施行されます電子帳簿保存法に関しまし

〃

浅川

等

〃

知野

貴泰

〃

吉川

芳秋

〃

坂口

晋一

〃

小平

悟朗

〃

前田

力

〃

佐藤

貴

〃

富澤

武嗣

〃

一之瀬

治

会計理事

上原

昭彦

〃

佐藤

公明

〃

米津

仁志

〃

岡田

宝正

三井

英和

〃

西澤

公規

〃

渡邉

一道

〃

宮入

圭一

〃

井澤

文彦

〃

工藤

巖

〃

田中

克明

特に事務処理においては、今までの業務のあり方を 180

〃

宮下

幸良

〃

小宮山陽一

度変える場面も考えなければなりません。

〃

原田

孝子

〃

齋藤

佳久

〃

神林まゆみ

〃

田口

敬祐

〃

町田

佳彦

〃

中塚

敏子

常任理事

滝澤

秀一

〃

宮下

博道

〃

和田

澄夫

〃

溝端

勇二

〃

池田

茂三

〃

宮澤

広一

〃

飯島

幸宏

斉藤

携三

〃

上島

秀雄

〃

窪田

富子

〃

河合

良則

〃

両角

辰紀

〃

川上淳一郎

事務局長

金井

幹夫

〃

田中

正な書類の作成、さらに適正な会計処理による経営状
態の正しい現状把握が必要であることが改めて明確に
なったといえるでしょう。

ては、国が推奨してきた経済社会のデジタル化の確立、
そして本格的なペーパーレス時代の到来、さらには業務
のデジタル化にとどまらず企業の組織の在り方や枠組
みを新しく作り直し変革すべきことを意味していると思
います。また、来年の施行になりますが消費税の適格請
求書等保存方式（インボイス方式）の導入は全ての事
業者に大きく関わる消費税の世界を一転させるでしょう。

こうした社会の変化に迅速に対応するべき、関東信
越税理士会上田支部会員は税務の専門家として皆様の
お話を伺いながら事業の中で何かお役に立てるように
努めていくことが社会的使命としています。これは貴
会の理念と共有しています。具体的には、貴会で実施
される研修会や日々の会員の皆様方との交流を通じて、
正確な情報をお伝えすることが、皆様の抱える様々な
問題解決の道標になればと考えております。

会

理

事

監

事

良男

最後になりますが、一般社団法人上田法人会の益々
のご発展と役員並びに会員の皆様方のご健勝を祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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署長を囲む懇談会
署長を囲む懇談会が、10
月 28 日㈭ 15：00 より上田

DX（デジタル・トランスフォーメーション）について、
そして税務行政の将来像とされています「あらゆる

高砂殿にて開催されました。 税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指して」

挨拶する小林税務署長

上田税務署からは小林章

「AI・データ分析の活用」のご説明をいただきました。

二署長、荒川勝副署長、大

引き続き、当会の参加者皆さんと、「今後の国の財

平朗統括国税調査官、益子

政運営」「国税庁による税務調査」「マイナンバーカー

孝総括上席国税調査官が出

ドの普及状況」についてなど活発な意見交換がなされ

席されました。署長、副署長は令和 3 年 7 月の国税庁

ました。

の異動により着任されています。当会からは会長・副
会長をはじめとして 28 名が出席しました。
はじめに税務署の皆様より自己紹介をいただきまし
た。小林署長さんは浦和税務署特別国税調査官から異
動され、上田市近隣の温泉を楽しみにされているそう
です。
次に小林署長さんより『税を考える』を演題とした
ご講話をいただきました。国の一般会計歳入と歳出
額の内訳とともに税収の推移、またコロナ禍における
不均衡財政についてご説明をお聞きしました。続いて、
今の国税庁の組織理念とともに税務行政がすすめます

令和 3 年度表彰 おめでとうございました
国税庁長官納税表彰
宮下
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幸良 さん

関東信越国税局長納税表彰
出田

行徳 さん

税務署長納税表彰
田口

敬祐 さん

宮下幸良副会長（県連並びに当

出田行徳会長が申告納税制度の

田口敬祐理事（広報委員会副委

会組織委員長）が、申告納税制度

普及発展に務め納税思想の向上に

員長）が納税制度普及発展に務め

の普及発展に務め納税道義の高揚

顕著な功績を挙げたとして、関東

た功績により、令和 3 年度上田税

に寄与した功績により国税庁長官

信越国税局長納税表彰を受賞され

務署長納税表彰を受賞されました。

納税表彰を受賞されました。新型

ました。新型コロナウイルス感染

11 月 24 日㈬、上田税務署署長室

コロナウイルス感染防止のため

防止のため 11 月 24 日㈬上田税務

にて署長より表彰状が授与されま

11 月 12 日㈮上田税務署署長室に

署署長室にて表彰状が授与されま

した。

て伝達されました。

した。

行動する
法人会

令和４年度税制改正要望

全国法人会総連合理事会で決議された「令和 4 年度税制改正に関する提言」に基づい
て管内の市町村長・議長に対し各支部の役員が税制改正要望活動を行いました。特に、
法人住民税の超過課税を行っています上田市、東御市、坂城町へは見直しと説明を要望
しています。
令和 4 年度税制改正スローガンは、
○ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を !
○適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を !
○コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を !
○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を !
Ｉ．税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には本格的な歳出・歳入の一体的
改革に入れるよう準備を進めていくことが重要である
２．社会保障制度に対する基本的考え方
社会保障は、「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を公平性の視点で改めて見直
すほか、公平性の視点も重要である
３．行財政改革の徹底
新型コロナウイルス対策を機に、地方を含めた政府と議会は「まず隗より始めよ」
の精神に基づき自ら身を削るなどの行政改革の徹底が必要
４．マイナンバー制度について
コロナ対策でみられた混乱は、同制度が活用されなかった証左でもある。制度の
定着に向け本腰を入れて取り組んでいくことが必要である
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．新型コロナウイルスへの対応
中小企業が存続を図れるよう、政府と自治体は複雑で多岐にわたるコロナ対策の
周知・広報を徹底するとともに、申請手続きの簡素化やスピーディーな給付を全力
で取り組む必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
法人税率の軽減税率の本則化、適用所得金額の引上げが必要である。中小企業投
資促進税制の対象設備の拡充、並びに少額減価償却資産の取得価格の損金算入額上
限撤廃が必要
３．事業承継税制関係
⑴ 事業用資産を一般財産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
⑵ 相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
４．消費税関係
軽減税率制度の国民や事業者への影響と効果等を検証し、問題があれば同制度の
是非を含めて見直しが必要である
Ⅲ．地方のあり方
１．地方創生ではさらなる税制上の施策により実効性ある改革を大胆に行う必要がある
２．広域行政による効率化や危機対応について早急かつ具体的な検討を行うべきである
３．各自治体は、「事業仕分け」のようなチェック機能の手法導入が必要である
４．地方公務員給与を、地域の民間企業の実態に準拠した給与体系への見直しが重要
である
５．地方議会は、大胆なスリム化と納税者視点に立った行政チェック機能を果すべき
である

吉川坂城支部長（左）より坂城町山村町長（右）へ

渡邉長和副支部長（左）より長和町羽田町長（右）へ

出田会長（左）より神津健衆議院議員（右）へ

出田会長（中央）より上田市土屋市長（右から2番目）へ

小平戸倉上山田支部長（中央）より千曲市小川市長（右）へ

佐藤東御支部長（中央）より東御市花岡市長（右）へ

宮入青木支部長（中央）より青木村北村村長（右）と金井とも子村会議長（左）へ
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管内横断税務研修会
今年度の管内横断税務研修会を 4 会場で 5 回に亘り、
各会場とも、新型コロナウイルス感染防止策を出来る
限り講じて開催いたしました。
第 1 講座は上田税務署法人課税担当官より「消費税
インボイス制度」と今年度の「年末調整」の変更点に
ついて説明していただきました。
第 2 講座は「経理担当者が知っておくべき税務」と
題して、インボイス制度における実務的な対応策、源
泉所得税事務の気を付けなければいけない実務ポイン

ト、会社にかかる各種税金の注意点等について税理士
会の清水重博先生より詳しく解説していただきました。
尚、清水先生には昨年に続き講師をお努めいただきま
した。
日

程

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
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
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
第 1 回は７月28日㈬ 14：00 ～
上田商工会議所 5F ホールにて
第 2 回は12月９日㈭ 14：00 ～
サントミューゼ多目的ルームにて

新設法人説明会
上田税務署との共催により今年新規に法人を設立し
事業を始めた方を対象に、法人税、消費税、源泉所得
税等の取扱いや諸手続きについて税務署担当官による
説明会を 2 回行いました。

新型コロナウイルス感染防止策を講じて開催いたしま
した。出席されました新設法人は第 1 回が 7 社、第 2
回が 13 社でした。各回とも宮下組織委員長より法人
会活動について説明を行い、入会の勧奨を行いました。

決算説明会のご案内
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。
2 月開催は 1 月と 2 月決算会社が対象です。
4 月開催は 3 月と 4 月決算会社が対象です。

◎上田会場
◎戸倉会場

２月２日㈬

サントミューゼ大スタジオ

14：00 ～ 15：30

４月６日㈬

サントミューゼ小ホール

14：00 ～ 15：30

２月４日㈮
４月５日㈫

千曲市戸倉創造館
千曲市戸倉創造館

14：00 ～ 15：30
14：00 ～ 15：30

会議室
大ホール

◆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。
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて開催いたします。
◆マスク着用でのご出席をお願いいたします。
◆「消費税インボイス制度」の説明もいたします。
◆新型コロナウイルス感染防止のため、感染拡大の状況となりましたら中止する場合があります。当会のホームページにてお知ら
せいたしますので、ご確認いただいてからご出席ください。何卒、ご理解とご了承をお願いいたします。
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青年部社会貢献事業

令和３年度

租 税 教 育

社会貢献事業の一環である小学校での租税教室（主管：青年部）は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ
て 7 月から開始しています。まだ予定している教室はございますが、12 月 10 日現在 10 小学校 16 教室を実施い
たしました。10 月から 12 月 10 日までに実施しました 4 校の教室の様子を写真にてお知らせいたします。

上田市立菅平小学校
（10 月 12 日）

東御市立和小学校
（12 月 3 日）

上田市立武石小学校
（12 月 7 日）

長和町立和田小学校
（12 月 10 日）

第 15 回 法人会全国女性フォーラム新潟大会
女性部部長

11 月 16 日㈫ 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベン
ションセンターにて開催された「第 15 回 法人会全
国女性フォーラム」に、窪田直前部長と参加させてい
ただきました。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の広まりによ
り中止。今年度は、感染者数が減ってきたことによ
り、開催を 11 月に移動し、参加人数の制限などを設
け開催されることになりました。そのため、全国から
約 1,200 名、そのうち、長野県からは 7 名と、少人数
での開催となりました。
第一部 基調講演は、文化庁前長官 東京藝術大学
前学長・顧問、長岡造形大学客員教授 宮田亮平氏
「ときめきのとき」でした。東京 2020 のメダルやトー
チ制作のお話、ご自身が作られた造形物が登場したコ
マーシャルの映像を流しながらのお話は楽しい時間で
した。また、講演は階段の上から始まり、会場内を所
狭しと歩かれ、参加者を話題に巻き込み、微笑みの絶
えない 1 時間でした。
第二部 大会式典では、各地で精力的に活動されて
いる事例なども発表され、今後の私たちの活動の参考
にさせていただこうと思いました。

神林まゆみ

大会宣言では、
テーマ「新しい
形、 新 潟 か ら。
～新時代、令和
に羽ばたく女性
の力～」のもと、
ニューノーマル
といわれる新た
な暮らし方を真
剣に考え、女性らしい豊かな感性からの発想を大切に、
変化にしなやかに対応し、自身の活動のさらなるクオ
リティ向上へと繋げる、と掲げられました。
今後、食品ロスについても取り組んでいくそうです。
日本では、毎日一人お茶碗一杯分の食糧が破棄されて
いるそうです。「この問題の解決に向けて私たちに何
ができるかを真剣に話し合っていきましょう」と、全
国法人会総連合 女性部会連絡協議会 酒井会長も話
されました。今日から取り組めることは何かと考え、
出していただいたお弁当をおいしく全部いただいて、
帰路につきました。（日本酒、ワインもおいしくいた
だいたことを付け加えます）

第 37 回法人会全国大会岩手大会
オンライン開催
岩手県の盛岡市にて 10 月 7 日㈭開催予定でありました今年度の全国大会は、新型
コロナウイルス感染防止のため開催形態をオンライン方式に変更して行われました。
当会からは、和田税制委員長、齋藤税制副委員長並びに事務局が参加いたしました。
大会は第 1 部記念講演として、アイリスオーヤマ㈱代表取締役会長の大山健太郎氏
の講演（演題：ユーザーイン経営）がありました。第 2 部の式典では、令和 4 年度税
制改正提言の報告、租税教室活動の事例発表、大会宣言がなされ閉会となりました。

大山健太郎 氏
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今月の訪問先

株式会社ガイアスジャパン
◦代表取締役 岡野 茂春
◦所在地 長野県上田市塩川1471番地
TEL.0268-34-7755 FAX.0268-34-7500
◦創業 2006年
（平成18年）
7月 ◦従業員 34名

お客様のカーライフの負担を軽減したい
元気な「いらっしゃいませ」の声

岡野茂春様です。岡野社長と事務所の前で少々談笑の
後、事務所内をご案内していただくと従業員の皆様か
らの明るく元気な「いらっしゃいませ」の声。その声
が気持ち良く、すぐにガイアスジャパン様の行き届い
た社員教育の一端を肌で感じることができました。

色づく落ち葉が風に舞う 11 月中旬の某日、上田市
塩川にあります株式会社ガイアスジャパン様に訪問さ
せていただきました。経営されている店舗は複数あ
り、中でも展示車両の脇ではためく「定額エコノリく
車は買って終わり、ではありません
ん」と書かれたのぼり旗が印象的な「ブロッコリー」は、
岡野社長からの親切丁寧なお話の中で、ポイントと
ご存じの方も多いのではないでしょうか。その他にも
なるキーワードが 2 点ありました。それは、
“サブスク”
軽自動車に特化した買取り直販店「軽バンク」や軽ト
ラ・軽箱バン専門店の「軽ワーク」などの店舗を展開 （サブスクリプションの略）と“イノベーション”です。
1 つ目の“サブスク”とは、製品やサービスを一定
されています。
期間、定額で利用できる仕組みのことです。サブスク
さて、暖かくお出迎えいただきましたのは、社長の
8

◦岡野社長

◦イノベーション賞の
表彰楯
◦取材班に説明する岡野社長
（中央）

◦事務所

◦工場を案内する岡野社長
（右から1人目）

という経営形態に行き着いた岡野社長の原点は、徹底
した理念の追求です。
「車は買って終わり、ではありません。購入後の維
持費までを含めたトータルコストをいかに減らせるか
が大切です。
」と岡野社長は情熱的に語ってくれまし
た。「お客様のカーライフの負担を軽減する」と言う
会社理念の結晶として生まれた新しい乗り方が「定額
エコノリくん」です。この商品は、車の購入費用と車
検・税金・オイル交換などの維持費用がコミコミで月々
定額 9,980 円（税別）
（ボーナス併用時 4,980 円）から
という今までなかった「乗り方という商品」であると
同時に、支払総額が現金で購入する価格より安くなる
という画期的なものです。

◦お客様コーナー

格設定が限界でした。
限界を超え、なんとか 10,000 円を切る価格を実現
したいという岡野社長の信念は、リース会社に残価
を認めてもらうことに成功しました。2 年の歳月がか
かったそうです。今では全国的に同業他社が車のサブ
スクの商品を後追いで出しています。
更には、「軽バンク」でリース契約満了の軽自動車
を販売する仕組みを確立するなどして、中古車に新し
い価値を生み出すことに成功しました。

独自のビジネスモデルを構築

このような車を定額制で乗るという独自のビジネスモ
デルを構築した功績で、全国の車屋さんが集まる㈱船
井総合研究所のモビリティビジネス経営研究会の中で
１万円を切る価格を実現したい
“イノベーション賞”を受賞しました。まさに、新たな
この仕組みを実現するために岡野社長は、リース業
考えや技術、価値を生み出し社会にインパクトある変
界の常識を打ち破りました。それが、2 つ目のキーワー
革・革新（イノベーション）を起こし、業界を牽引して
ドである“イノベーション”です。
いる岡野社長です。
当時、平成 20 年頃は、10 年落ちの中古車両には、
お忙しい中、取材にご協力いただきました岡野社長
残価がつかない（残価＝ 0 円）が、リース業界の常識
様はじめ従業員の皆様、本当にありがとうございました。
でした。その常識の中では、月額 15,000 円という価
（広報委員 吉沢 聖二）
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女 性 部 合 同 研 修 会
待ちに待った女性部の合同研修が、11 月 2 日、穏

女性部理事

中澤

惠子

ありました。

やかな秋の日に行われました。公共交通機関の「しな

北斎館は昔見た祭屋台の記憶があるだけで、今回は

の鉄道」
・
「長野電鉄」の電車で小布施に行こうという

広くなっていて、驚きました。北斎や娘の作品が展示

企画なので、コロナの心配から延期になりながらも実

されていて、写真撮影 OK の場所もありました。北斎

施ができました。

と喜多川歌麿の合作の「春の曙」はとても美しく感じ

普段滅多に利用することのない「長野電鉄」にワ

ました。よく目にする、ぐるんと巻いている波の奥に

クワクしながら乗車をしました。どこまで地下を走る

富士山が見える「神奈川沖浪裏」の浮世絵も、琉球の

のだろう、各駅はどんな様子なのだろうと思いながら、

浮世絵も見て、北斎館は期待以上でした。ミュージア

車窓からの景色を楽しみました。長野市内の沿線には

ムショップにはシャツやブルゾンをはじめとした波模

新しいきれいな家が多く見受けられ、
「附属中学前」駅

様の商品が多くありました。特にブルゾンは、町で着

は線路の両側に付属中と付属小がありました。小布施

ている人を見たら、派手さにビックリするのではと思

で私達が降車したら車両がガランとしてしまいました。

いました。

懐石料理をいただきます「鈴花」へは街を散策しな

コロナの鬱憤と日頃の煩わしさを忘れさせてくれた、

がら、すぐに着きました。建物は観光列車「ろくもん」

楽しいこの研修を企画・協力された全ての方々、あり

をデザインした水戸岡さんによる古さを表現したもので、

がとうございました。

通された部屋は格天井になっていて、照明の格子以外
は黒い地に円形の花模様が美しく描かれていました。
お料理は秋の献立で、さまざまなきのこやお魚が美
しく美味しく配膳されました。お酒が欲しい、白いご
飯が欲しいという声もありました。栗おこわは食べき
れず、お持ち帰りにする人もいました。本当に、久し
ぶりに、ゆっくりとした会食を、たっぷりと堪能でき
ました。
北斎館へ行く途中、日本酒醸造元の松葉屋本店に寄
り、珍しいレンガ造りの煙突を見ました。4 箇所、補
強のためらしいシルバーの金属製ベルトが巻き付けて

第 35 回

会員親睦ゴルフ大会
10 月 15 日㈮、上田丸子
グランヴィリオゴルフ倶楽
部において厚生委員会主管
により会員親睦ゴルフ大会
が開催されました。競技に
は 56 名の皆様にご参加い
ただき、秋晴れの下で張り
切ったプレーをされていま
した。成績は次のとおりで
した。
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厚生委員会主管

成績（新ペリア方式）
男子の部
優 勝
準優勝
第３位

グロス

前田 智久（坂城）
山浦 誠司（丸子武石）
髙橋 孝幸（東御）

89
98
86

女子の部
優 勝

齋藤三枝子（丸子武石） 105

ベスグロ賞

服部

グロス

正（東御）

79

HDCP

ネット

25.2
30.0
16.8

63.8
68.0
69.2

HDCP

ネット

28.8

76.2

8.4

70.6

社会貢献事業

クリスマス コンサート

令和 3 年 12 月 5 日㈰ 14：00 ～
サントミューゼ 大ホールにて

新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、アンサンブルノワイエ［蓬田奈津美さん（トランペット）、
町田莉佳さん（ピアノ）、山本直哉さん（サクソフォーン）］によるコンサートを開催いたしました。

上田総支部女性部野外研修会
「しなの鉄道で行く
『善光寺』
参りと宿坊“淵之坊”での精進料理と法話拝聴」
11 月 11 日㈭上田総支部女性部は、公式案内人先導
の「善光寺」参拝と寺前の宿坊「淵之坊」にて野外研
修を行いました。
しなの鉄道の上田駅に集合して普通列車で長野に向
かいました。秋深まった風景を見ながらの乗車で、日
常とはちょっと違う旅行気分を味わいました。
善光寺参道沿いの「淵之坊」では、まずご住職より
「ご法話お絵とき」をいただきました。プロジェクター
を使い「善光寺縁起」を絵にて分かりやすくご説明く
ださり、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。尚、
淵之坊は、
『善光寺縁起』を絵に記した現存最古（室
町時代作）の掛幅絵を所有され、県宝に指定されてい
るそうです。
その後、淵之坊自慢の精進料理を堪能し、伝統の味
覚と純和風の風情ある料理で満腹となりました。
続いて、善光寺公式案内人により参道の説明を受け

ながら本堂へ参り、内陣にて参拝するとともに、お戒
壇巡りを体験しました。親切な案内により「極楽の錠
前」にしっかり触れてくることが出来ました。
秋の晴天に恵まれ、一日楽しい野外研修と会員相互
の親睦が図られました。

第35回 法人会全国青年の集い

佐賀大会

青年部長

町田

佳彦

11 月 25・26 日と開催された第 35 回法人会全国青年の集い佐賀大会に参
加してまいりました。昨年の鳥取大会はコロナウィルス感染症の影響で中止
となり二年ぶりの開催となりましたが通常開催の五分の一程度の規模まで縮
小しての開催でした（参加者の制限：各単位会 1 名のみ）。
しかしながら、租税教育プレゼンテーションでは、各地区からの代表単会
が思考をこらした租税教室を展開している様子を発表していただき大変勉強
になりました。当会の租税教室にも反映していけるよう青年部内で検討して
まいりたいと思います。来年は沖縄での開催となりますが新型コロナウィル
ス感染症が収束し多くの部員が参加できることを祈念しております。
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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コーディ
ネーター溝端勇二です。あけましておめでとう

【連絡先】ながの結婚支援センター
TEL.0268-23-8460
HP: https://www.msc-nagano.jp/

ございます。

コーディネーター

溝端 勇二 氏

～一人ひとりが、ありのままの自分でワクワク笑顔溢れる輝く世界 ! ～

楽ちんコミュニケーション教室
①
②
③
④

おしゃべり教室オンライン
お茶会オンライン & リアル
オンライン飲み会
リアルパーティー

中小企業の社員教育はできていますか ?
婚活の現場で、12 年間たくさんの人を見てきました。しかしながら、
お見合いパーティー
現場に来てもコミュニケーション力がない人が本当に多いということです。言葉の使い方
を知らない、婚活何から始めていいかわらない、パーティーに行っても結果が出ない、こ
れは、婚活以前の問題です。
ゴルフ場に行って直ぐゴルフができるでしょうか ?

答えはノーです。

ながの結婚支援センターは、33 才以下の社員の皆さんのコミュニケーション力向上の
応援をスタートさせていきます。若い社員が、人間関係を上手にできるようになることが
学べ本人が輝く。
社長、どう思いますか。最高ですよね !

そんな新しくワクワクする仕組みがスタート

します。①から③まですべて無料です。社員の皆さんにお知らせください。

有限会社あさかわ
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〒386-0404 上田市上丸子1037
TEL.0268-42-4040
http://www.e-asakawa.com/

New Face

新入会員ＰＲコーナー
# 15
歯科医院

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。

小牧橋歯科医院

Dental clinic

診療時間／午前９:00～12:30
午後２:30～７:00
休 診 日／木・日・祝日
URL http://www.d-komaki.com
ホームページからも予約が出来ます。

〒386-0016 上田市国分1丁目962-5
TEL.0268-22-9225

整体院

あいぜんクリニカルルーム

【事業内容】
慢性関節痛改善の専門整
体院です。理学療法士資格
を持った院長が全て担当し
ます。関節を鍛える新しい
整体で患者様からたくさん
の口コミを頂いております。詳しくは公式 HP をご覧くだ
さい。「上田市 腰痛」にて検索 !
【受付時間】9：30 ～ 18：30 【定休日】木・日曜日
〒386-0012 上田市中央2丁目13-17（上横町）
TEL.0268-55-9660

放送局

株式会社エフエムとうみ

ラジオ CM でお店の PR をしてみませんか ?
地元のみなさんの身近なメディアとして、地域の方に集中
的に情報をお届けすることが可能です !
お気軽にご相談ください。

＊はれラジ 78.5MHz ＊
洋菓子店

ドンキー洋菓子店
代表

矢島

仁人

〒389-0516 長野県東御市田中202
TEL.0268-63-1003
（代表） FAX.0268-63-1103
E-mail: info@fmtomi785.jp

〒386-0153 上田市大字岩下269-3
TEL./FAX.0268-36-1361
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季節の花コーナー
新年あけましておめでとうございます。
コロナ禍が 2 年も続いた中新たな年を迎えました。今年
こそマスクなしの生活に戻りたいものですね !
さて、冬場のお花は種類も少ない中ですが、寒さに強いも
の特に信州でも栽培可能な植物をご紹介いたします。

最近は品種改良が進み、小指の爪くらいの極小輪サイズのも
のもあります。
【ガーデンシクラメン】

ガーデンシクラメンは、
室内で育てられているシク
ラメンの中でも耐寒性のあ
るものを品種改良して作ら
れた品種です。一般的なシ
クラメンより小さいサイズ
で、冬の屋外でも楽しむこ
とができます。小さくてか
わいいので寄せ植えにも人気です。
本格的に寒くなってから植えると、根がはりにくくなって
しまい、花つきが悪くなってしまうので、秋のうちに定植し
ておきましょう。霜に当たっても枯れることはありませんが、
－ 5 度を下回ると枯れてしまうので、寒冷地では注意しま
しょう。

【パンジー・ビオラ】
パンジーは春に咲く一年
草。最近ではパンジーの流
通は 10 月ごろから始まる
ため、上手に育てれば半年
以上も開花する草花です。
寄せ植え、花壇など、いろ
いろな用途で春の園芸には
欠かせない草花のひとつで
【フクジュソウ】
す。パンジーとビオラの違いは、見た目の大きさで判断でき
フクジュソウは、その名
ます。パンジーは花が小輪から大輪まで。小輪は 4㎝～ 5㎝、
の通り幸福と長寿を意味し、
中輪は 5㎝～ 7㎝、大輪は 7㎝～ 10㎝。10㎝以上のものも
幸せを招く花とされていま
存在します。
す。フクジュソウはお正月
ビオラは開花期間がとても長く適切な手入れをすれば、
次々と花が咲くので初心者が大変育てやすい春の一年草です。 の寄せ植えにも利用され、
新春を祝うめでたい花とも
品種が豊富で、原色に近い黄色、鮮やかなオレンジ、薄い青
されています。花色は黄色
から濃い紫、赤、白、黒等。単色の他、複色もあり、毎年新
品種が作りだされています。ビオラの花径は小輪で 2 ～ 3㎝、 が一般的ですが、白やオレ
ンジ色などもあります。
中輪で 3 ～ 4㎝。パンジーと比べて小ぶりなのが特徴です。

⻑野オートメーションは
生産現場の革新を提案します

14

フクジュソウは、早春に花を咲かせ、晩春には枯れる植物
で、日光を好みます。フクジュソウは根から水を吸う力が弱
く、植え替えなどで根が減ってしまうと枯れてしまうことが
あるほど。乾燥を嫌うので乾かしすぎないように注意しま
しょう。
【ノースポール】

ノースポールは、別名
「ク
リサンセマム」とも呼ばれ
る植物です。元気よく頑丈
で、冬のガーデニングの定
番の植物です。ノースポー
ルは、日光さえ当たってい
れば霜が当たっても大丈夫
な植物です。庭でもプラン
ターでも安心して育てることができます。
春先からは葉が伸びすぎてしまうので、刈りこんで風通し
を良くしましょう。蒸れやすく、乾燥には強いので水のやり
すぎには注意しましょう。夏の高温で枯れる秋蒔きの一年草
です。

【スノードロップ】
スノードロップは、雪が
のこるほどの寒い時期から
可愛らしい純白の花を咲か
せる球根植物です。スノー
ドロップが咲くと春が近い
と言われていることから、
春の使者という別名もあり

ます。朝になると花を開き、夕方になると花を閉じます。
スノードロップは簡単に育てることができ、地植えなら特
別な手入れをしなくても大丈夫です。風通しの良い明るい半
日陰を好みます。耐寒性に優れた植物なので、冬の暖かい部
屋などには置かないように注意しましょう。
【プリムラ】

プリムラは、様々な種類
がある冬のガーデニングに
は重宝な植物です。品種に
よって花姿や草姿が異なり、
また、花色もとても豊富で
す。
プリムラは日光に当たっ
ていれば次々に蕾をつけ、
絶え間なく花が咲いていきます。花がら摘みをしないと花つ
きが悪くなり、病気の原因にもなるので注意しましょう。種
から育てて寒さに当たっていれば霜に強くなり、外でも育て
ることができます。暖房の効いた部屋では暖かすぎてしまう
ので注意です。
以上いくつかご紹介しましたが、ほとんどがお花屋さんや
ホームセンターでも手に入りやすいお花をご紹介いたしまし
た。越冬といっても花の根っこの部分は生きていて見た目は
枯れているように見えるものもありますが、春先から新芽が
出て春植えより強い花になります。寒さに負けないお花もあ
りますが、我々も寒さ、コロナに負けない体と環境を作りま
しょう !
（広報委員 近藤 洋子）
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上田法人会
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【確定申告のお知らせ】
◇

確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンでご利用いただける e-Tax・スマ
ホ申告が便利です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を用いて、確定申告会場に出向
かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード対応のスマホ又
は IC カードリーダライタを利用して、e-Tax で申告書を提出できます。
また、印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。マイナンバーカードを
お持ちでない方は、お早めの取得をお願いします。
感染防止の観点からも、ぜひご自宅から e-Tax をご利用ください。

《確定申告などに関するお問合せ》

国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用ください。

《e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問合せ》

「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」
（☎ 0570-01-5901）
【受付】月曜～金曜（祝日等及び 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除きます）

◇

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会 場
上田税務署 別館会議室
期 間
令和 4 年 1 月 24 日㈪から 3 月 15 日㈫まで
土、日及び祝日を除きます。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、還付申告の方の申告相談を
2 月 15 日㈫以前でも受け付けております。
注

時

間

贈与税については、2 月 1 日㈫以降、申告相談を受け付けております。

相談受付：午前 8 時 30 分から午後 4 時まで
相談開始：午前 9 時から
確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁 LINE 公式アカウントから事
前に取得した入場整理券が必要です。

※スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成して
いただきます。
※確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、少人数で
お越しください。
※入場の際に検温を実施しています。咳・発熱等の症状のある方は入場を
お断りさせていただきます。
国税庁
※午後 4 時前であっても、相談受付を終了する場合があります。

LINE 公式アカウント
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《長野県東信県税事務所上田事務所からのお知らせ》
地方税の納税は『地方税共通納税システム』をご利用ください !
◦金融機関の窓口に出向く必要はありません !

⇒オフィスや自宅からパソコンで電子納付できます !

◦「ダイレクト納付」ができます !
⇒※事前に登録した金融機関の口座を指定して、直接税金を納付する方式です !
◦電子申告から納税までワンストップで手続きできます !
◦複数の自治体に一括で納付できます !
◦納付先の自治体の指定金融機関でない金融機関からでも納付できます !
※地方税のダイレクト納付について
利用可能税目は、法人都道府県民税、法人事業税、個人住民税（特別徴収分）など、一部の税目
に限られますので、詳細は eLTAX ホームページをご確認ください。
手続に関するご不明な点につきましては、eLTAX ホームページをご覧ください。

eLTAX ホームページ

https://www.eltax.lta.go.jp

後列左から
小林美和子、今村
上野 研一、村瀬
橋本ハルミ
前列左から
小林 千紘、田中
石倉 靜子、平林
竹田 絹枝
毅、
肇、

文江、
結、
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今年もよろしく
お願い致します

長野支社 東信営業所／上田市天神 2-4-68（パークサイド天神 1F）
TEL 0268-23-7277 FAX 0268-23-4154

新 入 会 員 紹 介

（9・10・11 月分）

〔正会員〕
企業名・代表者

㈱マルワカ産業
若 月 好

住

所

業

種

紹介者

上田市大屋 382-16
℡ 0268-35-1528

一般産廃
収集運搬業

㈲工藤商事

㈱ワイズ・ファクトリー
杉 原 好 彦

上田市住吉 587-3
℡ 0268-75-7683

自動車
プラスチック部品

㈱科の木

㈱いとう 上田支店
篠 原

武

上田市国分 1-1-9
℡ 0268-24-4300

IT 機器販売業

本会事務局

㈱ MONZO
藤 原

純

上田市古里 2059-22
℡ 0268-23-0036

理美容業

㈱幸和建設

利

雄

千曲市磯部 865-5
℡ 080-7882-0396

溶接工事業

アフラック代理店
㈱エヌアイ

㈱エフエムとうみ
堀 内 和

子

東御市田中 202
℡ 0268-63-1003

情報通信業
（放送業）

支部事務局

㈱三成建設
齊 藤

憲

一

上田市諏訪形 1353-5
℡ 0268-75-8156

総合建設業

㈱進和製作所

ライク（同）
宮 澤

清

隆

上田市富士山 3433-1
℡ 0268-75-2075

飲食業

㈲リテイルウォーク

業種

紹介者

㈱泰中工業
北 原

孝

〔賛助会員〕 法人化を目指しましょう !
企業名・代表者

米久肉店
成

住

所

香

織

上田市天神 3-1-3
℡ 0268-25-3625

食肉小売業

㈲工藤商事

小牧橋歯科医院
柳 沢 清

彦

上田市国分 1-962-5
℡ 0268-22-9225

歯科医院

㈱幸和建設

ヘアー & エステサロン フォレスト
髙 橋 良 行

上田市蒼久保 1163-2
℡ 0268-35-0281

美容業

㈱幸和建設

TOMO cafe&osteria
フェルナンド ヤシット マドウシャン

上田市芳田 1380-2
℡ 0268-71-6762

飲食業

㈱幸和建設

のみくい処 みかちゃん
宮 田 正 行

上田市上丸子 1008-12
℡ 0268-42-4225

飲食業

㈱幸和建設

ドンキー洋菓子店
矢 島 仁

人

上田市岩下 269-3
℡ 0268-36-1361

菓子業

㈱幸和建設

アクト精機
西 沢

文

埴科郡坂城町中之条 2145-1
℡ 0268-82-0220

金属加工業

㈲ヨシカワ

沢

正

法人会認定サービスショップアフラック募集代理店

㈱エヌアイサービスショップ 上田店
明けましておめでとうございます。

〒386-0002 上田市住吉289-5
TEL 0120-65-4427
営業時間9:00～18:00
（日・祝日定休）

〰

〰

左より 荻原

大樹、柳澤

一世

21

支部だより
9・10・11 月
上田総支部―――

〔研修会〕
10月15日 上田法人会・東御支部会員親睦ダブルコンペ
上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 参加者 20 名
10月27日 女性部視察研修会 軽井沢方面
参加者14名

真田支部―――
〔会 議〕
10月14日 支部役員会

真田町商工会館
〔会 議〕
９月28日 第 4 支部理事会 こいど
塩田支部―――
10月27日 第 4 支部理事会 桑桑
11月８日 第 10 支部理事会 華龍しゃぶしゃぶ店
〔会 議〕
11月19日 第 1 支部役員会 ささや
10月12日 役員会 上田市塩田公民館
11月25日 第 4 支部理事会 こいど
10月19日 女性部役員会 カピトリーノ
11月27日 第 9 支部役員会 皇シン
〔研修会〕
〔研修会〕
11月19日 女性部研修会・年末懇親会 参加者 8 名
11月11日 女性部野外研修会
テーマ 「苔玉作り」 南條旅館
「しなの鉄道で行く『善光寺』参りと宿坊“淵之坊”
講 師 酒井造園 酒井ひろ子 氏
での精進料理と法話拝聴」 参加者 12 名

更埴支部―――

川西支部―――

〔研修会〕
10月４日 金融セミナー（青木支部と合同）
〔研修会〕
青木村商工会館 参加者 5 名
11月24日 地域社会貢献事業「イルミネーション設置」
テーマ 「信用保証協会の現況と取組について」
更埴子育て支援センター 参加者 12 名
講 師 長野県信用保証協会 上田支店長
坂城支部―――
10月31日 上田法人会川西支部・川西商工振興会・
上田青色申告会川西地区 合同環境美化運動
〔研修会〕
川西地域 国道 143 号線道路清掃 参加者 20 名
10月７日 女性部親睦事業 食事会
THE FUJIYA GOHONJIN（藤屋御本陣）
青木支部―――
参加者 10 名
〔会 議〕
戸倉上山田支部―――
９月８日 役員会 青木村商工会館
〔研修会〕
〔会 議〕
10月４日 経営研修会（川西支部と合同）
10月26日 支部役員会 戸倉上山田商工会
テーマ 「信用保証協会の現況と取組について」
東御支部―――
講 師 長野県信用保証協会 上田支店長
青木村商工会館 参加者 6 名
〔会 議〕
11月27日 女性部親睦事業 食事会
９月１日 三役会 東御市商工会
上山田ホテル 参加者 5 名
９月17日 役員会 東御市商工会（zoom）

日誌

9・10・11 月

（※新型コロナウイルス感染拡大予防対応）
９月２日 第 25 回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７日 県連「事務局長会議」
金井事務局長出席
ホテルメトロポリタン長野
９月８日 全法連「組織委員会」
宮下委員長 リモート参加
22

９月８日 生活習慣病予防健診
上田会場 上田高砂殿 62 名受診
９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
上田市立清明小学校 参加児童数 58 名
９月９日 生活習慣病予防健診
上田会場 上田高砂殿 60 名受診

９月10日 長野県租税教育推進協議会
11月４日 東北信地区法人会（長野・上田・佐久・
「租税教育担当者研修会」（※中止）
信濃中野）におけるビジネスガード推進強化会議
９月10日 生活習慣病予防健診
金井事務局長出席 中野市すきやき
上田会場 上田高砂殿 50 名受診
11月11日～17日 税を考える週間
９月13日 生活習慣病予防健診
11月12日 国税庁長官納税表彰
上田会場 上田高砂殿 42 名受診
宮下副会長 受賞 上田税務署
９月14日 生活習慣病予防健診
11月12日 県連「税制委員会および税制研修会」
上田会場 上田高砂殿 59 名受診
和田委員長リモート参加・金井事務局長出席
９月15日 組織委員会・支部長合同会議 ささや
ホテル国際 21
９月16日 広報委員会 香青軒
11月15日 広報委員会“ごめんなすって”取材
９月22日 生活習慣病予防健診
取材先 ガイアスジャパン㈱ 丸子武石支部
千曲会場 戸倉創造館 61 名受診
11月16日 第 15 回全国女性フォーラム（新潟大会）
９月29日 生活習慣病予防健診
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
千曲会場 戸倉創造館 62 名受診
神林部長、窪田直前部長出席
10月１日 県連「女性部合同例会」（※中止）
11月22日 厚生制度推進連絡協議会 上田高砂殿
10月４日 川西・青木支部合同研修会
11月24日 国税局長納税表彰
金井事務局長出席
出田会長 受賞 上田税務署
10月５日 9・10 月末決算説明会 千曲市戸倉創造館
11月24日 税務署長納税表彰
10月６日 9・10 月末決算説明会 サントミューゼ
田口理事 受賞 上田税務署
10月７日 第 37 回法人会全国大会（岩手大会）
11月24日 県連「組織委員会」
盛岡市民文化ホール（※オンライン開催）
宮下委員長出席 ホテルメトロポリタン長野
10月８日 東京上田会「信州うえだ東京の集い」
（※中止） 11月25日 第 35 回全国青年の集い（佐賀大会）
10月12日 青年部「租税教室」
町田部長出席 佐賀市文化会館
女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
上田市立菅平小学校 参加児童数 8 名
【管内横断税務研修会】開催 5 会場
10月14日 広報委員会 上田東急 REI ホテル
10月22日 東御市中央公民館
10月15日 第 35 回会員親睦ゴルフ大会
10月26日 上田市丸子文化会館
上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 参加者 56 名
11月８日・11月10日 上田市サントミューゼ
10月21日 関東信越国税局・県連
11月17日 千曲市戸倉創造館
「調査課所管法人税務研修会」
第１講座 『「消費税インボイス制度」と
金井事務局長出席 ホテルブエナビスタ
「年末調整」について』
10月28日 理事会・署長を囲む懇談会 上田高砂殿
講 師 上田税務署法人課税部門担当官
11月２日 女性部合同研修会
第２講座 『経理担当者が知っておくべき税務』
「電車」で行く「栗と北斎と花の町“小布施”散歩」
講 師 税理士会上田支部 清水 重博 先生
－鈴花の懐石料理と北斎館見学－ 参加者 36 名
＊開催した事業・会議等につきましては、感染防止対策を講じて実施いたしました。

編集後記
With コロナ、After コロナであっと言う間に令和 3 年が暮れた今、コロナ恐怖で行動・
集いを制限された日常に言いようのない不満と鬱積した気持ちが渦巻く。どうしてこう
なったのか ? 何が悪いのか ? どうすればよいのか ? と問いかける自分がある。
思えば、近代は「自然を征服」して活躍する人間の姿がカッコ良く投影された。だが、
日本は縄文時代から
（もっと以前から）
ずっと自然と共に生きている姿があった。ここで
「人
間も自然の子」であるという言葉を思い出す。生命体として健康で幸福に生きてゆくには、
食の研究者から「安全安心な食物」を食べれば良いと教えられた。これは基本だと納得した。
法人会は個人・会社・団体で構成されている。人類は今まで多種多様な困難を乗り越え
てきた。故に、私達は必ずや力を合わせ、よく考えみんなでこの苦難を乗り切れるものと
楽観的に考えてしまう自分がある。
年頭に当たり、皆様が健康で幸福な年を過ごされることを衷心より願っております。

（広報委員 山本 益郎）

表紙の言葉
番所ヶ原スキー場
（上田市武石上本入）
標高 1,300m、サラサラのパウダー
スノーと全長 1km の 1 枚バーンに
なったゲレンデは、カービングター
ンなどの基礎練習に最適。緩斜面
から急斜面まであり、ゲレンデデ
ビューのお子様から、久しぶりにス
キーやスノーボードに挑戦する方や、
シニアの方まで安心してご利用いた
だけます。

23

