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号

令和４年９月１０日

原部会長

లĴıٝ
ൽා͈ਬ̞
ढ़ིఱٛ
開会宣言
（原青年部会長）
大会宣言
（伊藤実行委員長）
（詳細はｐ４参照）

札幌北法人会青年部会実行委員集合写真

伊藤実行委員長

本号の内容
 ەᮐᖠ⛯ົ⨫㛗ࠉ╔௵ࡢࡈᣵᣜ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸰
⌮ ە࣭⚟ཌ⏕ไᗘ㐃⤡༠㆟㛤ദ

͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸱

 ە㐨㟷ᖺࡢ㞟࠸ᮐᖠࢆ㛤ദ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸲
ࢬ࣮ࢱࣇ ەᮐᖠࢻ࣮࣒ほᡓࢳࢣࢵࢺᢳ㑅 ͐͐͐͐͐͐͐ 㸲
 ەዪᛶ㒊ᴗゼၥ◊ಟࢆᐇ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸳

ࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠖࡶᐇ㊶ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸴
⛯⛒ ەᩍᐊ㛤ദ
 ەࡢဨぶ╬ࢦࣝࣇࢥࣥ࣌ࢆ㛤ദ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸵
 ە㟷ᖺ㒊ࢦࣝࣇࢥ࣭ࣥ࣌ဨὶࢆ㛤ദ ͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸵
 ەᮏ㛫๓ᑓົ⌮ࡽⓙᵝ㏥⫋ࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘ ͐͐͐͐͐͐ 㸶
͐ 㸶
 ەᮐᖠἲேࡢⓙᵝࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸟㸦ᑓົ⌮࣭ົᒁ㛗㸧
 ەᮐᖠ⛯ົ⨫ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏ
ە
ە
ە
ە
ە
ە

ࣥ࣎ࢫไᗘࡢ㛤ጞྥࡅࡓ‽ഛࡣ࠾῭࡛ࡍ㸽 ͐͐ࠉࠉ
㸷㹼
࠾㔠ࢆ㈓ࡵࡿࡼࡾ⏕ࡍࡗ࡚ࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫࣛࢱ࣮ࠉ⸨ᮌ㡰ᖹ ͐ 
ࣃࢬ࣭ࣝᅄᏐ⇍ㄒ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
㟁Ꮚᖒ⡙ಖᏑἲ࠾ࡅࡿ㟁Ꮚྲྀᘬࢹ࣮ࢱࡢಖᏑࡣ㸽⛯⌮ኈᡭᔱᾈ᫂ ͐ 
㠃ⓑࡁࡇࡶ↓ࡁୡࢆ⏕ࡁᢤࡃⓎࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺᾏ㒊㝯ኴ㑻 ͐ 
ἲேࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢩࢫࢸ࣒᪂つⓏ㘓ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸㸟 ͐ࠉࠉ
㹼
ᕪࡋୖࡆࡲࡍ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
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̯

ढ़ིཤ୕ྩಿ

̠͂
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ࠉᮏᖺ㸵᭶ࡢᐃᮇே␗ື࡛ࠊ
ᮐᖠ⛯ົ⨫㛗ࢆᣏ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓబ⸨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡣࡌࡵࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡀ࠸ࡲࡔ᰿ᙉࡃ⥆࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⨯ᝈࡉࢀࡓⓙ
ࡉࡲࠊ
ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿⓙࡉࡲᚰࡼࡾ࠾ぢ⯙࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉຍ⸨㛗ᵝࢆࡣࡌࡵබ┈♫ᅋἲேᮐᖠἲேࡢᙺဨ୪ࡧဨࡢⓙᵝ᪉ࡣࠊ᪥㡭ࡽ⛯
ົ⾜ᨻ⯡ࢃࡓࡾࡲࡋ࡚ࠊ
῝࠸ᚚ⌮ゎከ࡞ࡿᚚ༠ຊࢆ㈷ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡇཌࡃᚚ♩⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉබ┈♫ᅋἲேᮐᖠἲே࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ
⛯▱㆑ࡢᬑཬࡸ⣡⛯ព㆑ࡢ㧗ᥭࢆᅗࡿࡓࡵࡢ
ၨⓎάືኚ⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ
୰࡛ࡶࠊᑠᏛ⏕➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕ⛒⛯ᩍᐊࠖࡸࠕ⛯㛵
ࡍࡿ⤮ࡣࡀࡁࢥࣥࢡ࣮ࣝࠖ࡞ࡢḟୡ௦ࢆᢸ࠺Ꮚ౪ࡓࡕࡢ⛒⛯ᩍ⫱άື࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࢥ
ࣟࢼ⚝ࡢ⾜ືไ⣙ࡢ࠶ࡿ୰ࠊ⊂⮬ไసࡋࡓ㹂㹔㹂ࢆά⏝ࡋࡓ⛒⛯ᩍᐊࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊព
ᕤኵࢆจࡽࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡽࢀࡲࡍࡇࠊ
ᚰࡽᩗពࢆ⾲ࡍࡿḟ➨࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡉ࡚ࠊ
⛯ົ⾜ᨻࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀࡁࡃኚࡍࡿ୰ࠊ
ᅜ⛯ᗇࡢ࡛࠶ࡿࠕ⣡⛯⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞
⣡⛯⩏ົࡢᒚ⾜ࢆ㐺ṇࡘᐇ⌧ࡍࡿࠖࢆ╔ᐇᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢⓙᵝ᪉
㐺ṇ࡞⏦࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ἲ௧ゎ㔘ࡸົᡭ⥆࡞ࡘ࠸࡚ࠊศࡾࡸࡍࡃሗࢆⓎಙࡍ
ࡿࡶࠊ⣡⛯⪅ࡢⓙᵝ᪉ࡽಙ㢗ࡉࢀࡿ⛯ົ⾜ᨻࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ
ࠉᚚᢎ▱ࡢ࠾ࡾࠊ
௧㸳ᖺ᭶ࡽ㛤ጞࡉࢀࡿࠊ
ᾘ㈝⛯ࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕࣥ࣎ࢫไᗘ࡛ࠖࡣࠊ
ᖺ᭶ࡽ㐺᱁ㄳồ᭩Ⓨ⾜ᴗ⪅ࡢⓏ㘓⏦ㄳࡢཷࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࠕࣥ࣎ࢫ
ไᗘࠖࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᴗ⪅ࡢⓙᵝไᗘࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗ
ࡢᐇែᛂࡌࡓᑐᛂࡸ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵ಀ┬ᗇࡸἲேࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿ㛵ಀẸ㛫ᅋయࡢⓙᵝ⥭ᐦ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ╔ᐇ࡞ไᗘࡢ࿘▱࣭ᗈሗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊἲேࡢⓙᵝ᪉࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᚋࡶㄝ᫂ࡢ㛤ദ࡞ࠊไᗘࡢ࿘▱࣭ᗈ
ሗᚚ༠ຊࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ
ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊᚋࡢࢹࢪࢱࣝ♫ࡢᙧᡂࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡶࠊᅜ⛯ࡢ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ⣡ࢆ᥎
ዡࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ≉࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ⣡ࡢ୍ᡭẁ࡛࠶ࡿࢲࣞࢡࢺ⣡ࡣࠊẖ᭶Ⓨ⏕ࡍࡿ※
Ἠᡤᚓ⛯࡞࡛ኚ౽࡛ࡍࡢ࡛ࠊ
㠀ᚚ⏝࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࠉ⚾ࡶ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ
ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ⓗ☜ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊἲேࡢⓙᵝࡣࠊ⛯ົ⾜
ᨻࡢⰋࡁ⌮ゎ⪅ࡋ࡚ࠊ
ࡲࡓ༠ຊ⪅ࡋ࡚ࠊ
ᚋࡶࡼࡾ୍ᒙ㛵ಀࢆᐦࡋ࡚ࠊᚷ៸ࡢ࡞࠸ᚚពぢࠊ
ᚚᥦࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊ᭦࡞ࡿ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᚚ
ᨭࠊ
ᚚ༠ຊࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉ⤖ࡧ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊබ┈♫ᅋἲேᮐᖠἲேࡢ┈ࠎࡢᚚⓎᒎဨᴗࡢᚚ⦾ᰤࠊ୪ࡧ
ဨࡢⓙᵝࡢᚚࢆ♳ᛕ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊ
╔௵ࡢ࠶࠸ࡉࡘࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
署長プロフィール
１．出身地／函館市

２．主な経歴／旭川中税務署副署長

札幌国税局課税第二部酒類業調整官

仙台国税局水沢税務署長

札幌国税局課税第

二部酒税課長 ３．
前任／札幌国税局課税第二部次長兼酒類監理官 ４．
趣味／スポーツ観戦 ５．
好きな言葉
（座右の銘）
／袖振り合うも多生の縁

㸫㸰㸫

理事会・福利厚生制度連絡協議会開催
委員会の構成と会員増強運動の基本方針、実施要領を承認
ࠉ㸶᭶᪥ࠊ
ᮏᖺᗘ➨㸰ᅇ┠ࡢ⌮ࡀࠊ
ࢽ࣮࣮ࣗ࢜ࢱࢽࣥᮐᖠ࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࠉ⌮ඛ❧ࡕ⾜ࢃࢀࡓ⚟ཌ⏕ไᗘ㐃⤡༠㆟ࡣࠊྠ⏕ಖ㝤ओ᳃ᾏ㐨ᨭ♫㛗ࠊ
㸿㹇㹅ᦆᐖಖ㝤ओᶫᮏᡓ␎᥎㐍㒊㛗ࠊ
ࣇࣛࢵࢡ⏕ಖ㝤ओᑠᖹᮐᖠ⥲ྜᨭ♫㛗➼ࡀฟᖍࡋࡓࠋ
ࠉෑ㢌ࠊ
௧㸱ᖺᗘ᪂つἲேဨ⋓ᚓࡈᑾຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓಖ㝤♫᥎㐍ဨ୪ࡧಖ㝤௦⌮ᗑ
ᑐࡍࡿဨቑᙉሗዡ㔠ࢆຍ⸨㛗ࡽྛ♫㉗࿊ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊྛ♫ࡽ⚟ཌ⏕㸱♫ࡢ
タࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕ㸯♫࡛ࡶከࡃࡢဨᴗࢆᏲࡾࡓ࠸ࠖࢆᛕ㢌ࠊ⤌⧊ጤဨྜྠ࡛ဨ
່ዡࡼࡿ⤌⧊ᣑ⚟ཌ⏕ࢆྠ᥎㐍ࡍࡿࡇࠊࡉࡽࡣࠊἲேဨᴗྥࡅࡢ᪂ไᗘၟ
ရ➼ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࠉ⥆ࡃ⌮࡛ࡣࠊ
ෑ㢌ࠊ
ຍ⸨㛗ࡽ๓ẁࡢ⚟ཌ⏕ไᗘ㐃⤡༠㆟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊဨቑᙉ⚟
ཌ⏕ไᗘࡢ᥎㐍ࡣࠊ
ἲேࡗ࡚࠸ࢃࡤ㌴ࡢ୧㍯࡛࠶ࡾࠊ௧㸱ᖺᗘࡽἲ㐃ࡢ⤌⧊࣭ཌ
⏕ጤဨࡢྜྠ㆟ࢆᅜࡢ┴㐃࡛ᐇࡋ࡚ࠊពぢ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋἲேࡢ⚟ཌ⏕㸱
♫ࡢ㐃ᦠࡼࡿဨቑᙉࡢ᥎㐍ྛ♫ࡢಖ㝤ၟရࡢຍධࡼࡾࠊဨᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ᚑ
͈
ᴗဨࢆᏲࡿࠊ⮬↛⅏ᐖ➼ࡶഛ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ͉ᴦࡋࡃ࡞ࡅࢀࡤἲேࡌࡷ࡞࠸ ࢆࣔࢵ
ࢺ࣮ࠊࢥࣟࢼ⚝࠶ࡗ࡚ࡶࢫ࣏࣮ࢶ࣭◊ಟ᪑⾜࣭᠓ぶ➼ࡢဨὶࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊከ
ࡃࡢဨࡢⓙࡉࢇཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡧࡅࡓࠋ
ࠉḟ⌮㆟ࡢᑂ㆟ධࡾࠊ
௧㸲ᖺᗘࡢᴗጤဨཬࡧဨቑᙉጤဨࡢᵓᡂ୪ࡧ௧
㸲ᖺᗘࡢဨቑᙉ㐠ືᐇせ㡿ࡀᢎㄆࡉࢀࠊ
ᙺဨࡢဨ⋓ᚓ┠ᶆ௳ᩘࡣ⌮୍ேᙜࡓࡾ㸯♫
௨ୖࠊ
௧㸲ᖺ ᬺᖺ ࡢ᪂つဨ♫ቑࢆ┠ᶆࡍࡿཎࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࠉሗ࿌㡯ࡋ࡚ᖺᗘ㸲᭶ࡽ㸶᭶ࡢ㛤ദᴗࡢ≧ἣࠊ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢭ࣑ࢼ࣮ཬࡧ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪࢡࢭࢫ≧ἣࠊ
ᮏᖺ᭶ࡲ࡛ࡢ⾜ணᐃࡢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

福利厚生制度連絡協議会

加藤会長挨拶

佐藤札幌北税務署長挨拶

理事会懇親会

鈴木副会長の乾杯

梅内副会長の一本締め

㸫㸱㸫

≽߰␢␃ࢪઇ␆ܶ⏜ͽ⌒ة
٧౼౮ృࠇͥͥ⏤٧౼ऻͥ␆܇Ϲಳ␙␣
ࠉᮐᖠἲே㟷ᖺ㒊㸦ᮐᖠἲே㟷ᖺ㒊ࡀᮐᖠࢆ⟶㸧ࡣࠊ㸶᭶᪥ࠊᮐᖠࣃ࣮ࢡ
࣍ࢸࣝࢆሙࡋ࡚ࠊ
㸱ᖺࡾ
ࠕ➨ᅇ㐨㟷ᖺࡢ㞟࠸ᮐᖠࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࠉ㐨㟷ᖺࡢ㞟࠸ࡣࠊ௧㸰ᖺࡢ➨ᅇᕝࡀ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢࡓࡵࠊᐉ
ゝࡢࡳ᥇ᢥࡋ࡚ᮐᖠᘬࡁ⥅ࡀࢀࠊ
ࠕᖺࡢᕝࡢᛮ࠸ࡶࡏ࡚ࠖࢆྜゝⴥ㛤ദྥ
ࡅ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ
ࢥࣟࢼ⚝ࡀ᮰ࡏࡎ௧㸱ᖺ㸲᭶ᘏᮇࡀỴᐃࠊ㸰ᖺ㉺ࡋࡢ㛤ദ࡞ࡗࡓࠋ
ᘧࡣࠊᮐᖠᅜ⛯ᒁ₎ᘯㄢ⛯㒊㛗ࢆࡣࡌࡵᅜ⛯ᒁཬࡧᮐᖠ㸳⛯ົ⨫ࡢᖿ㒊⫋ဨࠊἲ
㐃㟷㐃༠బ⸨▱ᶞ㛗࡞ከᩘࡢ᮶㈱ࡢࠊ㐨ἲேࡽ㟷ᖺ㒊ဨ➼⥲ໃྡࡀฟ
ᖍࠊᙜཎဴஓ㟷ᖺ㒊㛗ࡀ㛤ᐉゝࢆ⾜࠸ࠊఀ⸨㱟ᖹᐇ⾜ጤဨ㛗㸦ᙜ㟷ᖺ㒊㒊㛗㸧ࡢ
ᐉゝࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊ
ඖ⾗㆟㝔㆟ဨᮡᮧኴⶶẶࡼࡿグᛕㅮ₇ࠊ
ࡑࡢᚋ㛤ദࡉࢀࡓ᠓ㄯࡣ⣙ྡࡀཧຍ
ࡋࠊ
㟷ᖺ㒊ဨࡢὶࢆ῝ࡵࠊ
┒⿹ࡢ࠺ࡕ࠾㛤ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࠉḟᅇ㛤ദᆅࡣࠊ
ᐊ⹒࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࠉ

漢札幌国税局課税部長挨拶

講師

大会式典

杉村太蔵 氏

来年

室蘭でお会いしましょう！

第三回抽選︵７月 日︶

第三回抽選︵７月 日︶
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19

加藤会長

横沢副会長

㸫㸲㸫

ࡅݵͥЛҴՎڞۢܢ
ߣரɏ␆⏿ࡷڞ߱ثֆϦۢϦ⌒⌒
ࠉᮐᖠἲேዪᛶ㒊㸦ᑠ㔝ᮌ㒊㛗㸧ࡣࠊ㸶᭶᪥ཧຍ⪅ྡࡼࡿᴗゼၥ◊ಟࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
ࠉᅇゼၥࡋࡓࡢࡣࠊᖺ᭶㛤ദࡉࢀࡓἲேᅜ㟷ᖺࡢ㞟࠸బ㈡࠾࠸࡚ࠊᗣ⤒
Ⴀ㈹
ࠕ᭱ඃ⚽㈹ࠖ
ࢆཷ㈹ࡋࡓࠊ
ᙜ㟷ᖺ㒊࡛ά㌍୰ࡢ∾㔝ඞᙪ㒊㛗ࡀ⤒Ⴀࡍࡿࣅࢵ
ࢡ㣗ရओ࡛ࡍࠋ
ࠉࡔࡋࡸࢱ࣭ࣞㄪᩱ࡞ࢆ〇㐀㈍ࡍࡿྠ♫࡛ࠊ
ᖺ㸷᭶♫ෆ㛤タࡋࡓࠕᾏ㐨ࡳࡽ࠸
࢟ࢵࢳࣥ㹅㹍㹉㸿㹌ࠖࡣࠊ
ࠕᾏ㐨ࡢ㣗ࡢ㹂㹖ᣐⅬࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓឤࠓぬ࣭どぬ࣭⮯ぬ࣭⫈ぬ࣭
ゐゅࠔࢆ่⃭ࡍࡿ㣗ᥦࡀ࡛ࡁࠊヨ㣗ࡸ┿ᙳࠊື⏬㓄ಙ࡞ࡶྍ⬟࡞タ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
㠀᥋ゐᮍ᮶ᆺࡢࢭࣥࢺࣛࣝ࢟ࢵࢳࣥࢆぢࡓዪᛶ㒊ဨࡽࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋឤჃࡢኌࡀୖࡀࡗ࡚
࠸ࡓࠋ
ࠉ∾㔝ඞᙪ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࡽࠊ♫❧ࡽ᪂ᴗᒎ㛤➼⮳ࡿㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋࠊၟရ㛤
Ⓨ㒊ࡸၟရ〇㐀ᕤ⛬ࢆぢᏛࡋࠊྜ⌮࣭ຠ⋡ࡢ᥎㐍ࡸᗣ⤒Ⴀࡇࡔࢃࡿ♫⌮ᛕࡀࡋࡗ
ࡾྛࢫࢱࢵࣇᾐ㏱ࡋࠊ
⏕ࡁ⏕ࡁᴗົᦠࢃࡿᵝᏊࢆࡘࡪࡉぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊᐃᮇᗣデ᩿ࡢ⫋ဨᐇࠊᚑᴗဨ⏝ࢫ࣏࣮ࢶࢪ࣒ࡢタ⨨ࡸ㔝⳯ᦤྲྀࡢࡓࡵࡢࢻࣞࢵ
ࢩࣥࢢࡢタ⨨࡞ࠊ
ࠕᚑᴗဨࡣᐆ࡛࠶ࡿࠋᐆ࡛࠶ࡿᚑᴗဨࡀᗣࢆ⥔ᣢࡋࠊⰋ࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ࢆⓎࡍࡿࡇ࡛♫ࡣⓎᒎࡍࡿࠋࠖࡢゝⴥࠊཧຍ⪅ࡣᴗ⤒Ⴀ⪅ࡸᙺဨࡋ࡚ࠊᗣ⤒Ⴀ
ࡢ㔜せᛶࢆᐇឤࡉࡏࡽࢀࡓኚ᭷ព⩏࡞ᴗゼၥ◊ಟ࡞ࡗࡓࠋ

女性部会企業訪問研修

㸫㸳㸫

集合写真

青年
部会

ற୕ޗٳटġȶ΅λςͺ֗ޗȷ͜க

ࠉ㟷ᖺ㒊࡛ࡣࠊ㸲᭶ࡽ㸴᭶ࡅ࡚ࠊᑠᏛ㸴ᖺ⏕ࢆᑐ㇟⛒⛯ᩍᐊࢆ㸵ᰯࡢᑠᏛᰯ࡛㛤ദ
ࡋࠊ
ேࡢඣ❺ࡀཷㅮࡋࡓࠋ
ࠉ⛒⛯ᩍᐊࡢ㛤ദᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
㟷ᖺ㒊ࡢᙺဨ࣭㒊ဨࡀྖࡸㅮᖌࠊࣃࢯࢥࣥ᧯స➼ࢆᢸᙜ
ࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀಶᛶࢆⓎࡋ࡚ඣ❺ࡢᚰࢆᥗࡴࠊ
㍍ጁ࡞ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠉ⛒⛯ᩍᐊ⤊ࡣࠊඣ❺ࡀⓙ⯆ὠࠎ㸯൨ࡢࣞࣉࣜ࢝ࢆᣢࡕୖࡆࠊ⣙࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㔜
ࡉࢆయឤࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊ
ኴᖹ༡ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ
ᮏᖺࡶᖺᘬࡁ⥆ࡁ⛒⛯ᩍᐊຍ࠼࡚ࠊඣ❺ࢆᏛࡪᶵࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ
ࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠖ
ᐇࡢせㄳࢆཷࡅࠊ
㸰ࢥ࣐⥆ࡅ࡚ࡢᤵᴗ࡞ࡗࡓࠋ
ࠉࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱࡛ࠖࡣࠊఀ⸨㒊㛗ࡀㅮᖌ࡞ࡾࠊ⮬ࡽࡀ௦⾲ࢆົࡵࡿओఀ⸨ሬᕤ㒊ࡢἢ㠉
ࡸᴫせࠊࢸࣞࣅ␒⤌࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠊ⫋ே
租税教室
㸦⏨ᛶ♫ဨ㸧ࡢ⫋ሙዪᛶࢆ᥇⏝ࡋ࡚ዪᛶ≉
᭷ࡢឤᛶࢆ⏕ࡋࡓࡾࢆ⤂ࡋࡓ㹔
㹒㹐ࢆୖᫎࡋࠊࡲ࡛⏨ᛶࡋ࡛ࡁ࡞࠸
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡛ࡶࠊ⏨ዪ㛵ಀ࡞ࡃࡀ
࡛ࡁࡿࡇࢆఏ࠼ࠊ⇕ࢆࡶࡗ࡚ࢆࡍࡿ
ࡇࡢព⩏ࠊࡸࡾࡀ࠸࡞ࠊࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺ
ࢆ⏝ࡋࡓ⇕ᚰ࡞ㄝ᫂ඣ❺ࡓࡕࡣ⤊ጞ⯆
῝ࡃ⪺ࡁධࡗ࡚࠸ࡓࠋ
４月26日

丘珠小学校

キャリア教育

５月12日

栄東小学校

５月31日

太平南小学校

６月６日

栄北小学校

６月10日

新光小学校

６月16日

太平小学校

６月20日

中沼小学校

㸫㸴㸫

春の会員親睦ゴルフコンペを開催
ࠉᮐᖠἲேࡢဨぶ╬ࢦࣝࣇࢥࣥ࣌ࡣ᭶᪥ࠊྡࡀཧຍࡋ࡚ᮐᖠ࣋ࢦࣝࣇᴦ㒊࡛
㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࢥࣟࢼ⚝ࡢࡓࡵࠊ
ࢥࣥ࣌⤊ᚋࡣ⾲ᙲᘧ➼ࢆ⾜ࢃࡎゎᩓࡋࠊ⩣᪥௨㝆ཧຍ⪅ࡢ
ⓙᵝᡂ⦼⾲ヱᙜࡢ᪉ࡣ㡰㈹ࠊ
≉ู㈹ࢆ࠾ᒆࡅࡍࡿࡇࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋ
ࠉᙜ᪥ࡣᝏኳೃࡶᚰ㓄ࡉࢀࡓࡀࠊࡰ㞵ࡣᙜࡓࡽࡎᢡᙉ㢼ࡀ྿ࡃ୰ࠊඃ㍤࠸ࡓࡢࡣᆏ
ᮏ㞝Ặ
ࠝओᖹᡂ㐨㊰ࠞ
ࠊ
࣋ࢫࢢࣟ㈹ࡣࠊ
࢘ࢺࠊ
ࣥࠊ
ࢢࣟࢫ࡛༠㈶ཧຍࡢᶫᮏⰋẶ
ࠝ㸿㹇㹅
ᦆᐖಖ㝤ओἲேᢸᙜᡓ␎᥎㐍㒊㛗ࠞ
ࡀ⋓ᚓࡋࡓࠋ

会員親睦ゴルフコンペ参加者集合写真

青年部会ゴルフコンペ・会員交流会を開催
ࠉ㟷ᖺ㒊ࡢࢦࣝࣇࢥࣥ࣌ࡣ㸵᭶᪥ࠊ⤯ዲࡢࢥࣥࢹࢩࣙࣥࡢ୰ࠊཎ㒊㛗ࢆࡣࡌࡵྡࡢ
㒊ဨࡀཧຍࡋ▼⊁㒆ᙜู⏫ࡢࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࣄࣝࢬࢦࣝࣇᴦ㒊ࡢすࢥ࣮ࢫ୰ࢥ࣮ࢫࢆ
⏝ࡋ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊ⾲ᙲᘧࡣဨὶࢆවࡡ࡚ࠊ༗ᚋ㸴ศࡽሙࢆᯇᑿࢪࣥࢠࢫ࢝ࣥᮐᖠ᮲
ᮾᗑ⛣ࡋࠊ
ྡࡀཧຍࡋ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࠉᰤ࠼࠶ࡿඃࡣ᳃ୗ㑥‶Ặ
ࠝओᮾὒ㟁Ẽ⏘ᴗࠞ
ࠊ࣋ࢫࢢࣟ㈹ࡣすࢥ࣮ࢫࠊ୰ࢥ࣮ࢫࠊࢢࣟࢫ
ࡢᑠ⏣ษⱥᶞẶ
ࠝὒົᶵओࠞ
ࡀ⋓ᚓࡋࡓࠋ

青年部会親睦ゴルフ大会参加者集合写真

青年部会会員交流会

㸫㸵㸫

ུۼஜྩၑম̥ͣٯအ͒
ȁȁప͈̮̜̞̯̾
ࠉࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊົᒁࡢ᪂ேࡉࢇࡔࡡࠖၥࢃࢀࡓࡢࡣࠊ⚾ࡀᮐᖠἲேົᒁධᒁࡋࡓᖹ
ᡂᖺ᭶㸯᪥ࡢ┤ᚋࡢ㟁ヰ࡛ࠊ
ࡑࡢ᪉ࡣ
ࠕࡶࡗ✜ࡸ࡞ヰࡋࡪࡾࡔ࠸࠸ࡢࡡࠖࢻ
ࣂࢫࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⚾ࡀࡑࡢ๓ࡲ࡛㛗ᖺົࡋ࡚࠸ࡓ⛯ົ⨫ࡣࠊ㆙ᐹ⨫ࠊᾘ㜵⨫ཬࡧປാᇶ‽┘╩⨫➼ྠᵝ
ࠕ⨫ࠖ
ࡢࡘࡃᙺᡤ࡛ࠊ
ேࡸᴗᡤᑐࡋ
ࠕ┠ࠖࢆࠕ─ࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠖὀどࡍࡿࠕ⪅㸦⤌⧊㸧ࠖࡶபࢃࢀࠊ
ᙉไຊࢆᣢࡘศࠊ㧗ᅽⓗ࡞≀ゝ࠸࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺⫋ဨᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࡔࡅࠊࡇࡢ㟁ヰ࡛᪩
㏿ࠊ
⮬㌟ࡀⰋ࠸ࡋ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ࡢᛮ࠸ࡢ⪃ࢆ㏕ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉᮐᖠἲே࡛ࡣࠊᖖࡢ⌮ࡋ࡚ࠊ∾㔝㛗୪ࡧᖹᡂᖺᑵ௵ࡢຍ⸨ḯஓ㛗ࡢ
⸅㝡ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽົࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
ဨࡢⓙᵝᑐࡋ࡚ࡣ⾜ࡁᒆ࡞࠸Ⅼࡀከࠎ࠶ࡾࡈ㏞
ᝨࢆ࠾ࡅࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡈᣦᑟ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊఱ௧㸲ᖺ㸳᭶ࡢ㏻ᖖ⥲ࢆࡶࡗ࡚
ᐃᖺ㏥⫋ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉᅾ୰ࠊἲேဨ࡛࠶ࡿࡇࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊఱࡼࡾࡶᴗࡢ⤒Ⴀࢆᨭ࠼ࡿ⛯ࡢ▱㆑ࡸ
ྛ✀⤒Ⴀሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇᛮ࠸ࠊ⛯ሗ➼ᑠᏊࡢ㓄ᕸࠊ◊ಟ⏝㈚ฟ㹂㹔㹂ࡢ
ᐇࠊᮏ㒊ࠊᅄᨭ㒊ཬࡧ㟷ᖺ㒊ࡑࢀࡒࢀࡀᮐᖠ⛯ົ⨫ᖿ㒊ࢆㅮᖌ࠾㏄࠼ࡋ࡚ᐇࡍࡿᨵṇ
⛯ἲ◊ಟࡢᨭࠊࡑࡋ࡚ᮐᖠἲேඹദࡢᖺ㛫㸵ᅇࡢඹྠࢭ࣑ࢼ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥࣟࢼ⚝
ᑐᛂࡋ࡚ᮐᖠ༡ἲேࡢࡈᑾຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ࢚࢘ࣅࢼ࣮ࡢేタࢆ⾜࠸ཷㅮᕼᮃ⪅ᩘࡢ㊊➼
ࢆᅗࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⌧ᅾࡢᮐᖠἲேࡢ㹆㹎ࡣࠊୖグሗࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫᑐ⟇ࡢ୰ᑠᴗᨭ
ሗࠊ᪂సࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢྛࣂࢼ࣮ࡶࠕ᭱᪂ሗࠖࢥ࣮ࢼ࣮ࡣࠊἲேဨ
࡞ࡽ࡛ࡣࡢᵝࠎ࡞ᴗ✀ࡢ⤒Ⴀ⪅▱ࡾྜ࠼ࡿࢦࣝࣇࠊ
ᅜ◊ಟ᪑⾜࡞ဨὶᴗࡢྛ
✀ሗࡀ㹌㹃㹕ࡢ࣐࣮ࢡࡁ࡛ࢱ࣒࣮ࣜᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࠉဨࡢⓙᵝࡣࠊᚲせ࡞ᮇ㒔ᗘࠊཧຍࡢࡈෆᩥ᭩➼ࢆ㒑㏦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᙺဨྛࠊ
⤒⌮ᢸᙜ⪅ᵝ➼࠾ࢀ࡚ࡣࠊ᭦࡞ࡀࡽᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ᭶୍ᗘࡣᮐᖠἲேࡢ㹆㹎ࡢ᳨⣴
ࢆ⾜࠸ࠊ
ྛ✀ሗࡢά⏝ࡶࢀࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࡈ☜ㄆ㢪࠼ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ⤖ࡧࠊᅾ⫋୰ኚ࠾ୡヰ࡞ࡗࡓဨࡢⓙᵝ㔜ࡡ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࡶࠊⓙᵝࡢ
ࡈࡈከᖾࠊ
ࡉࡽࡣᴗࡢ㝯┒ࢆ࠾♳ࡾࡋࠊ
㏥⫋ࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ढ़ིཤ༹૽͈ٛٯအȁ̱̩̤̳̱̞ͧ͘͢ܐȊ
専務理事

事務局長

かわあい

こういち

よしだ

ますみ

河合

幸一

吉田

真澄

出身地 えりも町
昭和34年９月20日生 Ｂ型 乙女座
趣味：読書〔最近読んだ本：ブックオフで大人
買いした「深夜食堂」（マンガやん！）〕

㸫㸶㸫

出身地 深川市
昭和36年６月１日 Ｂ型 双子座
趣味：家庭菜園〔最近の収穫：勝手に実る
ブルーベリー〕

ైචਨઘਜ౧ऊैभउੴैच
হभष

भ৫पऐञमउੋादघऊ
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थःऽघऊ؛
ʙЭแͳƸƓฎǈưƢƔᲹƂؕஜႸǛȁǧȃǯᲛƃ

ఃஈ॑ਭऐॊৃ়भਲ਼ুधखथभহ
 ٸਬओधपनभेअऩછథ॑ઐહखथःॊऊभનੳ
 ٸઐહखथःॊછథಉपणऌनअৄઉचयిતடછधऩॊऊभਫ਼ୈ
 ٸఃஈ॑ਭऐञ຺قఃஈಀؚك୦॑ిતடછधघॊऊؚजभઐહ্১
 ಉपणःथؚਏपૢगथਲ਼पइथؚੳ॑ુથ
ి ٸતடછभखभ৳ோ্১ृਲ਼ઘપभੑ্১भਫ਼ୈ

ఃஈ॑ਭऐॊৃ়भେুधखथभহ
 ٸঽभலোो৽؞ાपणःथిતடછऋਏऩਬऊभਫ਼ୈ
 ٸಲਢऩਬपणःथमؚலোऊैਭऐॊடછಉऋ੶ൗহඨ॑
 ञखथःॊऊનੳखؚਏपૢगथலোधुৼ
 ٸਭऐढञடછಉ॑नभेअप৳ோ؞ଵ৶घॊऊभਫ਼ୈ
 ٸषभ੶ൗ্১ृலোઘપभੑ্১भਫ਼ୈ
 ٳऒभॳख़ॵॡඨ৯भถගऋؚॖথॖ५২્ਝ१ॖॺभ
 ঃথইঞॵॺَقഥਮڰফڳাిكતடછಉ৳ோ্ૄभਏٕ
 ॖথॖ५২भ৶ੰभञीपُٕपൕൗऔोथउॉऽघ؛
ਁ ٳਫਬ৩ভಉभشঌش४दमؚඊઘহृजभਬ
 भৌૢपঢ়खथؚાઘ১टऐदऩऎؚஆಚరૃ১ৣؚட১ल
 ૦ਝ১धःढञঢ়બ১ഥप੦तःञَඊઘহलजभਬ
 भॖথॖ५২षभৌૢपঢ়घॊُ॑ڶ٭ۆधॉऽधीथ
 ਁखथःऽघ؛

ǤȳȜǤǹСࡇཎᚨǵǤȈ

βᆋʙಅᎍࣖݣᲠ

ైقචবઘଂ ાઘୖك

㸫㸷㸫

ႇဎᛪዓ 

 ؞ॖথॖ५॑ষघॊञीपमؚઘਜ౧षఃஈணடघॊਏऋँॉऽघ؛
 ؞ഥਮڱফڬڭাڭऊैॖথॖ५২॑ਹ৷घॊञीपमؚਉಋؚ
 ഥਮڱফگাऽदपఃஈணடછ॑লघॊਏऋँॉऽघ؛
   پपमணடऋૐরखؚ૪৶पभ॑ਏघॊৃ়ऋँॉऽघ؛
    ணட॑औोथःॊহभ্मଫলपओੈৡऎटऔः؛
呌 ଫपఃஈखؚহ॑ન৳آآ

ǤȳȜǤǹСࡇᛟଢ˟ȷႇဎᛪႻᛩ˟ƷƝకϋ 
 ؞ઘਜ౧दमؚॖথॖ५২भਏ॑ହघॊَॖথॖ५২ହভُृ
 ఃஈணட॑ൌऔोॊ্षؚ५ঐॺشইज़থ॑ਹ৷खञఃஈணடুਢ॑ହघॊ
 َఃஈணடৼভُ॑৫ಈखथःऽघ؛
 ؞ถमైؚචবઘଂۅڽपൕൗखथउॉऽघभदؚओનੳऎटऔः؛
షቌேฯઅ㖁㖉Ө£Ө൯ᅉฯ֭יؑبיฑဗ๊ነवՔဎᎩษະཎवӨ
  یાઘभ੦মऩலੌाऊै৶ੰऔोञः্ऐभَॖথॖ५ହভُु

ହভपঢ়घॊੲਾम
ऒठैऊैڃ

  ৫ಈखथःऽघآ
  یবઘૂदमड़থছॖথହভ॑৫ಈরآآ
   ड़থছॖথହভभெम<ؚRX7XEHॳকথॿঝदःणदुଳല૭ચदघ؛

ฑဗ๊ነवfဎᎩษະཎवƠƉౄइŹƔƕƄሑƭ 
سହভৼ؞ভमহணदघ؛ਸൌभ্मؚହভ॑ಈखथःॊবઘଂྼमઘਜ౧
 षਗ਼ਵदহभண॑उൢःखऽघ؛
سৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪಉभఁপ૾யपेढथमؚభखऎमরૃधऩॊৃ়ऋँॉऽघ؛
 ऩउؚభಉधऩॊৃ়मؚउணाःञटःञ৴൪षਗ਼ਵ৴൪औचथःञटऌऽघ؛

ƓբƍӳǘƤέ
 ٵ২पঢ়घॊಹऩओସਖृओৼपणःथमَؚાઘೄઘ૨؞ॖথॖ५২
 ਗ਼ਵৼ७থॱُشदਭऐહऐथउॉऽघ؛
  ْইজॲشॖখঝٓق૮મْكਭહৎٓقعଅ໑ऎك
   پશৼपणःथमؚਚლभઘਜ౧षओৼऎटऔः؛
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雑談・雑学の庭
雑談・雑学の庭

̤߄ͬಡ̥̳̥͛ͥͤ̽̀͢
パソコンをも混乱させる「まさか」
フリーランスライター

藤木 順平

ࠉࡔ࠸ࡪ᫇ࠊ࠶ࡿࣛࢪ࢜␒⤌ࡢࠕ㡸㈓㔠㛵ࡍࡿ͆ᶆㄒ͇ࡢເ㞟࡛ࠖࠊ୍➼㑅ࡤࢀࡓࡢࡀࠕ࠾
㔠ࢆ㈓ࡵ࡚㖟⾜㈙࠾࠺㸟ࠖࡔࡗࡓࠋᐇࡣࠊࡇࢀࢆ᭩࠸ࡓࡢࡣ➹⪅ࠋ࠸ࡁ࡞ࡾࡢ⮬⏬⮬㈶ࡘࡁ⚾
࡛ᜍ⦰ࡋࡁࡾࠋ㈹㔠ࡣ࠸࠼ࡤࠊ␒⤌ࡢ㛵ಀ⪅ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡶࡽ࠼࡞ࡗࡓࠋ
ࠉࡦࡇ㡸㈓㔠࠸࠺ࡀࠕ㡸㔠ࠖࠕ㈓㔠ࠖࡢ㐪࠸ࡣࡈᏑࡌ㸽ࡊࡗࡃࡾ࠸࠼ࡤ㡸㔠ࡣ㖟⾜
㡸ࡅࠊ㈓㔠ࡣ㒑౽ᒁ㸦ࡺ࠺ࡕࡻ㖟⾜㸧࡞㡸ࡅࡿࡇࠋࡑࢀࡒࢀグᛕ᪥ࡀ࠶ࡗ࡚ࠕ㒑౽㈓
㔠ࡢ᪥ࠖࡣ㸳᭶㸰᪥ࠊ
ࠕ 㖟⾜ࡢ᪥ࠖࡣ㸵᭶㸯᪥ࠋࡕࡽࡶࡑࡢ⌮⏤ࡣ࠶ࡿࡀࡇࡇ࡛ࡣ┬␎ࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡇࢀࡽࢆࡲࡵࡓࡼ࠺࡞ࠕ㈓ࡢ᪥ࠖࡀ᭶᪥࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ㖟⾜ࡀไᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢᖺ
✭ࡉࢀࡓ✐≀࡞ࢆឤㅰࡢẼᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚ఀໃ⚄ᐑࡉࡉࡆࡿ⚄ა⚍㸦ࢇ࡞ࡵࡉ࠸㸧ࡢ
᪥࠶ࡓࡿࠋ
ࠉࡇࢁࡀࠊ▱ࡗ࡚▱ࡽ࡛ࠊ࡞ᐑ୰⾜ࢆࡋࡾ┠ࠊ᭱㏆ࠕ㈓ࠖࡢⰍࡀᝏ࠸ࠋᓊ⏣ᨻ
ᶒࡀᥖࡆࡿࠕ᪂ࡋ࠸㈨ᮏ⩏࡛ࠖࡣࠕ㈓ࡽᢞ㈨ࠖࢆ࠺ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈓ࡵࡿࡼࡾࠊᰴᘧ࡞
ࡢ㐠⏝ࢆ່ࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅࠋ
ࠉ࠾㔠ࡢࠕά⏝ࠖ࠸࠼ࡤ⪺ࡇ࠼ࡣⰋ࠸ࡀࠊኻᩋࡔࡗ࡚࠶ࡿࡇࢆࡺࡵࡺࡵ࠾ᛀࢀ࡞ࡃࠋ
筆者紹介
藤木

順平（ふじき・じゅんぺい＝本名・藤田

順一）

フリーランスライター。1976年早大理工学部卒業。ＮＨＫ「てんぷく笑芸場」の台本執筆勉強会に参加。日本テレビ「アメリカ横断・ウル
トラクイズ」のクイズ作家として５年間、番組に加わる。芝居・漫才の台本、コントなどを執筆するかたわら、ことわざや笑いを通じての
「人間探究」をテーマにした講演を行う。1993年から2007年まで㈱エフシージー総合研究所に勤務、労働組合などの広報誌向けに雑
学系の原稿執筆やパズル・クイズの作成を担当する。

ΩΒσȆঅলࢊ
※空いているマスに漢字を入れて、四字熟語を完成させましょう。
すべて完成させ、タテに読むと、
また別の四字熟語が完成します。
なんだかわかりますか？

①

ȉ
ళԾ˕ޜ
ȉ
ജಝ˕
ȉ عೖৱ
ɻɻɻ˕
ȉৼ
ɻҐৼ˕

②

ȉ ঋघ
ɻɻघ˕
ȉ Ҳ
ɻɻ˕
ȉ པӮ߹
ɻɻɻ˕
ȉ
ӵ࣊˕

作者紹介
株式会社ニコリ
日本初のパズル専門誌「パズル通信ニコリ」を発行する出版社。数独・クロスワードなど多種多様なパズルを
メディアへ提供するコンテンツメーカーでもある。スマホアプリ「スマニコリ」も配信中。

㸫㸫
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ഩঊನ༧༗ం༹̤̫ͥͅഩঊ৾֨ΟȜΗ͈༗ం͉͂ȉ
〜経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答〜
税理士

リサ

手嶋

浩明

電子帳簿保存法が抜本的に改正されたと聞きました。当社に何か影響はありますか。

サキ先生

令和５年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子取引データを

プリントアウトして紙で保存し、税務調査の際に提示・提出できるようにしていればよいので
すが、
令和６年１月からは保存要件に従って電子データとしての保存が必要です。
リサ

そうすると当社にも影響する可能性がありそうですね。保存すべき電子取引データとは

どのようなものですか。
サキ先生

紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子取引データで、例え

ば、電子メールにより受領した請求書や領収書、ホームページやクラウドサービスを利用し受
領した請求書や領収書、クレジットカードのＷＥＢ明細などが該当します。
リサ

電子取引データはどのように保存するのですか。

サキ先生

電子取引データを保存する際には、
①データの改ざん防止のための措置をとること、

②「日付・金額・取引先」で検索できるようにすること、③ディスプレイ・プリンタ等を備え付け
ることが必要です。
リサ

保存要件①のデータの改ざん防止のための措置をとることとは、具体的にどのような方

法がありますか。
サキ先生 「タイムスタンプ付与」や
「履歴が残るシステムでの授受・保存」
といった方法のほか、
「改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用する」方法でも構わないとされています。事務
処理規定のサンプルは国税庁ホームページで公表されており、
ひな形として活用できます。
リサ 「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法は、別途費
用がかかりそうなので、当社では「改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用する」方法が
現実的ですね。保存要件②の「日付・金額・取引先」で検索できるようにすることとは、具体的に
どのような方法がありますか。
サキ先生

表計算ソフトで索引簿を作成しておくことで検索できるようにする方法や、データ

のファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておく
ことで検索できるようにする方法があります。
リサ

当社には関係ないと思っていましたが、保存すべき電子取引データの確認が必要ですね。

筆者紹介
手嶋浩明（てしま・ひろあき）
1972年生まれ。東京国税不服審判所審判部、東京国税局査察部査察審理課、東京国税局管内の税務署において法人課税部門の
審理担当として各法人会をサポート、
などを経て、
東京都中央区で税理士登録。
互井敏勝税理士事務所に勤務。
中小企業を中心
に財務・税務サービスを行う。

ΩΒσȆঅ ল ࢊ͈൞̢
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࿂ฒ̧̭͂͜ྫ̧ଲ̧ͬา̩อே
ジャーナリスト

海部

隆太郎

ࠉ㐨㊰ࢆᣳࢇࡔࢃࡀᐙࡢ๓つᶍ࡞ಖ⫱ᅬࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ẖᮅࡢࡼ࠺⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊ
ࠕ⾜ࡁࡓࡃ࡞࠸ࠖ
ྉࡧᆅ㠃అࡋ࡚ᢠࡍࡿᏊࡶࠊ
♫㐜้ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࢃࡀᏊࢆ
ᢪࡁୖࡆࡿẕぶࡢࣂࢺࣝࠋ➗ࡲࡋࡃᛮ࠺ࡀࠊᮅห┠ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ᖏ⋞㛵๓࡛Ἵ
ࡁྉࡤࢀࠊ
ࡋࡶḟࠎྠࡌࡼ࠺࡞ぶᏊࡀⓏሙࡋ࡚ࡃࡿࡣࠊ
ࡉࡍࡀ㛢ཱྀࡍࡿࠋ
ࠉぶᏊࡢ㜚࠸࡛ࡣࠊ∗ぶࡀࡀࡗࡕࡾᏊࢆ⩚࠸⤠ࡵࡋ࡚ᢪ࠼ࠊࡑࡢᚋࢁࡽⲴ≀ࢆᣢࡕṌ
ࡴẕぶࡢࢼࢫ㐃ᦠࡶぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊከᵝ࡞ぶᏊࡢጼࡘ࡚ࡢ⮬ศࢆぢࡿᛮ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡔࡀࠊ
᪩ᮅࡢ㡢㡪ࡣ㐃᪥⥆ࡃࠋ
ࠉࡇࢀࢆ㏞ᝨࡣᛮࢃ࡞࠸ࠋᏊ⫱࡚ዧ㜚ࡍࡿぶᏊᢿᡭࢆ㏦ࡾࡓ࠸ẼᣢࡕࡔࠋᏊࡶࡢἽࡁ
ኌࡣ័ࢀࡓࡋࠊ᪂⪺ࡶᬑ㏻ㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠶ࡢぶᏊࡢࡼ࠺ࠕ᪥ࡶ㡹ᙇࡿࡒࠖඖẼ
ࢆࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ
ࠉ㏫࠺ࡿࡉ࠸ᛮ࠼ࡤࠊᶵ᎘࡞㸯᪥࡛⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋఱẼ࡞࠸᪥ᖖࡢฟ᮶࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊࡕࡻࡗࡋࡓᚰࡢᣢࡕ᪉࡛ே⏕ࡀࡁࡃኚࢃࡿࠊ⪃࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ࠸࠺ࠊࡼ࠺ࡸ
ࡃẼࡀ࠸ࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ȶ̫̈́ͤͤȷ
ͬࠐאȆ૽ഓͅڠ
ࠉ㛗ᖺࢃࡓࡾ⤒῭ࢽ࣮ࣗࢫࢆ㏣࠺᪥ࠎࢆ㏦ࡾࠊከࡃࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢὶࡀ࠶ࡗࡓࠋᛀࢀࡽࢀ࡞
࠸ࢺࢵࣉࡓࡕࡑࡢ⪃࠼᪉ඹឤࡋࠊ
⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉ྲྀࡾධࢀࡼ࠺ᛮࡗࡓࡇࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
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ࠉྠẶࡀ࣓࢟ࢩࢥ㉱௵୰↓ᐇࡢ⨥࡛ᅃࢃࢀࠊᣊ⨨ᡤ࡛ࡣṚࢆぬᝅࡍࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ
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⌧≧ࢆඞ᭹ࡍࡿࡔࡅࡢຊᙉ࠸ゝⴥࡣ
࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠋࠎࡋࡓ㛫ࡀ㐣ࡂࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ฟྜࡗࡓࡢࡀ㧗ᮡసࡢ㎡ୡࡢྃࠋ
ࠕ࠾ࡶ
ࡋࢁࡁࠉࡇࡶ࡞ࡁୡࢆࠉ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡛ࠖࠊ⋤ዪὶḷேࡀୗࡢྃࡋ࡚ࠕࡍࡳ࡞ࡍࡶࡢࡣࠉ
ᚰ࡞ࡾࡅࡾࠖ
ャࢇࡔࠋ
ࠉࡇࡢྃࡣከᵝ࡞ゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺ࡀ㹑Ặࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ཝࡋ࠸≧ἣ㝗ࢁ࠺ࡶࠊ⌧≧
ࢆཷࡅධࢀࠊ
Ỵࡋ࡚⭉ࡽࡎࠊㅉࡵࡎ๓ࢆྥ࠸࡚㐍ࡶ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢ࡚ࡓヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ⌧
≧⏑ࢇࡌࡿࡔࡅࠊ
࡞࠸࠺ᚋࢁྥࡁࡢ⪃࠼࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠉཝࡋࡃ࡞࠸⤒῭≧ἣ࡞ࡣ࡞࠸ࠋ
ࣂࣈࣝࡢ⤯ዲㄪ௦ࡶᛮ࠺ࡼ࠺⤒Ⴀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓᴗ
ࡣ࠶ࡿࡣࡎࠋูࡢ࠶ࡿᴗࢺࢵࣉࡽࡣࠊ
ࠕᴗࢆࡸࢀࡤᚲࡎቨࡪࡘࡿࠋࡑࡇࡽࡀ㈇ࡔ
ᛮ࠼ࡿ࠺ࠋࡑࡇࡽࡀ⤒Ⴀࢆᕥྑࡍࡿࠖゝࡗ࡚࠸ࡓࠋཝࡋ࠸ሙࢆఱᗘࡶࡾ㉺࠼࡚
ࡁࡓேࡔࡽゝ࠼ࡿゝⴥࡔឤ㖭ࢆཷࡅࡓᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉᴗ⤒Ⴀࡶே⏕ࡶࡍ࡚ࠕᚰ࡞ࡾࡅࡾ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⤒Ⴀ࠾࠸࡚ࡣࠊᅔ㞴࡞ᒁ㠃࡛෭
㟼ุ᩿ࡋᑐᛂ⟇ࢆㅮࡌࡿ▱ᜨࡀࡁࠊ
ே⏕࠾࠸࡚ࡣᚰࡢᗈࡉࢆࡶࡓࡽࡋࢫࢺࣞࢫࡀ✚ࡋ
ࡃ࠸≧ἣࢆసࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋࡍ࡚ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇࡔྏࡽࢀࡑ࠺ࡔࡀࠊᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ேࡀከ࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
筆者紹介
海部隆太郎（かいべ・りゅうたろう）
法政大学卒。全国紙記者、
ＩＴ企業を経てフリー。
中小企業を中心に幅広い課題を取材・執筆活動を展開する。
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ἠ㔾⦍㫹

ಎ౷ጃಃ౸౧䈫

๑ਕճΠϱίʖφࠬεητϞͺɼ๑ਕճճҽ
қݡΝॄ༁ͤΖϟʖϩΝͪ͢༽εητϞͲͤɽ
ʤྫ̒೧݆̑ࡑݳɼౌ਼̗̓̏̏໌ʥ
״ڱܢΏ๑ਕճಊͶͯ͏ͱқݡΝࠬ͢ɼ
ࠕޛ๑ਕճࣆۂࢂߡͳ͢ͱ͏Ήͤɽ
Ήͪɼࠬ݃Վͺસ๑࿊+3ͲޮͤΖͳͳͶɼ
ϜηαϝͶ͢ڛϏϔϨετΡʖͶ
ༀཱིͱͱ͏Ήͤɽ
ౌ͗Ή͕ͫࡃͲ͵͏๏ͺɼ
ሩ⧆㛦ᗑ⏠ဵ ሥᗢ⏠ဵၻ⸻㣧ᐙ
͞ؽճͶͧͽ͟ౌ͚ͫ͠͏ʄ

ೃഔഝ೩㘆೧ഁ␠⢙✟⏑ಒ䉉
״ڱܢΝͺͣΌ๑ਕճಊͶଲͤΖқݡफॄ͵ʹɼ ̐ʛ͖݆̑Ͷ̏յϘʖηͲࠬΝ͢ͱ͏Ήͤɽ
࠹ۛͺɼଡ͚ۂةқݡΝ༲ҝͶफॄͲ͘Ζ༙ް͵εητϞͳ͢ͱɼߨ෨͗ؖ͞ؽεητϞ
ͶͤΖΓ͑Ͷ͵ΕΉͪ͢ɽ෨ؖؽΏ֦ஏ๑ਕճͳνΠρϕࣰͪࠬ͢ࢬ͢ͱ͏Ήͤɽ

ಌ౩౺ಉἠ㔾⦍㫹ವᛚಧ౼ᭊ㔵౯ಮ䉉
Πϱίʖφ݃Վ৶བΝ͠ΔͶ߶ΌΔΗΗͻɼϜηαϝͶखΕ͝ΔΗΖՆ߶ΉΕɼ
๑ਕճஎౕͶ͏Ͷༀཱིͯͳߡ͓ΔΗΉͤɽ
ͨͪΌౌوΝଁΏͤͳͳͶյ਼ΠρϕΝΌ͢͡ͱ͏Ήͤɽ
Ήͪɼౌ਼͗ଁ͓Ηͻݟ࿊ΏୱҒճͲಢࣙͶΠϱίʖφΝࣰࢬͤΖ͞ͳՆͲͤɽ

ᜯ㥯≡㯜ಧᐘᘋ⏠ဵၻಋೠೃ౺ಉᢗἩ౺ಂ㘆
˖ ೧घକుࢢԿͶͤؖΖΠϱίʖφʤࠅ੭ுʀྫ̐೧݆̏̏ʥ
˖ ೧๏๑Ͷͯ͏ͱΠϱίʖφʤࠅ੭ுʀྫ̒೧݆̏ʥ
˖ αϫψՔͶ͕͜ΖܨۂةӨӪڻࠬΠϱίʖφ
ʤ౨ښ๑ਕճ࿊ճʀྫ̑೧݆̏̐ʥ
˖ ుࢢீ฿ฯଚ๑ͶܐΖΠϱίʖφࠬʤݟۆ๑ਕճ࿊ճʀྫ̒೧݆̏ʥ

ࢴͪͬ๑ਕճͺɼঘۂةΝৼͳ͢ͱસࠅ༁ຬ

๑ਕճͳͺʃ ऀճҽۂةΝ༶ͤΖରͲͤɽ

ಕݟͶୱҒ๑ਕճ͗ૌ৭͠ΗɼઅҐཔ೧ͶΚͪΕɼ੭எࣟ
ٶɼ੭қࣟ߶༴͵ʹɼҲؑ͢ͱʰ੭ʱΝৼͳͪ͢ಊΝఴ͢ɼࠅ
ͳஏҮఴͶ߫ͱ͢ݛΉ͏ΕΉͪ͢ɽ
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お問い合わせ先

㸫㸫

差し 上 げ ま す
法人会では、
下記参考図書を無料で差し上げています。
（在庫に限りがありますので、先着順とさせていただきます。
）
ご希望の方は、
事務局（札幌市北区北２４条西４丁目３−１２

第２６桂和ビル５階

電話０１１−７０９−８８０２）へお引き取りにおいでください。
なお、
郵送ご希望の方は、会社名、送付先、冊子名をご記入のうえ、
郵送料として
郵便切手を添えてお申し込みください。
郵送料は、
180円
（140ｇまで）
となります。
在庫確認などご不明な点は事務局までお問い合わせください。

雇用保険関係

令和４年度
Ｂ５判
著者

会社がもらえる助成金活用のポイント

６３ページ（１３５ｇ）
社会保険労務士

桑野

真浩

企画・制作

清文社

長期化する新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、
日常生活や企業活動
に大きな影響を与えています。
厚生労働省では、①雇用を安定させる ②仕事と家庭を両立する ③人材
の確保など、会社が職場環境の変革に取り組んだ場合の助成金を多数用意し
ています。
本小冊子は、助成金の受給を目的とするのではなく、会社がより良くなるよ
う自社の置かれている現状を把握し、目的や事業計画に合わせて日常の業務
に活用していただくよう、著者が分野別に解説しています。

2023年度もファイターズ観戦チケットプレゼントを継続します！
プロ野球・北海道日本ハムファイターズが2004年の本拠地移転以
来、19シーズンにわたって使用してきた札幌ドームに別れを告げ
ます。
北広島市にドーム球場型で開閉式屋根を持つ野球場ES CON
FIELD HOKKAIDOを建設、新本拠地として2023年３月にオープンし
ます。
札幌北法人会では2010年から観戦チケットプレゼントの事業を行ってまいりました。
移転後の観戦についてアンケートを行いましたが、
皆さん迷われているようでした。
事業継続をするべきか？否か？迷いましたが、一度は行ってみたいのではないか…。
実際に現地を見学し座席を購入する事は出来ませんが、会員企業で利用いただけるよう、2023年度もチ
ケットプレゼントを継続する予定で準備を進めております！
次回会報誌にて応募開始予定ですので、
今しばらくお待ちください！
！
この「礎」は再生紙を使用しています。

