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“

昭 ll1 02年 2月 1[]

=想 うがまま=

兎年に想 うこと
久
=地

区会 斎藤 秀智

"年

の久■地区会の成果は澪

しく加入事|よ 80%を超え 大型

保障や事業計画も順調に消化し

てに狩野会■の勲五等贅光旭ロ

0受
=の

叙勲祝質会など寅年ら

しく盛り薔りましただけl_今
`F

はえのごとく履進して一層良い

年でありたいと年頭に合するものです。

1月 4口 付日本rF済新聞の発よした都市総合怪済カラ

ンキングによりますと久■市は全国653都 市の中で綜今

指数 2Ю 9で埼上県下では勿綸 トップで全国でも24位で

あると書かれて日 ります.

住民として不安にかられる延もありますが それだけ

希望が持てるのかとも感じます。●■在の織 力はず

っと下って 144位だそうです。それヽ久喜市は下水道の

普及があざましい割には公大蔵議が何もないに等しかぅ

たが く県立の図書館はあったが)iヽ立の図書館も近く関

館され 3月 には立派な総合文イヒ会館がオープンになつ

ます。プラネタリウムも

“

え音響装置も立派で1∞0名 を

超えた集会も出来ます。

それに

'き
かえ我々零lm小売商は大宮,春 日部などの

大型都市と大型颯・ c店 の影響を受けて今迄の人口増に支

えられていた安易なボ態から自動,力が絶対必要の時代

に入って来たと思います。加えて来年から売上■メ新設

されそうで政府は内需拡大を図って

'tれ

ていても円高不

況で低迷している商滉に壇い打ちで不』益が出なくなるの

で ま? とし配して

'り

ます。

直問ltヽの改正iま 良くt4り ますじ不況でもl・|れなら税

源が比較的確保し易いが,木だ企容が判りませんが年商

1億円の売上げて課税業者とそうでない業者との区,1や

メーカーから小●G商 までに

'る
流通経済の複雑や,そキt

に ,開■業者のことなど更に不公平が多くなる様な気

がします。

兎は機を見るに颯とムわれますがあの長い■は正確な

情報を集めたり,血管は体世の調節ラ・●エーターの働き

をするそうです。また日の一方はnt方 のチャンスを見る

と共にもう一つの日は

'一
の1寺 の逃難口を探すのたと本

に書かれていますが,走丼今年
'よ

それを真似て会社のお

全化を計り より良いえ年であつたいと思います。

=想 うがまま=

す。て庭に出ている。暑さ栞きは若るもので調 節 を し

て 冬でも夏でもそうしている。新鮮な外気は たとえ

機のないうまさを灌えていて,私を包んでくれる。

口,中央部のil―反の鷲地の半分が この稿の材料にな

っている庭であり その朝のひとときが私にとって雑般

の労書を,菫 rtさせてくれる0の洸濶の場である。広くも

なし,狭 くもなし自分一人の作業は,心の修練道場には

かならない。俊が人生に関連する万般を思考する哲学の

空間でもある。平草は冬でも生菫し雹子を蒔き散らすた

め,兄かけ次第根こそぎリユいて甍

"し

ている。これを

怠ると春になってから力′Jを lll大 し,今 までの毎朝の作

業が水の池l‐ なってしまう.先手必膀の構えで立ち向ぅ

ているので さすがの雑|“ も我が家では旗しなしという

ところ。

さて,表題の′くイオ
'ズ

′、とは 辞書によると人|・|'こ

に身体 感情 知性それぞれの周期的 リズムがあり,そ

の
'ズ

ムに合わせた生活が望ましいとある。

戌熟した現代社会は,情報の過多 競争の関 し 急薇

な変化 予測と対応 スケジ・ ―ルの過密 交通渋滞

人間関係
=,ス

トレスを受けやすい要素に満ちていて,

ともすると自分自身のパイフリズムを/tれやすい時代と

いわれている。反面,今こそ 常口頃の勉強と,新 らた

な開発男力で,知的能力を発世すべき時でもあり,その

意味するものl■,基本的な自分自身のリズムを 自分白

身でうかむ事にある機です。我にかえることが′くイオリ

ズムの原■.

世は物の時代から,心のlV代にうつりかわっている.

ふと 思い出す。夏口漱石は,ttの書き出して,「智に

働けば角力i立つ。情ヽ絲させば流される。意地を通せば

窮屁た。とかくに人の世は  ̈ 」

バ イオ リズ ム

杉戸l躯会 砂

"l 
祐 亮

仏の趣味は,庭い し

'と
読

書.自 分自´これらが最も体の

パイオリズムに,っていると思

っているので とても楽しい
'i

l●lに な。ている。

私は早起のタイプで 外が明

るくなり次第,雨雪の日以外き
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法人会,税務署,税理士会

三者懇談会で意見交換

1,11● 1イ 112月 2 . さ口 1́税務8で法人会l ml

会長 税務署幹部.■ lT十 会‖H:え

"」

長の三者黙

議会か明71Fさ れまtt_主なllttFl容は次のとお
|)で す

いよ).■事会のう11● ま年間 36´ |.

一方,注目さiイ,会 贅基準モ|ま 資本午告|が ,ヽ,

とも多く全国,た 人会のう|,126,ち が1キ‖」[`い ま

,.次いで均等が188% 0^0と 均等のlj"が

l12%と な ,て い

'す
.,日両に■るli本今 lll

●ヽえている傾向にあります

■して平湾会安 ■11「[6i65■ =ヽ:口 ,1`ス る

と公tt∞0社木治6,7283. 500～ l tXmL(6メ 11

■ 1000～3000′ り 166∞円.3.0(1～ 6.1111

が7,128円 ,6 un社辿ヵ18631円 という1'い 1に あ

ります。

次に法人公

"i勁

の●員会の動きをなると,設置

委員会として ま絆務 笙繊 税亀1,■●がもった

も多く,研修,厚
=メ

贅!七較的少ない ´■●|・ 開

lTは 平均■ 3● _

このほか0国 487%の法人会が肖年部をitけ て

おり,年間予算は平均 140万 日.婦人IFIよ 11%の

法人会がつくっていよナ.

新設法人 の加 入

4委員会で検討

嘔1161年 12月 16日 |「 十日,lj鴻 :会 ||((相 Dふ

.・法人会の総務,り Il・ .組織.l_報の

“

‖静!委

11長 会議が開催さオよlた .こ れは12'12日 の■

イバ議会でのは見をもとに 噺 設法人の,人につ

tて |を■譴 た ,ヽのです。

春 曰部地区会

事務局が独立

ヽ日計,ll区 会(|よ (社 )■ 回部法人会に■務を

'託 [て おりませたが このたび辮 1独立 t,lt区

会事務局長に野口政治氏が記●しました。 IIfry局

|■ (社)十日部法人会の iナ リ■なっています .

IT' 林A織率の向上と

"設
■人の加入について

, おt務署およびI tl■ ■会の協力につい て

' 
りlrl・ について

, 大型保胤

`度

の■■について

'I野

金作法人会長,赤イitF市税務署長 i"'′
雄税理「 会文部長らのFOで 活発な意見交換がllわ

オまtた.(写真=■務ンで開かれた :イ tL談会

での′ヤ野会長ら法人会上高」会長)

全法連が法人会実態調査

年間会費は平均 6,765円

0■法′、会総連合 (●ユ迪)ではさきに今ヽ
`)

●1'、 会をヽ家|こ 「tL人 会人態調 41 をイ:い その

l■ 果をまとめました。それに るヽと,■1■の平ll

人数は527人 で規椰 1では

^員
500社 末llの法人

会で298人 ,1,∞0～3000 「́ (50人 .3.000～

6 0oOネ「で616人,6(X川社以」
「

C'53人 とヽィて

総合葬餞 霊lla車  花環 生花

果物篭 寝台自動車昼夜運行受付

■■ 報 ドコ iば l.11参 L女 |ま
`

花 勝 の
若発

で格調ある式典を¨

春曰部店
41:`市 IL壁0294(■ 口武釘t ll

●(048715421641ヽ

岩 槻 店

■

"rl奴
メ 1032

●(048798:171代

いえ藤葬季
庄 和 店

「 在世fPi`|`11327「ギ■スー′ヽ F
l■ (0487464432イヽ
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2月 16日 から確定申告

正 しく,お早めに

日  ¬う            ¨ nt“ 年 2 ,  1 1

■■ 確定■」をするこ″のIい十ラリ ‐ン

lt.ti=詮 や

「

輩費■|ち: `it'k告 |● 1ヽ)

|14贅 どの■%ミ を二 十ら,tろ 4■ よ、tLI:に ■を

す,tr源 泉後収されたげ|■ 1ヽ,,t′ |さ |ま す こ

の■●を受 するための 
「

I ツ月11 ●で lヽ・

1」 できますので中Lillt lめ に

'Itヽ
`で

きるだ■

郵,`で |い 出 lて く11さ い

々た.■■を■けるため
'“

,t中 ■をする場合

に ま 17与 サi■ や送

“

,`■ つ ||の |″1企機の合計

級´J″ コ

'卜

,あ .rt こ11を ,めモ中■ 1_

た 卜れ Iな りません‐

納税は期限内に

“

ヤ■■1■ よる●←社の

“

●Lよ   |ltま た

1ビ 3L116¬ まで〔

' ;口
■内に納■を済 ませ 〔

`tだ さい.

1た.すでl`振十納11■ 1111し ているオ|よ  11

tさ れたIH十 ● I年 の段嗜確イ:ゃh嘘れに,1合 う

″:4.金 の準備を t〔・・いiく だ い .

11:切■を過ぎま |た .■ ||と な .、 ている

'f:■
`:1.■

|(6´′(5■ |IL姜 で よ年 ,3ク′)の■

1■■
'力

か つま
‐
す

ヽお, 度に格めらⅢないとき:t,rt■ ■で

ltめ て,こ たになる¬1な の2`|の 1'〕 卜を3月 16曰

■■にltめ ると 贅つのllイ をで

'1¬
まで延枯

すること力■できよ .ヽ 11■ 1, |:粕り嘔「]中 tt利子

|`力 力`ヽ力ヽ 0ま す.

振替納税制度のご利用を

,=■のい籠方,i■ ,振 拌■■の,■がありま

|^こ のギ

"を
つ:用 すlt I 銀,な どのrliけol

ll● ら技iに よっ〔|ヽ おriる Iを ん■できますから

,l・tの 1:0つ i数が少なく済な またウ′t,■
川1■ をt't i柄 してしまうこと ,ヽな くなり大変

便利です.■ ,i内 ■のご不1川 をおすすめ 1をす.

法 人 ■

け■16年
`下

の 111■ の

“

定 どlt P'11¬ から

ltし まります.1:1即 具 1‖ 同11口 (例年は■月

13日 です● ^午 よ3,,15¬ 力1口 l● 口こあたるた

め,で■
'.瑚

上「,I t't十
=■

■
`ょ

大,
江■し,'Jち つt `|■1●

=な
か ,■

' 
■|■ J」

お待ちい●たくよ うtiと に ■,か´ませ′t そ

のため請t11,ヽできるた|'早
`,■

rヽ十 せ 1● :

さ|.

確定申告をしなければならない場合

次のようた場合|ヽ 市I Iiを 1な け
'■

riり ま

せ た

1 ■■をし
`tが

,卜 , I地や建″を,t,た

場合など
`ド

|¬ n ll'の 11● 令項の合言雀メ基礎

■r trl●ャ, 扶,■ アヽなどの
「

待■■●)●

言
=を

こえるとき

2 +ラ リ マン●●与の■1スが l.ユ

"ガ
1を

赳える場合,給 ,け

“

1ゃ退職 ,F● 以
'卜

の,`7●4
の合計

'が
J'″ |を ■,tる 場合tと

―総合物流のコストダウンはおまかせ下さい―
普通倉庫業 自動車運送取扱業・建物賃貸業

家材保管から大企業物流まで

日本合庫協会 所属会員

株式会社 幸 松 倉 庫
l.j玉県春日部 li大字樋篭542 TEL(o487)54-1 4 1 31tl
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1売上
十    ′   ′

自民党が売上税のPR用 として 1税件り改■Q&
A_を l「 或しましたが,その内容の 

“

サを紹介し

ますと一― .

売上税は どのよ うな税ですか

1 売 |■は現41の洒llや ll品 ■のような特定

の物品に課税する個別的問接税と|よ 矢り,■
"|としてすべての取1を課llt対象とするll費税です.

売 L税の納税義務とは国内の事業者および輸入者

ですが, 事業者白

'に
Ft,を 求めるのでtよなく,

■と,流通の各段階の事業者の売 J―|に 課される

税額 ま,その事業者の販売する商品やサービスの

価格に に乗せされて次々と転嫁さlt,最終的には

消費者が負担することになります、

2 またこの税て よ生に,流
'醸

の0■ 1で ,■
,

二重の,がメされることのないように各 1'Xイが

fl入れの段階で負担した税額を.各 ■業者の売 :

げにかかる税額から差引くことにより税の累積を

″1除する仕組みがとらオtて います。

非課税の範囲はどうなるのですか

1 ,t上税は幅広く薄く,ヽ担を求める税ですか

ら非課税の範囲|ま できるだけ限定したものにする

のが望ましいのです。

2 売 帆 が非課税とされる
'ス

1を 人とく分け

ると

● 消費税として|1格 ■課税対象とすることに

なしスにくいもの (■地及び有価証券のi妻渡 受

取利子及び保険料収入等)

(口, 特,1の 政策的配 L3か ら課税することが適当

でないもの は 食料品,社会|・ 険診渫,仄薬品,

学校教育,ネt会福祉事業.住宅及び住宅・t設・ナー

ビス●)

|ヽ あ

“

iの個月1消費札との調整の結果,売 ヒFt

の課■対象とならないもの (灯油, ガツ,ア ,飲
食イヽ,■ llイ 等ヽ)  の 3つ●・ ク′レープになると

思われます。

誰が納税義務者 となるのですか

L 売上税の課税対象は,0国内で■業を行う

者が有債で行う資産の譲渡,資 lVの 貸不1及び役務

の提供と②輸入貨物とされ てヽヽ ます.したが ,́

て,納税業務′には国内で製造業,4ヽゥt業 ,サ ー

ビス業などの事業をliう 方をはじめ, 自由業の方

も含まれます。また,例えば機械器具のリースな

どは資″の貸flと して課aの対象に含まれますの

で, '― スを行う方なども納税業務イとな りま

|.

2 ただ,課税される取]1の 年間の売上高が 1

億円以下の場合は納税業務は生しません。これに

より1酎人 法人も合めた0事業者の約 9割がプ1課

移

`事

業 とになると見込まれています. しかし,取
りの関係などによっては課税業者となった方がイj

利な場合もあるでしょうから 選択により納税義

務者となることも・j能 となっています.

3 なお,輸入貨物については,事業者に限ら

ず,消費者が輸入する場合も課税されることにな

つます。

ナ

′

一

つ
′・

だ
‘

何
‘

て
‘

つ
′

税
‘

クスリ 育児用品 衛生材料

薬

漢方薬

久 喜市 中 央 1-
TEL 0480(21)

6-5
0028
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ITAXス クランブル
|

侍全烈1子は相続資産分だけ必要経費

父が‖金をしてアスートを建てたが,企額返済

しないうらに死亡,こ のアバ トを母と子供の 2

人でlt分 を,それぞれ 2分の 1と して和続 した

が,11金は,洵 人で返済することにした.

こうした場合,母が返済する什金の利子は全額

必要経費になると思いがらだが,現実にはそうは

いかない.11金の城額の 2分の 1に対応する利r
しか必要経費にすることはできない.

古,社員を監査役にするのは4な し

ウト企業では,取締役会で■,ヽ選イエしていない

専務や常務をつくり,経営戦囃 rlに 効,tを あげて

いるとこと
"｀

ある.つ まり, ・自れご であって

その肩書が対外llに も成果をあげるな ら大 。■こ

“役員名"も与えようというわけ^

こうした・ |1称組"は,税務 卜ではll用人兼務

投員になオlる .したがって.賞与も損0に なる_

ところで,そ うした考えを拡大して古参社員を

温情で慌査役にする例がある。監査役の■事をす

るので|ま なく,あ くまで名日たのこと。

しかしこれは,ズい^監査役の肩書がつけば使

用人兼務役員になれないことが法人税法に^ッ キ

ツ規定されているのだ。

賞与弓1当 金が3年間で失くなります

国税庁が調べた昭和∞年分法人企業の実態によ

ると,1当 金制度を利用した法人の割合は貸しlll

れが273%(前年277%),賞与力匈46%(同 117
%),延験給与が70%(同 72%)と な,て いる.

1小企業の利用は

't倒
オt引 当金に■ l,退敗

給与]当金の Fll用
=少

ない.

こうした利用状況の/.か で賞与り当0だけが廃

ことなる・
‐
7_が ,62角 1度から全礎というのではな

い. 3年 剖で廃 卜となるもので,現行の,H金算入

限度額満 2年度に 1分の3.63年 度|ま 2分の 1,

61年は 1分の lと なる_

特別注文の機械でもリース扱になる

リース取]であっても契l」の内容 に よっては

1売地 となる。特,1,文 した機械 装置をリー

スした場合もそうである.こ れ|ま,契約lλ リース

であっても, リース●IIが その機械 装置の返還

を受けても再びlLに リースすることはできず売買

と同じというわけ.

ただし.特 ,1洋 文であっても次のようたクース

は売買にはならず ,― スの17り 扱いができる.|)
その機械装置の法定 ll用 年数のЮ%以 Lの ―1数を

'―
ス期間としているもの0 取けのリ ス期間

中のリース料金・ f額メ

“

X)万 円以 卜であること.

子供の事故で受ける保険全は課税

保険l‐ もいるいるな種類があり,火災保1炎 で家

族の交通傷●保険もあわせて契約できるというも
のもある。

ところで,こ の保険の契約者が父になっている

ような場合 子供が交通事故に遭い支払わllる 保

険企は,金がかかるのかと考え込んでしまうよう

な人がいる。

tか し,0[法では,文払いを受ける者力ヽ その

″体に傷害を烈 ナた者・12配偶′か直系血族, また

は生計を―にするその他0親族であるときは課税
しないとなっている (所得■法来本通達9-31)^

,¨ ~………… …

一般建築材・竹 総合建材

○銅 島村政音材木店
南埼玉郡宮代‖J■ |:央 2-19-14
電話杉戸 0480(32)0266ψご
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医学博士 松本 康夫

年齢と聴力

オーディオファンなら ■ズを表わす´ルツと

ヽうことばをよくご存知だろう. ステレオは一般

的に,高低の徴妙な計がどこまで出せるかによっ

てltし悪しが決まる。

このステレオが1日r一番,心地よく響くのは渤´ヽ

ルツ前後とされている.オ ーディオマニアが古,い

するのは,低いとスの調整だ。低い音域の1搬数

になると技術が必要になる.通常25～30へ ′
'ツ

ま

で出せると共示してあるが、 子にビ地よいのは前

ヤさしたような50´ ルヽ ソた.

人間に聴こえる周波数1ま

"～
2万ヘル ツといわ

れている. しかし, ヒアノやバイオリン●・1 番高

い音が,10(Ю ´ヽルツぐらいだから,高い方の音は

あまりなしみがない^

コウ■,は 人間の聰こえる限界の 2方 ベルツ以

上の .l波数を発して111Hlの 連絡にlkっ ている。映

画の 1大

"し

にも.人間には聴こえない高い計の

笛を吹いて, 人を呼び寄せる場mが あ ,たが,ぁ

る種の動物の聰力は,人 F●3が想像もできないくら

いに感度がよい.

人間は誰もがかなりの幅の■1員 をひろえる。と

ころが,人間Iよ どんな人でも
"代

の終わりから30

代にかけて, この音域をつかむ能力が低下してく

る ∞歳～55歳 まではさ(■ ど気にならない力1 そ

れll後 は急速にこの聴力が低下してくる.

この場合, どの音域のと●l聴 きと,に くくなる

のかといえば,ます例外なく高昔が聴ざとりにく

くなる。実験によって,人間が話すことばから高

い用波数の計を除くと, ・lを話しているのか, ま

ったく分からなくなぅてしまうことが分かってい

る。老人がイジイラしたり,怒 りっ|ギ いのは, こ

うした聴力の表えによるもので|よ ないかと指摘す

るむきもある.

ところが,最 lr■ ,おい人たらの でも, と人の

ように高い音を蟻きとれない人が増えて きてヽ

る。いわゆる´ヽッドホーン難聴とで ,ヽい うべきも

のた.

ラジオやカセットを,い つもヘッドホーンをつ

けてШいていると,:Iの 奥にあるカメツピ、りのよ

うな内■のよ氏1典 という嗅の人口の部1分 の感度が

純る.そのため老人のような難聴を示す人が多く

なってきているのだ.

賀ふ
新がんイ呆険はくがん〉による入院時の経済保障をします。

沐人が契詢者となつた場合の縣 料は■全極いされます.

みんな腱嗅でい

'■

ばこそ

11■ のみなさまが

安心して慟ける環境づくりに

新がん11資をお役|て くださ|ヽ
|

く,^β検の′くイオ●ア

ー
Z二 1222Jよ

'J:今
は隆全:[

大富支社 :OM“ (45)1245



法 人 春 日 部 昭 和 62 年 2 月  l H

蓉富i=獣
>(社)春 日部法人会加入事61%に  61年 I切 ～12

月の企貴lt強で新規人会された法人はあ1社 とな

り,12月 末の会員数は 3.536刊ち加入率610%に
なりました (男崚 参照).役 員をはじめ■理■会

税務署のご協力に深く感謝します.なお, 5社以

上勧業のあった方は 2月 5日 の資祠交歓会の席 E

`Lが `1夕

lす ること

'従
業員の

“
%以上が参 lrす る

こと  の3条件を満たしていなけオ■またりませ

ん.

>宿 曰直手当は2,鋤 円まで非課税 会社が行日

直者に支給する手当のり晰 乱額が今年 1月 1 か

ら」
「

りました.宿 直手当はもともと給与所
`号になるのですが, 1回に支給するT当が2301円

(改 J:1,1600円 )tでなら

'「

よ税となった ,ヽの

です.

>凄い映画がやってくる 脱税犯罪の映niが■成

し確定中[直前に企同で封切られます。 |′ ′しサ

の女J力 そ`れ。マ′ウサと|ま 査察11の ことで,11税
′を■う女性査察官の生態をllい たものです.lll

本 監

"は
「お4式  で大ヒッIを 飛ば tた伊丹

|三 IT.Iた 税テタ‐ックが克llに描か71て いて早

くも人となえ響を呼んでいます.

1編 1集 ■後 記
|

1)親 tま れる会ヨtづ くり・
‐ため「会員の

“

_の
FfIを 新設 ttす. Jx)′以内:こ 彙とめ投罰 tて下

さい.こ の欄は会量の・交流の場'に て、したいと

考えています.

= 税 0元年
｀

などといわれ (tヽ るように税判

がいま最も注目を集めています.ゥ|卜,と いう大

型籠が導入さ,tる ,1ス みであつ,I「めて経験する

ことにな ,ま す ●lも が不安

`い
っばいです.

● 次から会報の内マドを 新する予定です.■元

に密着 1た lltⅢ lに するよう検討しています.(T)

t訂正:

"1を

打12り で,野 ′:,そのな勲が勲 6●瑞宝Ⅲたた_

ていましたが 勲 5,■光旭口|の 炒1つ てした。●

't惑
をおか すしたこ■を′くお,`び玖します

ホHl1 1  1 616 .

= 
槻

1 1・7"|

で感謝状およ

び記念品が麟

られます.

>2月 0日 に

賀詞交歓会

法人会加入状況  (6112'1■ 4つ

法人

`:名

 よ人数 会員数  ,1へ■

8'01 5)i

73F    61 0

久

一
燕

:,

11

5■〕

“

3(社 )十 日部法

1li 「 i l

6ヤ 1+ 
「

i16

113 i3 1

12

111  (,6,

わt● ]77      ,,    11 ,

r  i

大会ll賀詞交

議会と新春蔵

演会が 2月 5

日 在日都市

民文化公鮨 1

階小 トール〔

開かオせ ます。

識洒a六人谷最

氏 (「

"コ

ン

十 ′ιタ ン ト)

を講

`市

とし,

テーマ |ま 「/1N

業 戦 lllと 人

150

2171

5' 1

,0(,

61 o

朧
　
　
認G ,IL

尉 5 790   `, 136

TH_.

卜海夕ヽ社員旅行費が非課税 lL業 員の海外FL・ 安旅

行費を会社が負4■ Iた場合 ´llnィの給与とt(
課税さ,tて いましたが, 今年 1月 力ヽらこれが,「課

税となりました。ただし条″「があってい 2 ri3日

以内の海外旅行であること,安月の半額以 |を会

ひ な人形

五 月 人 形

日本 人 形

古

一
乗

○ 総 本 店  ∫奇Tり1岩槻市本田13 2(り(前 )● 048子 (56) 1111(代表)


