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渋 田 川の桜

PHOTO ／ 黒部 敏夫さん

平塚市の渋田川沿いに地域住民が育てた約６００本の桜並
木が名所の一つとなっている。４月９日（日）には、鷹匠橋上
流約４００ｍの両岸で「渋田川桜まつり」を開催。模擬店やフ
リーマーケットが立ち並び、舞台では歌謡ショーのほか、在
日米 陸 軍 軍 楽 隊 、中 学・高 校の吹 奏 楽やダンス、和 太 鼓 演
奏など多彩な企画が催される。
また、４月５日〜９日の夜にはライトアップされた夜桜見物が
楽しめる。

http://www.hiratuka-hojinkai.or.jp/

E-mail：office@hiratuka-hojinkai.or.jp

第８回 「税に関する絵はがきコンクール」
優秀作品の紹介
全国法人会総連合では小学生への租税教育活動として女性
部会が中心となり、毎年『税に関する絵はがきコンクール』を
行っています。
（ 国税庁後援事業）租税教室などを通じて、学童
に”税の大切さ”や”税の果たす役割”について学んでもらい、そ
の知識や感想を”絵はがき”に表現することで、税に対する理解
をより深めてもらうことが目的です。
平塚法人会では管内小学校１８校からの応募作品８８８点の
中から、平塚税務署のご協力により、
２０点の優秀作品を選出
し、最優秀作品には鶴巻小学校 船越凪沙さんの作品が選ば
れ、県法連女性部会連絡協議会においても最優秀作品に選考
され、上部団体に応募されました。
応募いただいた１８の小学校（順不同）
平 塚 市 立： 金目小学校、横内小学校、港小学校、松延小学校、
山下小学校、城島小学校
秦 野 市 立： 鶴巻小学校、上小学校、北小学校、南が丘小学校、
東小学校、末広小学校
伊勢原市立： 緑台小学校、桜台小学校、大山小学校、
高部屋小学校、大田小学校、伊勢原小学校

最優秀賞

秦野市立鶴巻小学校 6年4組
船越凪沙 さん

写真左：県法連で最優秀作品賞を
受け取る笹尾女性部会長

金賞

平塚税務署長賞

金賞

伊勢原市立伊勢原小学校 6年3組
椎名萌花 さん

女性部会長賞

平塚市立金目小学校 6年2組
渋谷藍花 さん

金賞

伊勢原市立大田小学校6年2組
鶴岡未己 さん
ご紹介する優秀作品２０点は平塚法人会ホームページでもご覧いただけます。
h t t p : / / w w w . h i r a t u k a - h o j i n k a i . o r. j p /
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金賞

平塚市立金目小学校 6年1組
関原唯菜 さん

銀賞 秦野市立
東小学校 6年2組 長谷川真樹 さん

銀賞 伊勢原市立
桜台小学校 6年4組 黒田都衣 さん

銀賞 秦野市立
鶴巻小学校 6年2組 薄井夕夏 さん

銀賞 秦野市立
北小学校 6年2組 福田紗子 さん

銅賞 秦野市立
鶴巻小学校 6年2組 田村紗野 さん

銅賞 秦野市立
末広小学校 6年2組 関野紗菜 さん

銅賞 伊勢原市立
高部屋小学校 6年2組 中村真綸 さん

銅賞 秦野市立
鶴巻小学校 6年2組 矢野真世 さん

銅賞 秦野市立
南が丘小学校 6年2組 浅葉美緒 さん

銅賞 秦野市立
東小学校 6年1組 池田心海 さん

銅賞 秦野市立
鶴巻小学校 6年4組 上野苺香 さん

銅賞 伊勢原市立
大田小学校 6年2組 時村美咲 さん

銀賞 秦野市立
末広小学校 6年2組 明瀬怜奈 さん

銅賞 伊勢原市立
緑台小学校 6年2組 古木千里 さん

銅賞 秦野市立
末広小学校 6年1組 新井稚葉 さん
259
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平塚税務署からお知らせ

平 成２９年 度 国 税 専 門 官 募 集

Pride of the Specialist

〜 公 平な世の中を創る、志 〜

適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。
国税専門官とは、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門
知識を駆使し、適正な課税を維持し、
また租税収入を確保するための事務を行います。
１ 昭和６２年４月２日から平成８年４月１日生まれの者

◇受験資格

２ 平成８年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
⑴
⑵

大学を卒業した者及び平成３０年３月までに大学を卒業する見込みの者
人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者

１ インターネット申込み（原則、インターネット申込みとなります。）
⑴
⑵

⑶

◇申込手続

受付期間
平成２９年３月３１日（金）９時 〜平成２９年４月1２日（水）[受信有効]
受験案内（インターネット申込用）交付期間
平成２９年２月１日（水）〜平成２９年４月1２日（水）
9時〜17時（土・日曜日及び祝日を除く。）
受験案内（インターネット申込用）交付場所
東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
※ 人事院ホームページからもダウンロードすることができます。
［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

２ インターネット申込みができない場合（受験申込書を郵送又は持参）
⑴

⑵

⑶

◇試験日
※

受付期間
平成２９年３月３１日（金）〜平成２９年４月３日（月）
[平成２９年４月３日（月）までの通信日付印有効]
受験申込書・受験案内（郵送・持参申込用）交付期間
平成２９年２月１日（水）〜平成２９年４月３日（月）
9時〜17時（土・日曜日及び祝日を除く。）
受験申込書・受験案内（郵送・持参申込用）交付場所
東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

第１次試験 平成２９年６月１１日
（日）
第２次試験 平成２９年７月１２日
（水）〜平成２９年７月１９日
（水）
のうち指定された日時

詳細については、お気軽に平塚税務署総務課 （TEL 0463-22-1400

内線206 ）までお尋ねください。

こん な 悩 み は ありま せ ん か？

社会保険労務士 による

税 理 士による

無料相談 実施中

労災、
雇用、
年金、
健康保険、
労働保険、
就業規則、
助成金、
労務診断 など
人に関するエキスパート社会保険労務士が
無料で相談に応じます
日 時：毎月第２木曜日 午後３時から順次
申 込：必要〔申込締切：開催日一週前の木曜日〕
相談員：社会保険労務士（神奈川県社会保険労務士会平塚支部）
予約先：公益社団法人平塚法人会事務局へ

★２９年４月・５月の日程 …

４月１３日(木)、５月１１日(木)

無料相談 実施中
日常の記帳の仕方、消費税、
贈与税・相続税 など

税と会計のエキスパート税理士が無料で
相談に応じます
日 時：毎月第３木曜日 午後３時から順次
申 込：必要〔申込締切：開催日一週前の木曜日〕
相談員：税理士（東京地方税理士会平塚支部）
予約先：公益社団法人平塚法人会事務局へ

★２９年４月・５月の日程 …

□ 予 約 先 ：公益社団法人 平塚法人会 TEL ０４６３２１２８９１
□ 相談会場：平塚法人会館
（駐車場３台） 平塚市代官町11-38
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４月２０日(木)、５月１８日(木)

FAX ０４６３２４０７８５

富士山が静穏を破る日

「一富士 二鷹

三茄子」。初夢に見ると縁起が

よいとされるものの筆頭に富士山がある。江戸時
代には信仰と結び付いた富士講が伊勢参りととも

解しタービンブレードなどに付着してトラブルを起

に盛んだった。首都圏を中心に富士見坂、富士見

こす危険性があることから、欠航や遅延を余儀な

通り、富士見町といった地名が多く残るのは、富

くされそう。降灰による経済的損失は約２兆５２０

士見が「不死身」に通じることから、縁起が良い

０億円に上るとの想定もある。

とされたのが由来との説もある。今も山開きには

東京大学は２００３年、富士山直下で低周波地

老若男女が登山道を埋め尽くす。その１０万年に

震が頻発したことを受け、周辺の製造業を対象に

わたる噴火の歴史を科学の目でたどった「富士火

噴火による影響を調査した。それによると短期的

山地質図」（産業技術総合研究所刊）が、半世紀

な懸念材料は「従業員が出社できないことによる

ぶりに全面改訂された。

生産活動の停滞」、「企業の休業や交通マヒによる

産業技術総合研究所は、１９６８年発行の初版

原材料の入荷不能」、「クリーンルームや生産ライ

では行わなかったボーリング調査や放射性炭素年

ンの機能不全」が上位を占めた。長期的には中小

代測定などを約１５年かけて実施。その結果、噴

企業で「発注企業が海外や他地域のメーカーへ生

火の年代をより正確に解明するとともに、山頂か

産をシフトする」、「長期的取引慣行の崩壊による

ら山麓までの広域に多数の噴火口を発見した。富

企業活動の停滞」、大企業では「製造拠点の変更」

士山は円錐状の形から山頂噴火をイメージしがち

が多かった。

日刊工業新聞社

だが、山頂で最後の爆発的噴火が起きたのは約２

大企業のようにコストをかけられない中小企業

３００年前のことで、むしろ山腹などでの「割れ目

でも、すぐにできる対策がある。機械設備や屋外

噴火」に特徴があるという。行政機関によるハザー

の電力施設をカバーで覆うだけで、火山灰の付着

ドマップづくりや、企業のＢＣＰ
（事業継続計画）

による漏電被害を防止する効果が見込める。また

策定に役立てたい。

降灰の影響を直接受けない中小企業でも、重要な

富士山の噴火は８世紀以降少なくとも１０回記

部品や部材の調達先が降灰により生産停止した

岡田直樹

録され、特に平安時代に起きた貞観噴火（８６４年）

り、物流が停滞したりすれば、間接的な影響は避

と江戸時代の宝永噴火（１７０７年）は規模が大

けられないため、代替できる調達先や輸送ルート

きい。宝永噴火はマグニチュード 8.6（推定）の

を確保しておく必要があろう。

宝永地震との関連性が指摘され、地震の４９日後

プラスチック部品を製造する都内の中小企業で

に南東の山腹を突き破って噴火が起こり１６日間続

は、平時から災害時に備え、調達コストが割高な

いた。噴煙は上空１５ｋｍに達して西風に流され、

材料メーカーとも取引を継続し、複数の調達先を

１００km 離れた江戸市街でも数ｃｍの火山灰が降

確保しておいた。このことが東日本大震災直後に

り積もったと記録に残る。

主要調達先からの材料供給が細るなかで生きる。

高速交通網やサプライチェーンが高度に発達し

生産量を落とさず、機会損失を回避できた。３０

た現代、宝永規模の噴火が起これば影響は計り知

０余年静穏を保ち、世界文化遺産に登録された秀

れない。御殿場付近の東名高速道路は火山礫で塞

麗な富士が、自然の牙をむいて我々に襲い掛かる

がれ不通になり、東海道新幹線も熱海・東京間が

光景はにわかには信じがたいが、歴史の事実を厳

火山灰堆積のため運行停止になりかねない。影響

粛に受け止め、想像力をたくましくして日々の備え

は空の便にも及びそうだ。ジェットエンジンが火山

を怠らないようにしたい。

灰を吸い込むと、エンジン内部の熱で火山灰が融
【筆者紹介】
岡田直樹（おかだ・なおき）
１９８４年に日刊工業新聞社入社。記者として、さいたま総局、金融、電機、情報通信、総務省、経済産業省、金融庁、
内閣府などを担当。デスク、論説委員、南東京支局長、論説委員長、日刊工業産業研究所長を経て、企画調査部長。
埼玉県出身、５７歳。

そうだ、税理士に聞こう！
税理士は会計・税務の専門家です。

■
■
■
■

決算・申告のことがよく分からない・・
相続税はいくらぐらいかかるのかな・・
土地を売りたいけど税金はかかるのかな・・
電子申告をしたい・・

こんな時には税理士にご相談ください。

法人会
税理士

経営の両輪

税理士紹介を希望される方は法人会を通じてあ
るいは直接平塚支部へご連絡ください。
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会社の信用失墜を防ぐために知っておきたい

５月
日 か ら の 改 正 法 施 行 で 中 小 企 業 も 規 制 の 対 象 に なった

30

!

「 個 人 情 報 保 護 法 」の 基 本 知 識 ①
２０１５年９月に個人情報保護法が改正され、今
年５月30日から施行されます。
これによって、従来５
０００人を超える個人情報を保有する企業だけが
規制対象であったものが、改正後は５０００人以下
でも規制対象となります。
つまり中小企業でも個人
情報保護法の対象となるのです。通信教育の会社
が顧客情報の漏洩で１００万人近くの会員が減っ
たニュースはまだ記憶に新しいところです。
ここで
は、会社の信用をなくさないために知っておきたい
「個人情報保護法の基本知識」
をおさらいします。

そもそも「個人情報」って何？

個人情報は、個人の人格や財産に結びつく重要
な情報であり、
それが漏えい、紛失すると、本人の権
利・利益を直接的に侵害することになりますので、
法律によって保護する必要があります。
しかし、
だか
らといって、今日のような情報化社会においては、事
業を行なう者にとって、個人の情報を利用しなけれ
ば、顧客管理や営業活動などを行なうことが難しく
なります。
そこで、個人情報保護法は、個人情報の保護を絶

まず最初に、
そもそも
「個人情報」
とは何かについ

対とするのではなく、事業者が個人情報を適正に取

て確認しておきましょう。個人情報保護法で保護さ

扱うように規制しています。
つまり、事業者の立場か

れる
「個人情報」
とは、生存する個人に関する情報

ら見れば、個人情報保護法を遵守する限り、個人情

であって、特定の個人を識別することができる情報

報を、
その事業のために管理し利用できるというこ

を言います。
つまり、個人の氏名、生年月日、住所、顔

とになります。

写真のように、
それ自体で特定の個人を識別できる

そもそも個人情報保護法は、個人情報を保有す
る全ての者について個人情報の取扱いを規制して

情報が個人情報ということになります。
さらに、
それ自体では個人を識別できない断片的

いるのではなく、
「個人情報データベース等」
を事業

な情報であっても、他の情報と照合することによっ

（営利目的でない事業も含まれます）のために利用

て特定の個人を識別できる場合には、その断片的

している事業者（＝個人情報取扱事業者）
を規制す

な情報も個人情報として保護されます。

るものです。
給

この
「個人情報データベース等」
とは、個人情報の

与30万円」
となっており、
それだけでは誰の情報か

集合体であって、特定の個人情報が体系的に構成

分からない場合であっても、社員名簿を見れば「１

されて容易に検索できるようになっているものをい

例えば、会社内の給与データが「１５３１番

５３１番＝Ａ氏」
ということが簡単に分かるのであ

います。例えば、パソコンに入力されてデータ検索

れば、
「１５３１番

が可能なものが「個人情報データベース等」
に該当

給与30万円」
という情報もＡ氏

の個人情報となります。
また、
メールアドレスも、例えば、
ｘｙｚ７７７＠ｈ

します。
また、紙に記載された個人情報であっても、何ら

東京グリーン法律事務所
弁護士 井﨑淳二
東京弁護士会所属︑月刊経理ウーマン提供

ｏｔｍａｉｌ．
ｃｏｍのように特定の個人を識別でき

かのルールに従って整理されているもの
（例えば社

ない場合は個人情報ではないですが、
アドレス中に

員名簿など）
は
「個人情報データベース等」
に該当し

名前が含まれているような場合、例えば、
ｉｃｈｉｒ

ます。逆に、会社の社員が単に雑然と保管している

ｏ-ｓａｔｏ＠ＡＢＣ.ｃｏ.ｊｐ
（ＡＢＣ社のサトウイチ

取引先の名刺は、それ自体では「個人情報データ

ロウさん）
のようなメールアドレスは、特定の個人を

ベース等」
に該当しません。

識別しうるので、個人情報となります。
なお、改正法では、
「 個人識別符号が含まれるも
の」
も
「個人情報」
であると明示されています。
「個人

以上のような
「個人情報データベース等」を事業
のために利用している事業者が個人情報保護法の
規制を受けることになります。

識別符号」
とは、簡単に言うと、①身体の一部の特

なお、改正法では、小規模事業者に適用しないと

徴に関するデータ、及び②個人が一定のサービスを

する制限（５０００人を超える個人情報を保有する

利用したり商品を購入したり、何らかの書類の発行

事業者のみを適用対象とする旨の制限）が削除さ

を受ける際にその個人を識別できるよう割り当てら

れ、保有人数が少ない小規模事業者であっても規

れるものをいいます。

制の対象となりました。

①の例には指紋データや顔認識データが挙げら
れ、②の例には旅券番号や運転免許証番号が挙げ
られます。
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法律を遵守すれば個人情報を
事業のために利用できる
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「個人情報取扱事業者」に
課せられる義務とは

ましょう。
なお、改正法では、本人の人種、信条、社会的
身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害の事実などが

では、個人情報保護法によって、
「 個人情報取扱

含まれた情報（これを「要配慮個人情報」といい

事業者」はどのような規制を受けるのでしょうか。

ます）については、本人のプライバシーに大きく関

「個人情報取扱事業者」
に課せられる基本的な義務

連するため、事前の本人の同意を得ることなく取

について見ていきましょう。

得すること自体が禁止されます。

①

④

利用目的の特定

利用目的の通知・公表

個人情報取扱事業者は、個人情報を扱う際には、

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得するに

利用目的をできる限り特定しなければなりません。

際して、利用目的を本人に通知しなければなりま

例えば、顧客に対するアンケートなどで住所・氏

せん。この通知は口頭でもよいし、事後であって

名などを記載してもらう場合には、そのアンケート

も速やかに通知すればよいので、本人との面談や

用紙の利用目的を特定する必要があります。「様々

電話で個人情報を取得する場合、その場で口頭に

な事業活動に利用する」というのみでは、利用目

より利用目的を告げてもよいし、あとで速やかに

的を特定したことになりません。少なくとも、
「○

郵便により通知しても構いません。

○事業におけるお客様に対するアフターサービス、

もっとも、利用目的をあらかじめ公表している場

商品開発、今後のサービス向上のために利用する」

合、例えば、店舗内の見やすい場所にポスターを

という程度の特定が必要です。

掲示している場合や、
ｗｅｂサイトのホームページ

さらに、特定した利用目的を無関係な目的に変

から１回程度の操作で見られるページに掲載して

更することはできません。例えば、「電子メールに

いる場合などは、あらためて利用目的を通知する

よるお知らせのために利用する」という目的を「電

必要はありません。

子メールまたは郵便によるお知らせするために利

他方、契約書を取り交わす場合やアンケートに記

用する」という目的に変更する程度であれば許さ

入してもらう場合など、書面に記載された個人情

れますが、採用面接の履歴書を、「ダイレクトメー

報を本人から直接取得する場合については、あら

ルでの商品案内に利用する」という目的に変更す

かじめ、本人に対して利用目的を「明示」しなけ

ることは許されません。

ればなりません。そのため、契約書やアンケート

なお、利用目的を変更した場合には、後述する

用紙自体に利用目的を記載しておくか、または利

ような通知または公表が必要になります。

用目的を記載した書面を別途交付することが必要

②

となります。

利用目的による制限
個人情報取扱事業者は、事前に本人の同意を

また、いったん通知または公表した利用目的を

得ることなく、特定した利用目的を達成するため

変更した場合は、変更された利用目的について、

に必要な範囲を超えて利用することはできません。

本人に通知または公表する必要があります。

例えば、商品のお届け先として取得した住所・氏

ただし、以上のような利用目的の通知・公表ま

名を、新製品紹介のダイレクトメールを発送する

たは明示は、個人情報を取得した状況からみて利

ために利用することはできません。

用目的が明らかであるといえる場合には不要です。

③

例えば、宅配便の伝票に氏名・住所・電話番号を

不正取得の禁止
個人情報取扱事業者は、本人をだましたり、脅

記載させる場合は、配送のためという利用目的が

迫したりして、個人情報を取得してはならないこと

明らかですので、あらためて利用目的を明示する

はもちろん、利用目的を偽って個人情報を取得す

必要はありません。

ることも許されません。
また、他人が不正に取得したことが容易に分か
る個人情報については、その不正に取得された個

５月号に続く
お楽しみ に！

人情報を取得することも、「不正の手段」による取
得となる場合がありますので、取得しないようにし

259 号
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正式な医学用語は
「異所性脂肪」で、
別名は「第３の脂肪」

危険とは言え、
運動の効果がすぐに現れ、
消滅の早い脂肪

この奇抜な名前の脂肪があることを知って多くの

皆さんの周辺にいる年配の方の中に、近ごろ急

人が驚き、関心を高めています。きっかけは、テ

に瓶のふたを開けられなくなった、と首をひねって

レビのバラエティ的な医療番組で紹介されたから

いる方はいませんか。手をねじって回すふたでも、
瓶ビールのように栓抜きで開けるふたでも構いませ

言葉に敏感になっている中高年者は特に強く反応

ん。また、髪の手入れに使うドライヤーを長い時

し、職場でも大きな話題になったようです。

間持っていると腕がつらくなった、という人も同じ

「場違い」とは文字通り、通常とは違う場所のこ

です。

と。これは人間の脂肪の話ですから、私たちの体

こうした異変は、老化現象の１つである筋力の

内にある脂肪が、本来あってはならない場所に移

低下が原因なのですが、特に腕や指は細くなって

動して付着している、ということになります。一昔

おらず、体重も減ってはいないので、見た目には以

前には考えられなかった常識の様変わりです。

前と変わらないはずです。それなのになぜ力が入

脂肪について私はかつて小学校の家庭科で教わ

らないかと言うと、筋肉の一部が脂肪に変じて、

りましたが、それは「皮下脂肪」のことでした。

筋力がさらに弱まったからです。瓶のふたを開けら

皮膚のすぐ下にある脂肪で、そのお陰で冬でも体

れない―それが「場違い脂肪」の存在を示す典型

温を保ち、いざという時にはエネルギー源になり、

的な事例と言えます。

出産のある女性には不可欠、とたたき込まれまし
た。

脂肪の侵入で衰えた筋肉のことを、専門語では
「サルコペニア」と言いますが、高齢者のほかに中

時が流れて飽食の時代になると、要注意と警告

年の人でも慢性的な運動不足になると、筋肉は行

されて現れたのが「内臓脂肪」です。これは脂肪

き場のなくなった脂肪に狙われます。日本人は欧

の摂取量が多くなり過ぎて、主に腹部の内臓にこ

米人に比べると民族的に「皮下脂肪」の量が少な

びりついたもので、ついには “ メタボ健診 ” まで実

いので、第２と第３の脂肪が多くなるようです。そ

施されるようになり、現在に至っています。

して「場違い脂肪」は手や腕だけでなく脚の筋肉

そして今回登場したのが、皮膚の下にも、内臓
の周囲にも行き場がなくなって、体のあちこちに出
没するようになった「場違い脂肪」です。皮下脂

もターゲットにするので、つまずく回数が増えたり
すれば厳重注意を要します。
腕や脚のほかにも「場違い脂肪」の好む場所が

肪が第１、内臓脂肪は第２、とされているので、

あります。脂肪肝は肝臓の周囲ではなく、内部に

こちらは「第３脂肪」とも呼ばれます。

まで入ってきた脂肪のかたまりのことで、肥満の人

近年になって一般人の注意を促すために、くだ

に多く見られます。また最近は心臓や膵臓、腎臓

けた感じの病名を用いることはしばしばあります

などの中にも入り込んでくる脂肪が増えており、心

が、
「場違い脂肪」の正式な医学用語は「異所性〈い

臓だと不整脈や心筋梗塞、膵臓だと糖尿病、腎臓

しょせい〉脂肪」です。異所とは本来の場所では

だと高血圧や慢性腎炎に進行するリスクが高くな

ない、ということですから、それを易しくした場違

ると指摘されています。

いと同じ言葉です。異所性は医学の世界でよく使
用され、例えば産婦人科での異所性妊娠とは子宮
外妊娠のことです。
この「場違い脂肪」は初耳の方がほとんどだっ
医療ジャーナリスト 大谷克弥

﹁ 場 違 い 脂 肪 ﹂と は 何 か ︑ど う 予 防 す る か ︑に 強 い 関 心 が

でした。メタボ時代と言われる当節、脂肪という

たので、大きな反響を呼びましたが、その道の専

しかし、筋肉に化けてしまった「場違い脂肪」は、
「最後にたまって、最初に落ちる」とも言われてい
ます。最後とは１番、２番の後に来る３番目という
ことです。そして最初とは、適正な運動をすると真っ
先になくなる、という意味です。

門医たちは数年ほど前から “ 危険な脂肪 ” として

テレビで推奨された運動は、ハワイ生まれのフ

警鐘を鳴らしていたようです。何がどう危険なのか

ラダンスと、
力士たちが毎日取り組んでいる四股〈し

を、次に説明します。

こ〉踏みでした。フラダンスは中腰になって左右に
ステップを繰り出し、四股踏みは両足を大きく広
げて腰を落とす運動ですから、共に下半身の強化
に大きく役立ちます。これらが無理なら、少し大
股で速度を強めるウォーキングでも効果はあるそ
うです。

【筆者紹介】
大谷克弥（おおたに・かつや） 医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞
社出身で、在職中に長期連載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。
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雪道を歩くときは気をつけて
雪害 といわれるように毎年、雪に悩まされている人たち
には申し訳ないが、雪が降ってくるとうれしくて、外に出たく
なる。広い庭があれば、犬のように駆け回りたい気持ちだ。
雪の日の通勤、通学。職場や学校に行くときはいいけれど、
帰りの雪道には気をつけたほうがいい。童歌にもある。
「雪（行
き）は良い良い、帰りは怖い…」ってね。
テレビのニュースを見て「東京の人は、わざわざ転ぶよう
に歩いてる」と、北海道出身の友人が言ったことがある。雪
道での歩き方は――重心を前に置き、足の裏全体を路面
につけ、小さな歩幅で――歩くのが転ばないコツとか。
落語の『雑俳』という演目。そのなかで「初雪」を季題
にして、

7

[ 筆者紹介 ]

初雪や一の字一の字の一本歯の下駄の跡
初雪や象の足跡野球の手袋（グローブ）かな
などといって笑いを誘う。
それぞれ、元になった句がある。
初雪や（本当は「雪の朝」）二の字二の字の下駄の跡（田捨女）
初雪や犬の足跡梅の花
「足跡」
は「あしあと」
のほかに
「そくせき」
とも読む。
「そくせき」
は人の業績などを指す言い方だ。さて、あなたが今年残すの
は「そくせき」それとも「あしあと」？
(1 月配信記事 )

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
間探求」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紙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。

つの間違い探し

＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。見つかりますかな？ （答えは15ページにあります）

[ 作者紹介 ]
神谷一郎（かみや・いちろう） イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫
画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・ＷＥＢ等で活躍中。第３５回集英社ＹＪ新人賞、第５１回講談社漫画賞などを受賞。第
４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニアックサイバー」（グラフィック社刊）。

俳句同好会の
句をご紹介します

選評

うそ泣きを連れる散歩や冬日和

松尾隆信

籾井裕史

足立祝美

子の泣き声がするが︑本 当に泣いている声ではない︒何かせが
んでいる子なのだ︒散歩中に見掛けた景であろう︒冬の日差
の中での親子の思わずほほえんでしまう光景︒

いってきますと水仙を剪る妻へ

今日干せる蒲団日溜まりに寝る心地

農廃めし納屋を出で来し嫁が君

三谷二三子

荒井寿一

﹁ 嫁が君 ﹂は︑よめがきみと読みます ︒正 月 三が日のね ずみ
をこのように言い︑正 月の季 語になっていま す ︒ね ずみを 見
る 事は少 なく なって来ているが︑使 われ なく なった農 家の納
屋は︑ねずみには良い住み処であろう︒

湯豆腐や一番大きな父の箸

繭玉をくくる柱を磨きあげ

一目づつ母となる日へ毛糸編む

加川澄子

初日の出光りのごとく眠る子よ

箱入りの柚子湯の柚子の届きけり

滝口勝弘

加川秀男

手品師の仕草のやうに毛糸編む

床柱に裂け目一本去年今年

冬草に連山白くなりにけり

竜の玉清水寺の組柱

貴 方 も 俳 句の会に参 加し ませんか？
俳 句 同 好 会 会 員 募 集 中！
問 合せ先：平 塚 法 人 会 事 務 局

℡0463︵21︶2891
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新春落語会

1 月 21 日（土）於）平塚市中央公民館

出演：写真左から桂歌丸、桂歌助、江戸家まねき猫、春風亭昇市
今年の落語会は桂歌丸師匠の復帰後初の高座となり、テレビ局・新聞社などのマスコミ関係者も多数訪れた。体調はまだ思
わしくないようでしたが、いざ高座に上がると張りのある声で「声は出る。声が出なければただのミイラ」などとユーモアたっ
ぷりの話しぶりで、演目「つる」を披露した。

新年賀詞交歓会
1 月 24 日 ( 火 ) 平塚プレジールにおいて新年賀詞交歓会を開催し約 170 名が参加した。会員のほか、来賓として松本平塚税
務署長、金子平塚県税事務所長、落合平塚市長などを招き新年を祝った。
またその中で、会員増強表彰および福利厚生制度優秀推進員表彰、納税表彰者、法人会功労者への記念品贈呈なども行われた。

鏡開き風景

会員増強表彰

秦野 第 1・2・3・4・5 支部税務研修会
２月８日（水） 於）秦野商工会議所

「税制改正と相続税対策について」
税理士

一色義信 先生

平塚 第２・３・４・８支部研修会

２月９日（木） 於）平塚プレジール

「事業承継と自社株について」
税理士

小泉重治 先生

平塚 第１・５・６・７・１１支部研修会
２月１０日（金）
於）ホテルサンライフガーデン

「医療格差と
セカンドオピニオンの重要性」
AIU 協賛協力講師
ティーペック㈱特別認定講師

12
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星野 修氏

女性部会

福利厚生制度
優秀推進員表彰

文化講座「新春大歌舞伎」

市川右近改め 三代目 市川右團次 襲名披露
二代目 市川右近 初舞台「雙生隅田川」を鑑賞

青年部会

租税教育「租税紙芝居・湘南税金かるた」

「紙芝居とカルタを通じて、楽しみながら税を学んでもらおう」を目的に、今年度は５校の小学校で開講した。
開催日 平成２８年 12 月１５日（木）実施校 平塚市立勝原小学校（６年生２クラス）
開催日 平成２９年 １月１７日（火）実施校 二宮町立一色小学校（６年生２クラス）
開催日 平成２９年 １月２４日（火）実施校 平塚市立山下小学校（６年生２クラス）

女性部会

開催日 平成２９年２月１４日（火）実施校 秦野市立南小学校 （６年生５クラス）
開催日 平成２９年２月２１日（火）実施校 秦野市立本町小学校（６年生３クラス）

租税教室

女性部会では今年度から『租税教室』を実施いた
しました。身近な税の話から ” もしも税金が無くなっ
たらどんな世界になってしまうのか！？ ” を想定した
DVD アニメ「マリンとヤマト不思議な日曜日」を見
てもらい、納税の義務を果たさなかったら、どのよ
うな生活に変わってしまうのか、など税の必要性を
考えてもらいました。
授業の中には、一億円の重さ体験など、子供たち
が飽きないように様々な視点から進め、子どもたち
に喜んでいただけたかと思います。

開催日 平成２８年１２月１４日（水）実施校 秦野市立東小学校（６年生３クラス）
開催日 平成２９年 １月１８日（水）実施校 伊勢原市立高部屋小学校（６年生２クラス）

女性部会

お正月用フラワーアレンジ講習会

開催日 平成２９年 １月２０日（金）実施校 秦野市立末広小学校（６年生３クラス）
開催日 平成２９年 ２月１０日（金）実施校 平塚市立城島小学校（６年生２クラス）

12 月 21 日（水） 於）平塚法人会館

本年度の教養講座として「正月用のお花」の講習会を開催し、写真のような手作りの個性あふれるお花が完成しました。
また終了後は、忘年会で皆さんご自慢の喉を聞かせていただきました。
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公益社団法人平塚法人会

第 5 回 通常総会開催 のお知らせ

日 時 ： 平成２９年６月１５日
（木） 午後１時受付・午後２時開会
会 場 ： 大磯プリンスホテル メインバンケットホール
記念講演会（14：00〜15：30）
講 演 テ−マ
「未定」
講 師 立教大学経済学部教授 山口義行

第１部

氏

経歴： 1951 年名古屋市生まれ。立教大学大学院修了。
中小企業支援ネットワークである“スモールサン（中小企業サポート
ネットワーク）”主宰者として、中小企業支援活動を全国展開している
ほか、外務省参与として中小企業の海外進出に関わっている。
【主な著書】『社長の経済学』(カドカワ中経出版)
『山口義行の“ホント”の経済』
（スモールサン出版)
『バブル・リレー21 世紀型世界恐慌をもたらしたもの』
（岩波書店）
『聞かせる技術』
（ 河出書房新社）

第２部

法人会功労者表彰式（15：30〜15：50）

第３部

総会議事（16：00〜17：30）
報告事項 ①平成28 年度事業報告の件
②平成29 年度事業計画の件
③平成29 年度収支予算の件
決議事項

山口 義行

氏

①平成28 年度収支決算並びに監査報告承認の件
②役員任期満了による改選案の件

懇親会（17：40〜19：00）

第４部

※
※

別途、議案書と共に開催案内を発送致しますので返信はがきで出欠席をお知らせください。
第1部の記念講演会は一般の方も聴講いただけます。

ー
ナー
ーナ
コー
Rコ
P
PR

あなたの会社を無料でPR
通常総会で企業の無料ＰＲコ−ナ−を設置

平塚法人会では、会員企業の繁栄と相互理解にお役に立ちたいと願い、
無料ＰＲコ−ナ−を設けます。下記の要領で実施致しますので、
みなさま多数のご出展をお待ちしております。
◆ 実施日時：
◆ 設置場所：
◆ 展示物：

◆ スペス：
◆ 参加費：
◆ 登録申込：

平成29 年6 月15 日
（木） １３：００〜１６：００
大磯プリンスホテル メインバンケットホール・総会会場前
商品、
カタログ、
パンフレット、
パネルなど机上に設置できるもの
※商品販売はできません
※搬入搬出は各社でお願い致します。
※総会受付開始の午後１時までに準備を完了してください。
机上（幅60ｃｍ 奥行90ｃｍ 高さ60ｃｍ）
無 料
４月２８日
（金）
までご連絡ください。
出展参加申込書をお送り致します。
先着２０社迄となりますので予めご了承願います。
連絡先：法人会事務局 TEL:0463-21-2891 Fax:0463-24-0785

人財を磨く話し方研修

担当：野澤まで

コミュニケーションスキルアップマインド醸成セミナー
シリーズ

18教程

新規開講

月3回（土曜日 1日2回2教程）

ビジネスに対する部下の意識を向上させ、信頼される管理職者を目的としています。

日時：平成２９年４月８日
（土）
より 午後１時３０分〜午後５時３０分
会 場：平塚商工会議所 2階会議室 定員：25名 ＜お申込み方法＞ お電話・FAX・ホームページより

30年の信頼と実績
所長
14
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松永

洋忠

☆法人会員には特典があります

検索

TEL 0463-58-8740
FAX 0463-58-2470
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広報委員会

（日 時） ３月１６日
（木）午後４時〜
（会 場） 平塚法人会館
（協議事項）29年度予算について

公 開 琵 琶 演 奏会

（日 時） ３月１７日
（金）午後４時〜
（会 場） 平塚法人会館
（協議事項）機関誌 THE SHONAN３月号反省について
機関誌 THE SHONAN５月号検討について

理事会

女性部会主催

（日 時） ３月１８日
（土）午後２時〜
（会 場） 平塚プレジール 5階
入場無料

（日 時） ３月２４日
（金）午後３時〜
（会 場） ホテル・サンライフガーデン
（協議事項）29年度事業計画・収支予算などについて

伊勢原第1・2・3・4支部事業報告会

平 塚 市 渋田川桜まつり
（日 時） ４月９日
（日）午前９時３０分〜
（会 場） 平塚市西真土 鷹匠橋付近
（内 容） 税金クイズ

（日 時） ４月１１日
（火）午後５時〜
（会 場） こみや料亭

秦野第1・2・3・4・5支部事業報告会

女 性 部 会・青年部会事業報告会
（日 時） 4月21日
（金）午後５時〜
（会 場） 平塚プレジール 5階

（日 時） ５月１０日
（火）午後３時〜
（会 場） 秦野商工会議所

平塚市緑化まつり

理事会
（日 時） ４月２７日
（木）午後３時〜
（会 場） ホテル・サンライフガーデン
（協議事項）事業報告収支決算報告などについて

（日 時） ４月２９日
（土）午前９時〜
（会 場） 平塚市総合公園 はらっぱ
（協議事項）税金クイズ

新設法人説明会（無料）

決 算 法 人 説 明会（無料）

（日 時）
（会 場）
（テ−マ）
（講 師）

（日 時） ３月１７日(金) 午後１時３０分〜４時
（会 場） 平塚プレジール ６階
（日 時） ３月２４日(金) 午後１時３０分〜４時
（会 場） 秦野商工会議所 １階

４月１８日(火) 午後１時〜４時
平塚法人会館 ２階会議室
スムーズな会社運営のために
平塚法人会担当税理士
平塚税務署法人課税第１･２部門審理担当官

（日 時） ４月２０日(木) 午後１時３０分〜４時
（会 場） 平塚プレジール ５階

理 事 会・委員会のうごき

（テ−マ） 会社の決算・申告の実務
（講 師） 平塚法人会担当税理士
平塚税務署法人課税第１･２部門審理担当官

■ 広報委員会
■ 組織委員会
■ 編集委員会

新 会員紹介

sun

平成２９年１月〜２月

１.１７
（火）
１.２６
（木）
２.１７
（金）

平成２８年１２月〜平成２９年１月

平塚第５ 原 卓
平塚第５ 美濃部 陽子
平塚第１０（株）ゆざライフプランニング
平塚第１０ レストランアマーレ 小林 剛
平塚第１２（有）
Ｔ．Ｍ企画

伊勢原第１
伊勢原第１
伊勢原第１
伊勢原第２

（株）
アイワプラニング
（株）
キタカドレジデンシャル
（有）
とん吉
（有）
やさいハウス

秦野第１ （株）関野建測
秦野第１ （株）友愛警備保障
秦野第３ 志間 正芳
秦野第４ （株）
ＴＵＫＡＳＡ
秦野第４ （有）雅盛左官工業
秦野第４ 鹿毛 憲裕
平塚法人会へ
ようこそ！

神奈川県法人会連合会では、法人会のPRととも
にe-Taxを推進するため、バスのハーフラッピン
グ車体広告を実施しています。11月10日からは平塚のバ
ス路線での運行が始まりましたのでご注目ください。
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つの間違い探し
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時代はアウトソーシング
スペシャリストに委託して 事業の新展開を
労働関係

助成金申請

年金の相談・請求

就業規制、賃金規程等の作成
雇用問題（解雇・休業等）
の相談
給与・賞与・退職金計算

キャリアアップ助成金
特定求職者雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金など

加入期間の確認・年金の請求

あなたの疑問やご相談に、年金、人事・労務管理、労働・社会保険の専門家である社会保険労務士
が無料で応じます。
どうぞお気軽にご利用ください。 ※予約制
会

場

日 時

予約電話番号

平塚市役所 ５階相談室

４月１１日
（火）、５月 ９日
（火）

13 時〜 16 時

0463-21-8764

伊勢原市役所

４月１２日
（水）、５月１７日
（水）

13 時 30 分〜 16 時

0463-94-4711（内線1126、1163）

５月 ２日
（火）

13 時〜 16 時

0463-82-5128

東海大学前駅連絡所（小田急マルシェ東海大学前内） ４月 ４日
（火）

13 時〜 16 時

0463-82-5128

平塚法人会館（平塚市代官町 11-38）

15 時〜 16 時 30 分

0463-21-2891

市民協働課

秦野市役所教育庁舎 １階相談室

平塚地区

市外局番

0463

飯 島 眞 一 080-1133-9166
石田 悦造 59-2008
板橋 忠昭 33-6154
井出 準二 61-6836
今井 貴美子 2 3 - 5 2 5 2
岩城 義憲 57-2661
岩本
学 30-3222
岩本 克彦 35-5653
岩本 直人 54-8261
内 田 早 苗 090-4055-9008
大谷
茂 23-4616
片寄 茂夫 24-6989
金丸 亜紀雄 3 1 - 7 1 5 5
岸田 由佳 22-1500
北村 由利子 3 7 - 5 4 2 5
工藤 克己 24-0040
斉藤 敏治 55-1916
佐藤
出 30-1230
菅沼 久夫 36-1032
菅原 洋明 22-7768
杉﨑 正文 21-7327
鈴木
博 74-4908
鈴木 宏之 23-6124
中原 大助 22-6280
野崎 秀紀 21-3477
野崎 悦子 21-3477
原
文 雄 58-6459
原田 幸彦 24-5077
半田
賢 22-1936
平野
茂 72-7058
水島
忠 33-8607
森
毅 23-8072
森久保 玲子 050-1001-3593
山本 真吾 80-8473
善最 啓治 59-7017

４月１３日
（木）、５月１１日
（木）

秦野地区

市外局番

伊藤 和彦
石田 正樹
瓜生 洋士
大野 貴宏
大庭 雅之
加藤 一也
川口 祥吾
栗原 和子
栗原 好弘
斎藤 俊二
新
憲明
新谷 有紀子
杉田 裕二
鈴木 和行
髙橋 正三
田中
仁
遠山 里砂子
冨里 設夫
内藤 房薫
野田 幸男
牧嶋
務
牧野 正雄
望月
充
安富 かおる
柳川 克博
吉田 幸子
涌井 好文
渡辺 俊二

0463

78-3270
87-3310
81-6530
090-7400-3962
85-0363
87-5222
89-2001
82-4584
83-3729
81-3602
83-8020
82-4584
82-2098
83-6531
82-7167
73-5461
82-4584
88-7020
82-1268
83-2685
81-5776
77-5671
81-8487
87-5158
81-1655
75-0592
79-1803
78-3752

大磯・二宮地区
市外局番

伊勢原地区

0463

飯田 由見子
71-7189
石橋
薫
73-1572
小澤
彰
73-2670
加藤 高史
61-7133
小島 洋子
73-2439
小清水 正行
72-3952
杉浦 ひとみ
71-0342
曽根 晴光
61-4893
羽根 かほる
71-4148
宮 田 賢 二 090-4241-3494
村川 弘幸
71-4864
薮田
裕
71-1061

市外局番

安達
伸
石垣
忠
石川 一雄
石塚 雅己
大澤 真由美
大橋 成太郎
梶山 春雄
神薗 健太郎
熊野 道子
篠原 靖幸
垰田 孝司
日向
弘
古川
信
松井 宣之
三嶽
忍
横山 民子

0463

93-5879
94-6226
92-0629
93-4336
91-6615
91-3402
95-2849
71-6775
93-8373
93-2634
94-8130
93-7362
95-7990
91-5054
26-5846
91-1511

平成２９年３月（4月納付）分から
協会けんぽの健康保険料率が変わります！
神奈川県

9.97%→9.93%（労使折半）

平成29年4月1日から
雇用保険料率が引き下げられる予定です！
負担者

合計

被保険者

事業主

3/1000

6/1000

9/1000

農林水産・
4/1000
清酒製造

7/1000

11/1000

8/1000

12/1000

事業

一般

建設

4/1000

※法律案が国会で成立した場合

書類の提出にあたっては、
その基礎となる賃金の定
義や保険料の算出について専門的知識が必要とな
ります。
社会保険労務士は適正な事務処理を事業主にか
わって的確に行い、事業主の負担を軽減します。

お近くの社会保険労務士までご相談下さい。

神奈川県社会保険労務士会 平塚支部

※平塚支部に所属する社会保険労務士のうち、開業会員組織に加入している社会保険労務士のみ掲載しています

