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一般社団法人  上田法人会  第 10 回通常総会  ～一般社団法人移行10回記念総会～

○日　時	 令和 4 年 6 月 3 日㈮　15：00 ～
○場　所	 ささや　上田市中央 2 丁目
○議　題	 報告事項
	 　⑴　令和 3 年度事業報告について
	 　⑵　公益目的支出計画実施報告について
	 　⑶　令和 4 年度事業計画並びに収支予算書について
	 審議事項
	 　⑴　令和 3 年度財務諸表承認の件
	 　⑵　令和 5 年度税制改正要望（案）承認の件
	 　⑶　その他
○表彰式	 一般社団法人移行 10 回記念総会功労者表彰／会員増強表彰／優良経理担当者表彰
○記念講演	 講師　小林　弘憲	氏　シャトー・メルシャン椀子ワイナリー長、工学博士
	 演題　「シャトー・メルシャン椀子ワイナリーについて」

小林　弘憲  氏

お 知 ら せ

（一社）上田法人会　女性部
定 時 総 会

○日　時	 令和 4 年 6 月 3 日㈮　14：00 ～
○場　所	 ささや　上田市中央 2 丁目
○議　題

⑴　令和 3 年度事業報告並びに収支計算書承認
の件

⑵　令和 4 年度事業計画（案）並びに収支予算
（案）承認の件

⑶　その他

（一社）上田法人会　青年部 
定 時 総 会

○日　時	 令和 4 年 5 月 13 日㈮　18：00 ～
○場　所	 香青軒　上田市中央 3 丁目
○議　題

⑴　令和 3 年度事業報告並びに収支計算書承認
の件

⑵　令和 4 年度事業計画（案）並びに収支予算
（案）承認の件

⑶　その他

☆新型コロナウイルス感染防止対策を出来る限り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。
☆新型コロナウイルス感染拡大の状況となりましたら中止または内容や時間を変更する場合がございます。当会のホーム
ページにてお知らせいたしますので、ご確認の上ご出席ください。何卒、ご理解とご了承をお願いいたします。

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。6月開催は5月6月決算会社が対象です。
　なお、4 月の決算説明会は、新型コロナウイルス感染拡大により中止とさせていただきます。

◆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防止対策を出来る限り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。
◆新型コロナウイルス感染拡大の状況となりましたら中止する場合がございます。当会のホームページにてお知らせい

たしますので、ご確認の上ご出席ください。何卒、ご理解とご了承をお願いいたします。

◎上田会場
６月９日㈭	 サントミューゼ大スタジオ	 14：00～15：30

◎戸倉会場
６月８日㈬	 千曲市戸倉創造館 3F 会議室	 14：00～15：30
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青 年 貢 献 事 業社部 会

租 税 教 育令和３年度
青年部長　町田　佳彦

　青年部が主管します社会貢献活動の租税教室を、令
和 3 年度は下記のとおり小学校 12 校 19 教室で実施い
たしました。昨年度と同様にコロナ禍の中での実施と
なり、小学校よりお申込みをいただけないのではと不
安ではありましたが、昨年を上回るお申込みをいただ
きました。唯一、東御市立田中小学校（令和 4 年 3 月、
3 教室実施予定）での教室は、新型コロナウイルス感
染拡大により中止せざるを得なく、誠に残念でありま
した。感染防止の観点から密を避けるためクラスごと
の実施を希望された学校が多く、実施した教室は過去
最多となりました。
　租税教室をお引き受けいただきました小学校の校長
先生並びにご協力いただきました先生方、絵はがきコ

ンクールの実施にあたられました女性部の皆様、そし
てご尽力をいただきました上田税務署の皆様に心より
感謝申し上げます。
　また、昨年 7 月から、講師としてご協力をいただき
ました全部員に改めて感謝申し上げます。
　私たち青年部員は租税教室の講師を務めることにより、
税の理解をより高め、望ましい税制や財政のあり方を考
えるようになりました。また、児童の皆さんには、税金へ
の意識高揚と知識の普及に貢献できたと考えております。
　今後も青年部は、税に対する事業活動強化の一環と
して児童の皆さんの税の知識向上に一層努めて参りた
いと思います。会員の皆様には今後もご指導、ご協力
の程お願いいたします。

法人会会員証（シール）送付のご案内
シール制度のご案内
　法人会は公益的活動を行う非営利法人として、適正な申告・納税に向け、各種研修事業を行って
おります。
　このシールには、会員証（ブルー）・決算説明会出席証（オレンジ）・研修会出席証（イエロー）
の 3 種類があり、これらは、確定申告書の欄外に貼付してください。
　今回会員証シールを同封いたしました。
　e-Tax で申告されている場合は、同封の〔e-Tax 申告用紙〕にシールを貼り、お手数ですが上
田税務署（〒 386-8720 上田市中央西 2-6-22）へ郵送、又はご提出をお願いいたします。
　なお、シールを紛失された場合は事務局までご連絡ください。新しいものをお送りいたします。

令和 3年度　青年部　租税教育実施表
No. 小　学　校 日程 曜日 青年部担当講師 青年部担当講師 児童数 クラス編成
1 上田市立本原小学校 ７月２日 金 中村　悠基 宮川　　泰 20 1 組 20
2 上田市立本原小学校 ７月２日 金 宮川　　泰 中村　悠基 19 2 組 19
3 上田市立丸子北小学校 ７月５日 月 長澤　貴生 山岸　智之 57 1 組 27・2 組 30
4 上田市立豊殿小学校 ７月６日 火 宮下　博道 清水　志郎 36 1 組 36
5 上田市立中塩田小学校 ７月９日 金 福澤　祐樹 干場　文孝 33 1 組 33
6 上田市立中塩田小学校 ７月９日 金 干場　文孝 荻原　大樹 32 2 組 32
7 上田市立中塩田小学校 ７月９日 金 荻原　大樹 福澤　祐樹 32 3 組 32
8 坂城町立南条小学校 ７月14日 水 奥村　龍馬 柳原　　明 51 1 組 26・2 組 25
9 上田市立清明小学校 ９月９日 木 福澤　祐樹 町田　和幸 29 2 組 29
10 上田市立清明小学校 ９月９日 木 町田　和幸 福澤　祐樹 29 1 組 29
11 上田市立菅平小学校 10月12日 火 井澤　文彦 池田　章浩 8 1 組 8
12 東御市立和小学校 12月３日 金 本山　幸則 吉澤　正憲 32 松組
13 東御市立和小学校 12月３日 金 吉澤　正憲 本山　幸則 32 竹組
14 上田市立武石小学校 12月７日 火 宮下　博道 清水　志郎 15 敬組 15
15 長和町立和田小学校 12月10日 金 山岸　智之 丸山　貴弘 6 1 組 6
16 千曲市立埴生小学校 12月16日 木 山岸　智之 髙藤　鐘一 26 1 組 26
17 千曲市立埴生小学校 12月16日 木 髙藤　鐘一 岩﨑　龍太 26 2 組 26
18 千曲市立埴生小学校 12月16日 木 岩﨑　龍太 山岸　智之 26 3 組 26
19 上田市立南小学校 12月21日 火 町田　和幸 町田　佳彦 106 1 組 36・2 組 35・3 組 35
20 東御市立田中小学校 ３月１日 火 （山岸　智之） （吉澤　正憲） 2 組 28
21 東御市立田中小学校 ３月１日 火 （吉澤　正憲） （丸山　貴弘） 3 組 29
22 東御市立田中小学校 ３月１日 火 （丸山　貴弘） （山岸　智之） 1 組 30

合　　　　計 615

新型コロナ
感染拡大に
より中止
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租税教育実施のようす租税教育実施のようす

上田市立丸子北小学校

坂城町立南条小学校

上田市立菅平小学校 東御市立和小学校 上田市立武石小学校

千曲市立埴生小学校

上田市立豊殿小学校上田市立本原小学校

上田市立中塩田小学校

長和町立和田小学校 上田市立南小学校

上田市立清明小学校
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令和３年度

第5回　税に関する絵はがきコンクール税に関する絵はがきコンクール
　上田法人会女性部は、租税教育活動の一環として小学校 6 年生を対象に「税の大切さ」や「税の果たす役割」
について学んでもらい、より理解を深めてもらうことを目的に、「税に関する絵はがきコンクール」を実施いた
しました。今年度は上田税務署管内の 11 校から 508 作品の応募がありました。
　1 月 13 日の第 1 次審査会、1 月 19 日の表彰作品選考会による厳選なる審査の結果、最優秀賞（女性部長賞）
を始めとする 22 点の入賞作品が決定いたしました。
　なお、選考には本会役員、女性部、青年部、税務署の皆様にご参加いただきました。
　入賞作品のポスターは、関係機関（上田税務署、関係役場、各商工会議所及び商工会、応募された小学校、
アリオ上田、イオンスタイル上田、ツルヤ各店他）に展示いたしました。

千曲市立埴生小、坂城町立南条小、上田市立本原小、上田市立丸子北小、上田市立豊殿小、上田市立中塩田小、
上田市立清明小、上田市立菅平小、上田市立南小、東御市立和小、長和町立和田小の 11 校から応募がありました。

一次審査会風景 最終選考会風景 ポスター展示風景

上田市立清明小学校

千曲市立埴生小学校 上田市立本原小学校 坂城町立南条小学校

東御市立和小学校

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

長和町立和田小学校
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令和 4 年 新春講演会中止
「日本の政治は良くなるのか」　講師：政治ジャーナリスト　田﨑　史郎 氏

　上田法人会と上田商工会議所法務・金融部会は、
1 月 26 日㈬にサントミューゼ小ホールにおいて政治
ジャーナリストの田﨑史郎氏をお招きし、毎年恒例の

「新春講演会」の開催を予定しておりましたが、新型

コロナウイルス感染拡大により中止とさせていただき
ました。
　定員を上回る大勢の皆様にお申込みをいただいてお
りましたが、ご迷惑をお掛けしお詫び申し上げます。

「全法連  令和 4 年税制セミナー」開催
　今年度の全法連税制セミナーは、2 月15日㈫にハイ
アットリージェンシー東京において、オンラインとのハ
イブリッドにて開催されました。当会からは税制委員会
の和田委員長、齋藤副委員長、事務局が、新型コロナ
ウイルス感染防止のためライブ配信にて聴講しました。
　セミナーの内容は次の通りです。
第一講座	 午後 1：10 ～ 2：40
	 「令和 4 年度税制改正について」
	 講師　財務省大臣官房審議官　青木　貴紀	氏
第二講座	 午後 3：00 ～ 4：30
	 「今後の税制改革の方向性について」
	 講師　（公財）東京財団政策研究所　研究主幹
	 森信　茂樹	氏

　第一講座では、「令和 4 年度税制改正」の概要につ
いて説明がなされました。主な項目は「賃上げ促進税
制」「オープンイノベーション促進税制」「5G 導入促進
税制」「住宅ローン控除」を中心にお話しをいただきま
した。
　第二講座では、「新しい資本主義」の説明として、
新自由主義の是正だけにとどまらず、本格的な再分配
政策と成長戦略の組み合わせが必要とのお話をお聴き
しました。また、必要な成長戦略として、「所得増」
が「消費」に回る環境づくり・中長期の社会保障ビジョ
ンの策定と、「雇用の流動化」「失業・転職中の所得補
償」「人的資本の向策」をセットした積極的所得政策
が必要との説明をいただきました。
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クリスマスコンサート   令和 3 年 12 月 5 日㈰ PM2：00 ～
サントミューゼ 大ホールにて

出演者　アンサンブルノワイエ［蓬田奈津美（トランペット）、町田　莉佳（ピアノ）、山本　直哉（サクソフォーン）］

社 会 貢 献 事 業

女性部副部長　小泉　千恵

　吹く風は冷たいものの柔らかな陽ざしのなか、上田
市サントミューゼ大ホールにて、上田法人会主催のク
リスマスコンサートの幕が上がりました。演奏してく
ださったのは、地元出身の“アンサンブル	ノワイエ”
の若き演奏家の 3 人。トランペット・ピアノ・サクソ
フォーンの異色ユニットということでしたが、それぞ
れに音を紡ぎ、響きあい、往年の名曲からクリスマス
に因んだ耳馴染みのある曲まで、ある時は聴き入りま
たある時はワクワクと心躍り、温かい雰囲気の中でトー
クも楽しく、素晴らしい時間を過ごすことができました。
　コロナ禍の折、沈みがちな心に、ピアノの柔らかく
時には力強い音色に癒され、サクソフォーンのリズミ
カルな音色にのり、トランペットの高らかな音色に明
日への元気を頂いたのは私だけではないと、幕が下り
会場を後にするお客様の笑顔にも感じられました。
　会場では新型コロナウイルス感染症予防の対策をと
りながら開催され、対策にはお客様も協力的で、何事
もなく終えられましたのも関係された皆様のご尽力が
あってこそと、感謝に堪えません。感染症を恐れるあ
まり閉塞的になりがちな昨今、こうした社会貢献事業
の意義を改めて感じました。
　まだまだ若い演奏家の皆様が、これからもご活躍す
ることを願い、またいつの日かお会いできることを楽
しみにしております。

NC 旋盤加工

有限会社
神林製作所

〒 389-0603
　長野県埴科郡坂城町南条3757
　TEL.0268-82-3445
　FAX.0268-82-5543
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今月の訪問先

トーワ商事株式会社
◦代表取締役　滝澤　毅彦

◦所在地　本　　社　長野県埴科郡坂城町大字上平1001
　 営業本部　長野県上田市下塩尻117-2

 TEL.0268-23-2552　FAX.0268-23-2573
◦設立　1971（昭和46）年1月　◦従業員　9名

浄化槽の設置からメンテナンスまでトータルサポート
　	営業先から勧められ浄化槽事業を始める
　今回のごめんなすっては坂城支部のトーワ商事株式
会社様を上田市下塩尻の事務所に訪問させていただき
ました。トーワ商事様は各種浄化槽の設計施工、販売
管理全般を主な業務とされ、関連会社の㈲長野プラン
トセンターでその保守管理を行っておられます。
　ご説明をいただいた滝澤毅彦代表取締役のお父様の
巌様が創業社長ですが、お父様は以前上田市内の商社
で若くして取締役	営業部長に就いておられましたが、
昭和 46 年 1 月㈱東和を設立、駐車場器材や FRP 原料
の販売をされていたそうです。その FRP の販売先で
あった浄化槽製造大手アムズ株式会社からその原料を
使った製品浄化槽の販売を勧められ販売を始め、事業
拡大に伴い昭和 59 年 6 月トーワ商事㈱を設立、事業
を引継ぎ現在に至っているとのお話でした。

　	軽井沢に注目し、業績アップ
　50 年前の創業時は長野県の一般家庭では下水道はも
とより浄化槽もあまり普及していませんでした。お父
様は水洗トイレに慣れた都会の人びとが来る軽井沢に
注目し、別荘地への浄化槽販売を積極的に展開され地
盤を固められました。軽井沢では一時はほぼ 100 パー
セント、現在でも一番のシェアを持っておられます。
下水道のない地域での仕事なので他には菅平、穂高、
白馬といった地域が多く、前述の軽井沢ではコロナの
ために移住する方が増えていて需要もますます堅調だ
そうです。浄化槽設備士が 3 名おられ、自社施工のほか、
地元の設備屋さん建築屋さんとのチームワークを大事
にして業績を伸ばしてこられました。また、産業排水
処理装置 , 飲食店のグリストラップ等の設計施工管理
も各種行い、事務所向かいのエスビー食品さんからは

会社訪問 ···········vol.112
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◦滝澤社長

◦取材班に説明する滝澤社長（左から1人目）

◦事務所風景

◦浄化槽の概略図

◦内部イメージ

◦浄化槽を説明する滝澤社長（左から2人目）

是非にと請われて処理施設の管理を任されています。

　	メンテナンスを充実してお客様に好評価
　実は売り上げがピークだったのは長野オリンピック
の時だったそうです。その後の建設需要の落ち込みで

『どうしようかと思った』と滝澤社長。しかし良い商
品を売り、きちんとメンテナンスするという本業の中
身を充実させていけば大丈夫と思い、改めて事業に向
き直ったとおっしゃいます。同業の方の多くが廃業や
縮小する中、必要とするお客様と商品の橋渡しをきち
んとできる浄化槽の専門商社として活躍してこられま
した。昨年長野県では大小合わせて 1,100 基の新規浄
化槽の取り付けがありましたが、トーワ商事さんでそ
のうち 300 基を扱われたそうです。

　	事業承継は息子さん
　創業のお父様、そして滝澤社長と順調に家業を継続
されてきましたが、滝澤社長の息子さんももう入社を
予定されているとのこと。見事な事業承継ですが秘訣

は ?　『小さい頃から家と会社を頼むと言われてきた
ので子供にもそう言い続けてきただけ』とのことです。
しかし滝澤社長ご自身も入社時決して次期社長として
ちやほやされたわけでなく、お父様の厳しいご指導に
発奮したから今があるとの思いでいらっしゃいます。
　お話を伺った後、家庭用浄化槽の実物を見ながら構
造や働きを教えていただきました。浄化槽は汚水・汚
物をバクテリアの力で分解して、きれいな水にして排
水するもので、一度設置すれば半永久的に使え、ラン
ニングコストもかからず、災害にも強いという利点が
あり、各自治体でも浄化槽を見直すようになっていま
す。普段はあまり目にすることのない縁の下の力持ち
のこの装置が私たちの生活に伴う汚れをきれいにして
くれるのだと実感でき、感謝の念も湧いてきました。
　お忙しい中を取材にご協力いただき貴重なお話をして
いただいた滝澤社長はじめ従業員の皆様に心から御礼
を申し上げ、ますますの事業の発展をお祈りいたします。
	 （広報委員　若林　美子）

◦浄化槽
　（7人用）
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悠久の流れ
千曲川を下る

MTS デザイニング　代表　田中　　崇

第 36 回

　「身近な千曲川からこんな上田の姿を見たことがあ
りませんでした。」
　「川面から見上げる太郎山山系は素晴らしいですね。
こんな風景は見たことがないです。」
　千曲川リバーツーリングの参加者からは、千曲川か
らの異次元の眺望に驚きの言葉が発せられる。千曲川
の心洗われる悠久の流れがそうさせるのかと思う。

信州上田はアウトドアヘブン
　自分のルーツである上田を改めて眺めてみると、こ
んなにも自然に恵まれ様々なフィールドで手軽にアウ
トドアスポーツを楽しめるエリアは、他には滅多にな
いと思う。上田は、市街地からとにかくアウトドア
フィールドが近い。その一つが千曲川である。千曲川
は長野、山梨、埼玉県にまたがる百名山、甲武信ケ岳
山中川上村を源流として、上田市街、長野市街などを
流れ、新潟市で日本海に注ぐ。367㎞の日本一の大河
である。実に様々な表情を持ち、流域に多大なパワー
を授け続けている。リバースポーツを楽しむ者として
見ると千曲川流域全体の中で、上田を中心とした流域

が一番魅力的である。流れの強い瀬があり、ゆったり
と流れる場所があり、時には市街地を流れ、時には山
岳を背景に流れる。実に変化に富んでいる。また、そ
れぞれに様々な背景を持つ、依田川、神川、浦野川な
ど清流が流れ込み、水量もほどよく安定している。我々
がカヤックで行うリバーツーリングでは、上田地域を
中心にした行程（約 10 キロから 20 キロ）で、千曲川
のその変化に富んだ自然環境を体感できる。

千曲川リバーツーリング
　幼少より毎年、盆と正月ごとに訪れていた上田。別
所線で千曲川を渡るたびに上田に来たという実感が
湧いた。ある時「この川を下ることはできないもの
か」そう思った。関東近辺や東海地方の河川をカヤッ
クで下っているアウトドア仲間に触発され、千曲川を
チェックしてみた。流れの強さ、水量、季節ごとの状
況の変化、気を付けたい箇所、等々。カヤックやボー
ト等での河川通行は認められているので安全に留意す
れば問題ない。但し、千曲川は伝統的に鮎の友釣りが
行われており、漁の期間中や釣り場では迷惑にならな
いよう通行に気を付けなければならない。カヤック経
験者の知人、アウトドア仲間の友人を誘って 3 年ほど
かけて何回もツーリングを実施し、現地調査を行った。
最長のコースは、東御市の海野宿北側から、途中危険
個所を回避（カヤックを担いで河岸を移動）し、上田
市市内を経て、戸倉上山田までである。その先も長野
市（小布施、松代）を経て中野、飯山まで、体力と時
間さえあれば行けるが、ひたすら漕ぎ続けなければな
らず、ツアーとしては実施が難しい。
　3 ～ 4 年でやっとリバーツーリングとして内容が固
まってきたので、年に 7、8 回程度日程を設定し、参
加者を募り実施している。ここ 2 年はコロナ禍で限定
実施しているが、首都圏から参加のオファーも来るよ

コースによって小学生も参加頂ける（リバーツーリング終着点の坂城町） 川面より烏帽子岳、太郎山山系を望む



11

うになってきた。（我々のリバーツーリングでは、カ
ヤックのボディーにエアーを入れたカヤックを使用す
る。競技用カヤックやツーリングカヤックと比べ安全
性は高い）

かわまちプロジェクトと今後
　2019 年（令和元年）10 月に起きた台風 19 号による
千曲川の大水害は、流域に多大な被害をもたらした。
まさに衝撃的だった。上田ではシンボリックな別所線
の赤い鉄橋が崩落した。この水害により千曲川の様相
は一変した。河岸から川面まで全てが洗い流され、河
岸や中島の植生もすべてなくなった。これまでも溢れ
んばかりの濁流がうねりながら流れる様は何度か目に
したが、この時の流れはことのほか恐ろしいもので
あった。自然の畏れ多きパワーを目の当たりにした。
　この前年、上田市丸子自治センターが応募した「か
わまちづくり」プロジェクトが国土交通省に採択され
た。このプロジェクトは、国が治水事業を地域活性化
のために多面的に行っていこうとするもので、地域の
資源を生かして市町村、地元、民間事業者と共働して
河川、まち空間を造り利用し、次世代に生かすという
国の施策である。千曲川の大水害により計画の遅れ、
変更なども懸念されたが、かえって意識が高まり、計
画も変更することなく進められることになった。プロ
ジェクトの実施場所は、大屋駅からほど近い千曲川と
依田川の合流地点。治水事業としての護岸、堤防整備
工事に加えて、河川河岸を多目的に利用できる空間の
造成、整備工事を行うものである。
　嬉しいことに、当該場所利用の一環としてアウトド
ア活動も加えて頂き、BBQ のできるデイキャンプエ
リアやカヌー、カヤック、SAP などのスポーツを楽
しめるカヌーポート（川へエントリー、接岸できる場
所）も設置して頂けることになった。この場所は、千

曲川、依田川の合流する魅力的なポイントであるのみ
ならず、眼前に烏帽子岳を中心に根子岳、四阿山、篭
ノ登山、高峰山、浅間山まで一望できる素晴らしい場
所である。完成の暁には必ずや地域のアウトドア活動
の拠点になると思われ、待ち遠しくて仕方がない。
　河川は時にして猛威を振るうが、古今問わず様々な
豊かさをもたらせてくれる。この新たなる拠点をベー
スに、地域や漁業関係者の方々と共働、連携しながら、
アウトドア体験をとおして多くの方に河川（千曲川）
に親しんで頂き、利用していきたいと思う。
　今後はカヌー、カヤックツアー・体験のほか河川の
自然環境教育などの活動（リバートレッキング）も併
せて実施していく予定である。

〈プロフィール〉

田中　　崇（たなか　たかし）

MTS デザイニング　代表
上田市塩田在住

　2008 年より菅平スカイライント
レイルレース、別所線と走ろう歩こう

ラン & ウォーク、太郎山登山競走などを企画・運営。
　上田、東信地域でアウトドアイベント、アウトドア子
供プログラム実施中。

上田市街では別所線の赤い鉄橋をくぐって進む

清流、内村川、武石川、霊泉寺川での子供リバートレッキング

エキサイティングな激流ポイント（上田市と坂城町の境、半過の堰）
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季節の花コーナー
　地球規模での温暖化が進み、信州の冬も厳しい寒さが少
なくなってきました。その影響もあり、上田あたりでも南
国系の植物を路地植えする事が出来るようになりました。
今回はそんな極耐寒性の植物をいくつかご紹介いたします。

【ユッカ・ロストラータ】
　ユッカ・ロストラータは、
ユッカのなかでもとくに大き
く成長する品種で、4m 以上
にもなるものがあります。屋
外でもよく育ち、他のユッカ
と比べても寒さに強いです。
通常のユッカはよく葉を伸ば
して成長しますが、ユッカ・
ロストラータは成長スピード
が非常に遅いです。ユッカ・

ロストラータは 1 年で数㎝しか成長せず、個体によって
は 1㎝伸びるのに何年もかかることもあるでしょう。ユッ
カ・ロストラータは他のユッカ同様に葉の先端がとがって
いますが、ロストラータはとくに葉が放射状に広がりまる
でウニのような見た目をしています。他のユッカと比較し
て幹が太いためワイルドな印象があるユッカと言えるで
しょう。雰囲気はヤシの木のようです。地植えすることも
でき、シンボルツリーになるでしょう。日当たりのよい場
所で栽培をしてください。直射日光を好みます。乾燥に強
い植物で、水を与えすぎると根腐れを起こすことがあるた
め、水やりには注意が必要です。鉢植えで育てる場合は、
土が乾燥してからたっぷりと与えましょう。乾く前に水や
りをすると傷みます。

【ソテツ】
　ソテツは、ソテツ科の常緑低木
になります。雌と雄はそれぞれの
株で、1 本の幹から大きな葉がど
んどん出てきます。またとても成
長が遅い植物でもあります。イチョ
ウなどと同じように 1 億年以上前
から存在している大変に古い植物
です。ソテツは「蘇鉄」と書きま
す。枯れかかったとき、「鉄を打ち
込むと蘇る」という言い伝えがあ
り、「蘇鉄」という名前はそこからきています。高さは 3 ～
5m くらいで 8m 以上になることもあります。10 年に 1 度
くらいで開花すると言われています。時期は 6 月から 7 月
頃です。花言葉は「雄々しい」。海辺の岩場などでどっしり
と構え、強風にも耐え、堂々たる姿のためこの花言葉がつ
けられたと言われています。

【コルジリネ・レッドスター】
　赤や黄色とカラフルな葉っぱを放射状に広げるコルジリ
ネ。中には縦や横にシマ模様が入る品種もあり、インテリ
アに加えれば、エキゾチックな雰囲気を演出できます。コ
ルジリネは、リュウゼツラン科・センネンボク属に分類さ
れる植物の総称です。東南アジアやオーストラリア、ニュー

ジーランドを原産と
しています。笹のよ
うな細長い葉っぱを
放射状に広げる様子
が「ドラセナと似て
いる」と、よく混同
されますが、根がゴ
ボウのように太いと
ころが大きな違いで

す。高さ 30 ～ 180㎝と他の観葉植物に比べて大きめの
ものがよく出回っています。

【アガベ】
　アガベは、風通しと日当たりの良
い場所に置いて育ててあげると元気
に成長してくれます。 ただし、乾
燥を好みますので、湿気が苦手で
す。 雨が当たらないように気をつ
けてあげましょう。 雨にずっと当
たってしまうような場所に置いてお
くと、根っこや葉が腐って最後には
ダメになってしまいます。基本的な
育て方は、直射日光を好み、1 日 3
～ 4 時間以上、陽の当たるところに置き、 水は月に 2 回
程度、冬の気温が 15 度以下になったら月に 1 回程度に減
らし、水量はたっぷりとあげるようにします。

【ユーカリ・ポポラス】
　ユーカリ・ポポラスは湿気が多いと
弱ってしまうため、水を与えすぎない
ように心掛けましょう。 用土を乾燥
気味に保ち、土の表面が白っぽく乾い
てきたら、鉢底から流れ出るまでたっ
ぷりと水やりします。 また地植えの
場合には、基本的に水やりしなくても
問題ありません。葉の形がハート型を
しておりとてもかわいい植物です。

【オリーブ】
　オリーブは過湿に弱いため、水はけ
の良い土に植えることが大切です。鉢
植えのオリーブは、培養土に排水性を
高め小粒の赤玉土を混ぜたり、アルカ
リ性を高め、微生物が増えるようにく
ん炭を混ぜたりするのがおすすめです。
オリーブは弱アルカリ性を好みます。
排水性と通気性を良くするために、鉢
に鉢底の石を敷いてから土を入れて植
えましょう。

　以上いくつかご紹介いたしましたが、かなり珍しい品種
が多いので、なかなか手に入らない植物もありますし、お
値段もサイズによっては 10 万を超える植物もあります。
ちょっとお庭に贅沢もこれからの植物の楽しみ方も変わる
と思います。暖かくなってきたら、お庭いじりもしたくな
りますよね ! 大きな植物は全体のバランスや、周りの植物
との高低差も気にして構成すると良いと思います。
 （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

ながの結婚支援センター
（上田法人会 社会貢献事業）

「無料ハイブリッド結婚相談会」
開催のお知らせ

日　時：5月20日㈮　午後3時～8時30分
場　所：上田商工会議所会館4階第一会議室

会場でのリアル相談 または 「zoom」での相談
どちらでもお申込みいただけます

お申込みは（一社）上田法人会までお電話・メール
でお願いいたします。
（一社）上田法人会　事務局

TEL.0268-25-4500
E-mail：info@uedahojinkai.or.jp

溝端さん
　この度は素敵なご縁を本当にありがとうござい
ました。溝端さんから、人とのコミュニケーショ
ンだったり、自分の感情のことだったりと、単な
る『結婚相手』を探すのではない大切なことを教
わりました。長く恋愛から離れてしまい、自分の
感情もよくわからなくなっていて、人からの紹介
もアプリもピンと来ず、自分は恋愛に向いてない
んだな…と自信をなくしてしまっていたところに、
前を向くきっかけをたくさんたくさんいただいた
と思います。まだまだ自分の気持ちを見失いやす
い私ですが、Nさんともたくさんの共同作業を重
ねて、時間を共有して、気持ちを育んでいきたい
と思います。状況が落ち着いたらご挨拶に伺わせ
て下さい。取り急ぎ御礼まで…。

Hより

　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の最近の婚活事情
　最近の入会者で多いのは、お母さんが息子さんの背
中を押してお二人で相談に見えることです。実家が長
野県で、息子さんが東京を含む関東地方の会社にお勤
めの場合、年令は 33 歳～ 43 歳ぐらいまでの男性の方
であれば、成婚の確立の高さは素晴らしいものがあり
ます。コミュニケーションが少し苦手でも大丈夫です。
ご結婚をお考えの息子さんがいらっしゃれば是非ご相
談ください。
　入会いただき、自らやる気があり、いっしょに目標
を立てて、きちんと報告、連絡、相談のできる人は、
結婚に至る方が多いです。自分から積極的になること
が大事です。うまく会話ができなくても自分からうま
くいかないことを私と分かち合い、いっしょに対策を
立て、また挑戦することです。誰かが幸せにしてくれ
るわけではありません。幸せは自分でつかむものだと
思います。サポートさせていただきますので、幸せを
つかむまでいっしょにがんばりましょう。

　今年初の成婚になった女性会員さんからのお礼のお
手紙をご紹介いたします。

■結婚相談員の皆さんへのサポート
　行政からの依頼で、結婚相談員の皆さん向けに講演
を開催いたします。
　皆さん悩むことは、どこまで『寄り添うか』、どこ
まで相手のことを気に掛けるかということでストレス
を抱えている人が多いです。そこで、“どこまで寄り
添うか”がカギになります。
　例えば、スポーツクラブに入会したのに出てこない
人を迎えに行くかということです。答えは『ノー』です。
やること、やる必要のないことをはっきり決めて、結
婚支援に取り組むと、どこまでやればよいかが分かっ
ているので、この次はこうしてみようと頑張れるので
す。ここを解決してくれる人がいないので、結婚のサ
ポートをしている人のサポートも必要と思い、その人
たちを励ましていこうと思います。

■オンラインイベント
　オンラインイベントは、まだ参加者が慣れていない
人が多く成立が難しい状態ですが、リアルイベントと
オンラインイベントをハイブリッド形式で開催してい
きます。

　皆さんの身近にいる結婚してほしい独身男女を推薦
していただけると嬉しく思います。よろしくお願いい
たします。

　いつもですが、やっていて良かったなと思う瞬間です。
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新 入 会 員 紹 介 （12・1・2 月分）

〔正会員〕
企業名・代表者 住　　　　所 業　種 紹介者

ピー・オア・ケイ㈱
木　島　源　太

上田市緑が丘 1-16-13
℡ 0268-71-0920 食肉業 上田冷蔵㈱

㈱山本鉄筋
山　本　一　夫

上田市住吉 128-2 上田セントラルシティビル 2 階 2 号室
℡ 0268-75-5851 鉄筋工事業 アフラック代理店

㈱エヌアイ

㈱サカシタマシニック 西上田工場
坂　下　邦　夫

上田市下塩尻 834-1
℡ 0268-71-5621

ソーラー外灯
製造販売

㈱サカシタ
マシニック

㈱エムケイ
近　藤　円　香

千曲市須坂 427
℡ 080-6937-4919 理美容業 支部事務局

（一社）そえる
菊　地　久美子

上田市御嶽堂 518-24
℡ 0268-42-0533 福祉業 ㈲あさかわ

㈱タケシタ
竹　下　照　明

上田市山田 1027
℡ 0268-75-8833 卸売業 ㈱八十二銀行

塩田支店

㈱吉盛商店
水　上　輝　彦

上田市舞田 716-29
℡ 0268-38-5636 リサイクル業 ㈱八十二銀行

塩田支店

（宗）長福寺
村　越　深　典

上田市下之郷 541
℡ 0268-38-3029 寺院 窪田建設㈱

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

高　木　大　智 上田市古里 1963-4
℡ 090-8584-3565 建築工事業（大工） アフラック代理店

㈱エヌアイ

寺沢印刷
寺　澤　茂　男

千曲市八幡 2069-7
℡ 026-272-3121 印刷業 滝沢食品㈱

山崎典久法律事務所
山　崎　典　久

千曲市桜堂 274-1
℡ 026-214-8945 弁護士 滝沢食品㈱

一之瀬建設
一之瀬　久　嗣

小県郡青木村村松 1013-5
℡ 0268-49-2096 建設業 ㈱日本光器製作所
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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。# 16

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

〒386-0032　上田市諏訪形1353-5
TEL.0268-75-8156

建設業 株式会社 三成建設

代表取締役
斉藤　憲一

福祉業 一般社団法人 そえる

〒386-0412　上田市御嶽堂518-24
TEL.0268-42-0533　E-mail: soerucafe410@green.marukotv.jp

そえる café
　地元酒蔵さんの糀をつかった家庭料理を提供
しております。
　この度、令和 4 年 1 月に「就労継続支援 B
型事業所そえる」を開所させていただくことに
なりました。カフェ事業を通じ、ひとりひとり
が様々な個性を活かし活躍できる場を目指して
います。就労だけではなく、日々の悩みや困り
ごとなどお気軽にご相談くださいね。
 【営業時間】11：30 ～ 16：00

就労継続支援 B 型事業所
10：00 ～ 17：00

【定休日】水曜日・日曜日

飲食業 ライク合同会社
貝出汁ラーメン　緑彩亭
上田市や東京新橋で修業した店長が提供
する、大量のアサリと帆立の旨みを凝縮
した「貝出汁ラーメン」

からあげ金と銀　上田神畑店
グランプリで金賞に輝いた唐揚げ専門店が、
秘伝の醤油ダレで漬け込みサクッと揚げた
唐揚げ
上田市神畑 490  グリーンパークしおだ野内
TEL.050-8883-0258

【営業時間】 平　日　11：00 ～ 14：30
 　　　　17：00 ～ 20：30
 土日祝　11：00 ～ 20：30

【定休日】不定　【駐車場】あり
（営業時間変更の可能性あり）

卸売業

法律事務所 山崎典久法律事務所
■事業内容
　長野県全域の法律問題を
扱う法律事務所です。労務
問題、債権回収、クレーム
対応、契約書のチェック、
法律顧問業務、相続、交通
事故等各種事件を担当して
おります。
〒387-0012　長野県千曲市桜堂274番地1
TEL.026-214-8945　FAX.026-214-8946
URL: http://www.ymzk-law.jp/
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電子帳簿等保存制度の概要
◦電子帳簿等保存制度は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁

的記録等による保存を可能とする制度です。
◦ただし、改ざんなど課税上問題となる行為を防止する観点から、保存方法等について、真実性・可視性

の確保に係る一定の要件を設けています。

①　電子帳簿等保存
　帳簿（仕訳帳等）や国税関係書類（決算関係書類等）のうち自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機
を使用して作成しているものについては、一定の要件の下、データのままで保存等ができます〔平成 10 年度
税制改正で創設〕。

②　スキャナ保存
　決算関係書類を除く国税関係書類（例：取引先から受領した領収書・請求書等）については、その書類を保
存する代わりとして、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができます〔平
成 17 年度税制改正で創設〕。

③　電子取引データ保存
　所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやりとりをデータで行った場合には、一定の
要件の下、やりとりしたデータを保存することが必要です〔平成 10 年度税制改正で創設〕。

電子取引データ保存に関する留意点電子取引データ保存に関する留意点
令和 4 年 1 月 1 日以降にやりとりした電子取引データの保存に関する要件

１．真実性の確保（改ざん防止）※以下のいずれかを満たす

①　タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。
②　保存するデータにタイムスタンプを付与する。
③　データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステム

で行う。
④　不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。

２．可視性の確保　※以下を全て満たす

①　モニター・操作説明書等の備付け
②　検索要件の充足

従来のようにやりとりしたデータをプリントアウトして保存する方法は認められておらず、
やりとりした電子取引データ自体を上記要件を満たして保存する必要があります。

　ただし、令和 5 年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウ
トして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません（事前申請等は不要）。
　令和 6 年 1 月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願
いします。

注意点

電子帳簿等
保存

スキャン
保存

電子取引
データ保存

利用したい方が利用する制度

ご対応いただく必要がある制度
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日誌　12・1・2月

支部だより支部だより
12・1・2 月

　上田総支部―――
〔会　議〕
12月８日	 第 5 支部理事会　久右衛門
12月９日	 第 10 支部理事会　こいど
１月13日	 第 10 支部理事会　こいど

　更埴支部―――
〔研修会〕
12月６日	 税務研修会
　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　総括上席国税調査官　益子　孝	氏

　千曲商工会議所　　参加者 30 名
１月28日	 地域社会貢献事業
　「イルミネーション片付け」　更埴子育て支援センター
　参加者 10 名

　坂城支部―――
〔会　議〕
12月３日	 支部・女性部	合同役員会　良竺庵

〔研修会〕
１月28日	 支部・女性部	合同研修会並びに新年会
　テーマ　「2022 年の経済情勢と金融情勢について」
　講　師　長野銀行坂城支店　支店長　藤森　裕志	氏

　（※新型コロナウイルス感染拡大により中止）

　塩田支部―――
〔会　議〕
12月７日	 役員会　塩田公民館小ホール
12月７日	 会員懇談会　りんせん穀
12月20日	 女性部役員会　松籟亭
〔研修会〕
12月７日	 会員研修会
　テーマ

日本遺産認定「レイラインがつなぐ『太陽と大地の
聖地』竜と生きるまち信州上田塩田平」について

　講　師　上田市交流文化スポーツ課　弓掛　拓人	氏

　　　　　上田市観光課　高山　慶子	氏

　塩田公民館大ホール　参加者 35 名
１月18日	 社会貢献事業フードドライブ
　会員の皆さんからご提供いただいた食料品を預り
　支援を必要とする方々に届ける活動
　塩田公民館会議室　参加者 5 名

　川西支部―――
〔会　議〕
12月10日	 役員会　川西公民館

12月１日	 県連「女性部連絡協議会」
　神林部長	出席　岡谷市　やなのうなぎ観光荘
12月３日	 青年部「租税教室」
	 	 女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　東御市立和小学校　参加児童数	64 名
12月５日	 クリスマスコンサート
　～アンサンブル	ノワイエ～
　　蓬田奈津美（トランペット）
　　町田　莉佳（ピアノ）
　　山本　直哉（サクソフォン）
　サントミューゼ大ホール　来場者 394 名
12月７日	 青年部「租税教室」
	 	 上田市立武石小学校　参加児童数 15 名

12月８日	 11・12 月末決算説明会　千曲市戸倉創造館
12月９日	 新設法人説明会　サントミューゼ
12月10日	 青年部「租税教室」
	 	 女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　長和町立和田小学校　参加児童数	6 名
12月13日	 11・12 月末決算説明会　サントミューゼ
12月14日	 広報委員会　ささや
12月15日	 研修委員会　上田東急 REI ホテル
12月16日	 青年部「租税教室」
	 	 女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　千曲市立埴生小学校　参加児童数	78 名
12月16日	 佐久・上田法人会　青年部交流研修会
　鳥蔵黒船佐久平店　出席者 5 名
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　	 編集後記

　新しい制服と鞄が届き、新しい生活へ向けて準備する娘の姿があ
ります。あっという間に令和 3 年度が終わり、新年度が始まります。
新型コロナウイルスの猛威が収まらず、子ども達を取り巻く環境もな
かなか元に戻りません。もっと伸び伸びと成長できる環境を大人が
創造しなくてはいけないと思う日々が続いています。
　東御市では、2019 年台風 19 号で崩落した海野宿橋が 3 月1日
に 2 年 5 か月ぶりに復旧しました。地域住民の生活道路として、ま
た東御市の主要な観光地である海野宿へのアクセス道路として存在
しています。この海野宿橋の復旧を期に、海野宿の観光の復活を期
待するとともに、お客様を迎え入れる私たちも一段とまちづくりに力
を注ぐ時期がきたのではないかと思います。賑わいのある海野宿に
なることを願います。
　コロナ・戦争と暗い話が多いですが、明るい未来の話で溢れかえ
る日々になるといいなぁと… （広報委員　山岸　智之）

表紙の言葉
「坂城千曲川バラ公園とねずこん」

（坂城町）
◦坂城千曲川バラ公園
　雄大な千曲川のほとりに整備されたバラ公園
では、毎年 330 品種 2,300 株のバラが大輪の見
事な花を咲かせ、わたしたちの目を楽しませて
くれています。花の最盛期である 5 月下旬か
ら 6 月上旬にかけて、毎年ばら祭りが開催され
ます。期間中は各種イベントが行われますので、
大勢の方のご来園をお待ちしています。バラの
花の彩りだけでなく、公園一帯にあふれる甘い
香りもぜひお楽しみください。
　※第17回ばら祭り　令和4年5月28日～6月12日（16日間）
◦ねずこん
　坂城町の特産品「ねずみ大根」から生まれた

「ねずこん」は昨年　誕生 10 周年を迎えました。
これからも「ねずみ大根」と坂城町の PR をし
ていきますので、みなさんの応援よろしくお願
いします !

２月４日	 1・2 月末決算説明会　千曲市戸倉創造館
　※新型コロナウイルス感染拡大につき中止
２月15日	 全法連「税制セミナー」（ライブ配信）
２月15日	 生活習慣病予防健診
　千曲会場：戸倉創造館　55 名受診
２月16・17・18日　生活習慣病予防健診
　上田会場：上田高砂殿　79 名受診
２月16日	 広報委員会“ごめんなすって”取材
　取材先　坂城支部　トーワ商事㈱
２月18日	 県連「青年部合同例会」
　上諏訪温泉「ホテル鷺乃湯」
　※新型コロナウイルス感染拡大につき中止
２月21日	 全法連「組織委員会」
　宮下委員長リモート参加
２月24日	 文化講演会「健康セミナー」
　テーマ　「コロナ禍におけるメンタルヘルス
　　　　　～自分のこころの健康を守るための
	 ストレス対処法とは ? ～」
　講　師　上田メンタルサポートオフィス　開業保健師　小山　敦子	氏

　※新型コロナウイルス感染拡大につき中止

12月17日	 県連「事務局長会議」　金井局長出席
　ホテルブエナビスタ
12月21日	 青年部「租税教室」
	 	 女性部「絵はがきコンクール」応募依頼
　上田市立南小学校　参加児童数	106 名
１月６日	 上田商工会議所「新春賀詞交換会」
　出田会長出席
１月13日	 絵はがきコンクール　一次審査会
　上田東急 REI ホテル
１月14日	 広報委員会　香青軒
１月19日	 絵はがきコンクール　表彰作品選考会
　上田高砂殿
１月21日	 県連「総務委員会」
　浅川委員長リモート参加
１月21日	 県連「組織委員会」　別所温泉「中松屋」
　宮下委員長	出席
１月26日	 新春講演会　（上田商工会議所と共催）
　テーマ　「日本の政治は良くなるか」
　講　師　政治ジャーナリスト　田﨑　史郎	氏

　※新型コロナウイルス感染拡大につき中止
２月１日	 県連「理事会」「国税局協議会」
　※新型コロナウイルス感染拡大につき
　「理事会・絵はがき審査会」→書面決議
　「国税局協議会」→中止
２月２日	 1・2 月末決算説明会　サントミューゼ
　※新型コロナウイルス感染拡大につき中止
２月３日	 青年部「租税教室」　東御市立田中小学校
　※新型コロナウイルス感染拡大につき
	 3 月 1 日に延期→中止


