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岩槻城黒門 取ll 岩槻地区会 議川  11氏

〔わ が 町〕
岩槻城黒P3     `       ~

こり

'W(よ

そ|り 十 太|1芭 濯か関八川の |ヒロ1砦 として こ|)lLに

ヽいたH観域のイ:九域Iヽて uH治 初11j奇 玉県庁に

'1曽

され県庁の

正門となつ 後に力 ‐・公合。)工門になり黒H」 と呼ばれ多くの人に

朝 tよ れてき十.昭 1129■  こθ)黒||は 岩槻市に1ム い ドけになり

昭

`145年

市,ケ ,コ i築の際 11市役所内から現在地せ1槻公国に,″ 11

`|口

]13万社
のィ中r.|が みん

なのために■

●し(い ます.

されオ . 取材 を槻地区仝 藤川  |
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東玉人形会館をご視察 オ拇!し 区会 戸 塚 健 蔵

本うららかな去る1月
'日

H,

オーフンしてI]も ない中 に
'、

形/‐

釘イに皇太子妃美智子さまと紀官さ

まをお迎えする光米に恵まれまし

た

当 1は |｀

“

1■11分 ころこ到着.

岩槻駅 11'崚 りや人形会館知 げJ近

た.ひ な人形の ■ ,く t,｀ や・賛結 | ・ヽ
 ・衣■

つくつ・ ■■大変興
'人

よ くこ覧 :´ なつ
~夕

国ヽにも

誇れる●Iく な仁tt T共 〔すね、長 く

`な

世
`伝

″ こ

ださい と,Iを か|,ら オiよ し′=. この
'号

でlt t
演をこ覧 ■なる両荻,卜を撮影しよう上報専熙 ォ||

約50名かさかん フ ラ/シ ュをオくなど幸やかな

面もあ 1,ttた

その′ ||.tに

'1',れ

 イベ ン

トとして聞 llFl l

の「世界t lttlly

展 |を ご電にな

りました。 イギ

リス, フランス
,

イタリー  ドイ

ツなどの 1,(
作られた木彫の

人形 力 ,ス の

人形,詢磁性のノ、形 衣装人形さ,,に On年11の

アンテ ィークドールなどIJ1 000,ユ か展示 思い

nに ある人形の11で ((lJわす二 ,コ リされる場商i

ヽあり■した.

この 1略 で体コされるご予定ち興味深いものは

かりてタイ了オー′`一.● な ,て tiい , ご休■ |)

数分Ituわ とりになり 予定クトの■動て可び2皓
へ昨 )'′ イιたol段 卜|よ 口∫kい わらべ人形や江Pl,

Fヽ 力占|¬ ンクシ ,ン フ、形をもう ●こ覧にな′′

|せ るというハフ=ン ク■,  る
=■

1lt Jォιたこ11

子で 11

おIt lに お
'こ

送つのノ、ll l市 や束 三社長にひとり

0と つこら|さ つ0や るなど

`″

ⅢⅢ蔵 ドのお気の

再こつように1111深 く|“銘を受けました.

には地元|)欽迎市民約

“

m人が手に■に曰t_メ tの

小放で両殿 卜をお迎えし て智子さまヽ こJさ まは

'の
中からにこやか

`十
をおつ歓迎 11こ たえられ

ました.

玄関 ご両殴 ドをお

“

力|′  `挨夕 )●)ち 早連

会館の■へ御案内.

2略 111坪 のフロア 〔は人 にコレクノョンの

部 江戸時イヽに作られた・ テ彙
`な

‐ 仰|■ス形・

を大変興,末 深くこ覧:(な つました ,t汗 ノ、形の

つ―ナー

`|ヽ

イトリスのカラクリ人‖′イ=こ 覧にな

つ `己「 イさまか′ヽント,レ を□I:さ ′]よ Jと  ′iく

みに人形か勁 く様子を おもしろt こ0わ |と 忠

想を述べらイ,よ tた .

3略 (130■ )の フロアでは人形削|`ょ る製作

実演やF月 節イ,の鎧兜武イ飾りをご■●なつま I

イ「端  戸 塚 氏
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津税菫士

会鶴1支部

長から祝

(敬 f/1略 )

第 5回定期総会終る

“

|さ 1部法人会第 5回

定1切総会は新緑lllそ よく

5月 25 "午後 3時 20分

力■ 本日部福祉センター

4階講堂に於て会員 207

名か出パiし 盛人にうう催

されました。

各議案とも承認可決

r4Jlr.i,/ t r $'rfr) .
から元 N ll K解説委員長塚城啓―郎氏による 1こ

れからの政治と経済Jと 題する講演会を .l催  1

1寺問3彰ンこわたり熱′こヽに聴講しました。

総会は佐駒 1会長の司会により 金
「

扁1会長の

開会のことばに■じまり 狩野会長が 162年度治1

立30周年記念行学 会H増強県内一,大型

'障
4剌

度推進01tl―の業績感謝と63nt llの 抱負Jに つい

てあいさつしました。

総会議案は次のとおりで各議案とも満上 致承

1ま J決 されました。

第 1り議案 Illl和蛉2年度事業報告承認に関りる

件

第2り 議案 昭和62年度収支決算報告承認に関

する件

第3り 議案 昭千u63年度事業|1山

'(案

)承認に

関うる件

第 4号議案 昭:千口63年度1又 え予算 (案 )7承 認に

関りる件

議事終了後不日部税務署長の感謝状贈旱および

に昧 日部法人会長感謝状贈呈か行わ

れました。

米質を代表して鮎澪税務署長 =技

春1部市長,伊藤県税事務Prl長 阿久

辞がありま した.

感謝状受彰者
春日部税務署長

日ド部ユー  鷲富運輸い  鷲1イ ■任l■事

1口 豊吉  り騎西屋酒店 白岡 理 ll

村H 餞+  0ム ソミ   春 部 '1与

は磨日部法人会長

野原 宏  野l.t種 苗い  久喜 常任鋼事

砂川祐■  綺鍋屋呉服店 杉戸 常lI「t'

尾堤英雄  けおづつみH 春曰部 ■任理事

ォサ1 勇  い三和文具  庄rn 理事

藤川 正  藤川設備工業 141 岩槻 理F

令法迅ではlllttS2年 度 100万

社達成運動を展開 し 出 本日部

法人会ではこれに呼応 して既VR

のとおり役職 H― 丸となり会H

増強に努力し,おかげ様で県内

首位のtTか しい成果を収めまし

た。

典 |を 開催 し,会員増強に著しい

成果をあげた県法連,単位法人会

の特,1表彰を行いました。

(勘春日部法人会から狩野会長が

出席し,311著な増加率会として特

Яl表彰 (単位会422会Ⅲ 131会 )を

受彰しました。この米誉は率n織を

全法迅では会員数 1026006社となり無

'日
標

を達成 し ■月崎の 5月 26日 東京帝¬ホテルにお

いて理,会 (総会)の あと「 100万社達成記念式

あげての努力によるものであるとともに 税務ご

当局をはじめ友誼団体等の方々の温かいこ支援の

たまものであり 厚くおネL中 し上げます。
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記念 1溝演 「これからの政治と経済 1  評論家 元NHK解説委員長 家 城 啓―郎氏

日本は世界の中で孤立してはな
きのうから今日

`か
けての二、 スの1'で  牛

肉
`レ

ノチの輸入につきましご  本は課微金を

とると云う様なことはやめるとよう様なことか伝
えらオ1て います.白民党の安倍幹1:長 も 旅先て

その様にお ,し ゃ ,て います.こ の辺から■を続

けて参りたいとlJい すす

なにしろ今  米経済摩擦 貿場摩擦とムうの

は終りか ,こ えない争いと去う感じであって ァメ

リカは日本に対しよして次から次へと いろんな
riuを 持口1し て来 C, まるでスケジュール11争 の

様に来ていま,,順に云えは 絡製品の 強 製品
の輸出。これが一准最初の摩擦たったと思うんで

それから金融証券市場を

解放しろとが その申で最

t'Iン トに争われ Cい るの

it, +6! t v >J.'cbD il-4 
"

らない国際協調が使命/

に対しては経済協力.先ユ iitt■lに 対して 1ま ,妥
協・譲歩して行かなけれ|=な らない.こ れはつま

り 日本だけが特

"」

な存在ではないんです■,と
云うことです .

自由化・国際イヒ。平準化は国内も同様 ′

どこの国とのFlで も そのIn根 4‖ 来るたけ低
くしなければ 或い|ま IIkり 1/、 わな|,ればい,,な い。
これが国際化で″.J′準化です。

||じ t・ は国内にもムえるわけです。ある地域た
け 或いは ある,「業だけ保護を続けていてll

平

'化
にはなりません。自由化 国際化になりま

縮
人 =

期

』

せん。

1970年 代までは 「モ/J
の自1化でした。今も続い

てい■す.1980年代の今は

|カ ネ|の 自 "ヒ ,金融の

白由化. 990年 イヽは 1人 |

の日 化 人のyll脳 の自口|

化,外人労働者の受け入れ

等.

I可際化・ ヽ
「 準化は, 拒根

を取り払って 国内も国外

〓
■
か
ら
ぅ
菫
奎

サ

ー

　

●
ヽ

，

海外に総資産1兆 71Xl億で世界一の日本′

日本が海外に今 持 ,て いる総資産は 1ッ

`700億 戦後′ЧI数1:  本がこの様になったのはア

メリカとの関係がよかったからで,今大切なサは

世界の で1,本 は孤立してはならないと云う十で

す.

日本は褥て 大 |の末期から昭和の始めにかけ

て |け 界の |で孤、′化したこと力iあ って, それか

原因で戦争に′,っ た1'がありました。孤立を避け

て そして日本かこれ迄と同様に繁栄 発展をし

てイ,く ためにはl・
jを したらよいか。それは孤立を

避けて■l際協調で,.
結果として,1る ならば その外圧を受け入れる

ことが, 日本にとって最人の1■策て, これがた史

です.

開発途 11か ら求められている援助に対して

これを援Jllし なければならないし ■■の中進||

も同 じくlltう とムうことで,物の自由化からカネ
の自11化へ そしてこれからは人の自由化へ と

アiつ て行 くと私はこの様にιえています.

その中で トップなのが,41肉 オレンデであり
それから税

‐
l改■でぁります.

″碍 税が11い 法人税か高いとムぅことになり
ま,と  日本の企業 卜の方々は 外国へ出て行 .,

てしまうことになります.税制と致しましても

他の■並みにlR根の高さを捕1え ると去うことをし
なければなりません .

牛肉 。税制 。竹下さん

本 1の 題は,政オて云えは 4:肉・ 税制 。竹下

さんと云う三題噺に いし
「

げた方がいいのではな
t効 ,と 思 ,ヽ ます。

先づ,牛肉の日 化で,が,課微金とかrl税 と

か云われ Cい ます力ゞ 向うはとにかく牛肉を自由

化している.日 本は 村内の畜産農家を保護ケる為
に,そ うそう外 国の内か人って来ては困る と云

定
Ｔ
Ｉ
Ｊ

Л

●

５

．

‐

1111'（
腱
黎
腔
い
岨
鰤

″
ュ
一
醐
』
¨
魏
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に 新らたに渡辺政調会ルが浮「
して来ただけに

先々′〉政治は,や 複ヽ雑にな ,て 来た様に思いま

す。

うことですが, そもそも41肉 は 国内の生″だけ

で,1需 要を満たすことは1口 来ない。そうゆう状態

の中
'(, 

日本はもっと輸入してもよいのではない

か。|■1内 の畜と晨家を保護する理‖|は成り アヽたな

いのではないでしょうか。

しかも肝,心の「4=肉 オレンデ‖‖題 |と 1税制改

革Jを やっている人が 2人が 2人ながらにと云

う そう云う所に 今の政治の中に難しさがあり

ます。

牛肉の自由化問題は,'肖 資者にとっては欲迎す

べき,ですが,政策決定の中枢に於いては この

様な難 Lい関係がある
`1云

うことも ひとつ御理

解戦きたいと‖います .

そこでこの■内と税制改革のそれについて 次

なる政局への思惑と云う

`の
も徴妙に絡んでいる

と,そ う思いま■.

税制改革の政治スケジュールを中し上げて,こ ま

づと, 7月 に予定されている臨時国会にかける様

になり 今度の新しい税は|`費税と云う名前にな

りそうです。一般消費税でllな く 新型間接税で

もなく 単なる消費税とスう名称になりそうです。

おそらく会期は7月 から始めて 8月 9月 10月

と 100日 から 201く らいの会期でHJiげるこ

とになりますが,竹下内閣の評価が ここで決る

でし kう 。来年は参議院選があるから 竹 ドさん

は来年にlfち 越したくない。私はこの臨時●会は,

大変なJ場が米ると思います。特に10月 11月 .

そして スケジュールをドンドン先に中 t´ Lげ

ますと 税制改革が, この秋出来たとして 来年

の政局はどうかと云いま夕と 参議院選挙が7月

にあります。この選挙をダブル選挙で行くかどう

か 私は そんな危なっかしい事は 竹下さんは

やらないと思います。参議院選挙だけと思います。

そして来年11月 には 総裁の任期が来る。(に ヽ

来年の 7月 に衆議院の任期が丁度71・ 口になります

けれども 来年の総裁選挙に再選を果してから

再来年の7月 よこの間に衆議院を解散する。その

様な政治スケジ.― ルを考えています.

rl下 1ヽ 安l・ 1ヽ 宮沢氏の中へ渡辺政調会長が

絡んで 政局スケジュールが動いていると思いま

す。

|・肉もボスが 2人  税制改革も要になっている

人力ヽ 2人  11じ 人が 2人分やっていると云うこと

は この政局をり「常に難しくしていると思うんで

す。

権力の座が移動する時には 動きが表面にlllわ

れて来る。今, この人たな とか或いは話合いが

行われているとハ と云うことなのです。

44ド さんは 牛肉につい

て アメリカ籠1の要請を入

れて そして課徴金として

扱うのではなく 関税とし

てllxう と云う この方法を,

また正式見解 Cはありませ

んが 何れ, ヤイターさん

が来 して, そして本決よ

りになるでし =う 。私は竹

下さんが, そう云う状

`1を警 に′ダてい ってイ[上げると

見ていいと思います。HJl悦制調査会長も 渡辺

政調会長も不11の 書でナが 臨Jtr劇会とそれ以降

のスクジュールを七えると 不満だからと云 ,て

務めなければ 政局運営に自ら不利になるから

竹 ドさんも辛抱強い人ですけれど 山中さんも

渡辺さんも 総裁選びや, 先はどお、れた背景があ

って やらざるを

`り

ないてしょう。

さて, 当面の牛肉オレンデに,い ては 形が付

きそうこす。コメ これは当分出てこないだろう

と思います.そ れは11本 が生産調整・ 減反してい

る所へ自由化は

'用
にならないからです.11内生

産では需要を賄い切れない′卜肉とは はっきりIR

違しています。

あとは間議 ま税制改革に絞られて来るわけです。

やはり税金と云うものは 公平でなければならな

いし,簡素なものでなければならない。公平・ 公

11・ 簡素。いろいろ表現が使われます71 大撃な

ことは所得に,つ まり直接税に偏iし ていたこと

は変えなければいけない。これはtl界の大勢であ
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りまJ.・li‐ メは直F]比率の■ 11を しなけれ いヽけ

ません.今 所得税 法人税 相続税で73% 「]

接税が27Zで す。これをどの(″ に接近さ●るのが

いいかとヱtう ことで″.こ れから十会で議論がせ

っしと行わねると思いょチ

■に今度の llt制 改革は Ⅲヤリー マンは それ

ぞれ数は多いし 思 ,て い Cも なかなか声が大き

く Lか らな(のが
'シ

リーマンこつ.  番′卜の人

さいのは やはつ レjヽ 企業の 特に rt●「・l係 にた

すさわっている方々の声が大きい 今度の消費税

が対1設 されることに 1,( 流通ル ト●)'1処 か

のセクンョンかなくなるので 1よ ないか 流i画 業界

の再編と去つことが その1,tll`の で1ま ない ll

とか その辺の諸々が これからI Il議 をかもt出

すことに′,る と思 tヽ まケ

それから税率でつが 悦イカ1高 いと企業か海外
へ巡 Lし て 開発 1て  そこで生産さ ĺた ものか

逆 |:日 本に入 ,て

'て

ヽい■つ 今製,H輸入 t62年

で 449% 今年は50%越 しそうです。 日本か輸

入する0体の50%バ ロ本の不業か海外へ進出し

て そこで資本を投下して
「 場を建で 人を■め

て4,た もの/1逆 に 本に人 って来る.口 じ物が

製II輸 入されていて 価格面で1よ 方向転l・ しなけ

れは太刀打ち出来ないわけです.

そのl.な 中で どの様にII分の山1路 を,こ 」|し て

,く か, 今そう云う時代てケ 異業秤交流ゃ異.,

たイ「令 年lliと をい高が■ ,て、 そこで議論をや

,て いる内 案外ヒントカ■|て 来るもので そう

去うt,t14清 川|る のも
'フ

スになります .

■金の■か:,少 し lt線 しよした力1何 tlも あ

れ腋 tい FI代 外,「 ら受けている。しかし この

外n11  本にとって 決して悪い結果になら・l

か ,た . 11は 或は古しい場面もあるかも知′t

まけん/J それをやらなけれは生きのびて行|「 な

いわナですから その点で皆さん方の活力「 ネル

ギ を′しから町●しご終らして戴きます。

。71W地 区会 荒木車 :ltt〔 tヽ 家)内藤晴助

(内 藤輪業)松 永功
`松

永建設)吉 ロズi郎

(税型十)●塚健蔵(東 十), 真トー人 (1/1に

県
`言

用金|●束岩槻支占,

。.IE□地 κ会 新,F久雄 (新丼製紛 )

。ri同地 え会 出|lκ 子 G務局)

。菖市地 κ会 伴)t治 (■ 11衣料)鷲 FL″|(埼

「 銀

`,Iヽ

蒲支店)

。杉戸地 κ会‐関「]博止 (関 ]酒lL)砂川祐■
(鍋だ彙Jll店 )

。たL村 地IК会 ―染谷良市 (染谷材木店)

。ll織委員会 石ル治(幸松)原 恒蔵 (原口

製 ll場 ヽ 木村lll雄 (木村産業運輸)

。人同生命埼玉束貶社 ■本方 r

″ 笏 亀 建設機械は、

21世紀の世界創りに協力しています
特殊建設機械 /― ヵ―

聰

庭
喘

一写モ

贅
神

町野豊市

一一】『
業
昨

三 6月 ュ旦:県法墓通常総会 三=      =.三‐―一一・ ‐ .― ・
黄著19名が鑽 =:

三 ■

「

■F‐
会員増強顕著諏郷´

埼 に県法i整 (1 全法連 iOI万

`1会

■lr強 運動に
おい (H標48561:i廻 り t成イヽ 149'と
100万 社達成に大きな貢献をし ■月皓の5月 26

1″INホ テル Ctt llさ れた 「企法連 111万ネ1達成
記念式典Jに 他の県迎37会 と共に人彰されました.

11t法連で1ヽ 6月 81(水 )午後 2時から

'11市
さ

いたよ共済会館において通常総会か開催されよつ
が その席■ 今|ボ 100万社会員増弘t運動」に著
しい貢献をされた方約 100名 にl_● 謝状の贈■か行

わ力よ■.(社 )在 日部法人会F・1係では次の方々

が,lt法 連感謝状を受tr致 し■す.y`著 な成績をあ

げられた方に改めて敬音を表し お祝を中しあげ

ます。 (1膜 不同故称ゆ
。春 部地区会一佐野 りj(イ,勢ボλl`堤 英雄

(お づつみ園)



昭和 63年 6月 ,ロ 人 本 国 部

0内規により支出される慶弔金品の費用

<間>従 業liの 鏃 等に疲弔があ ,た場/1に

支出する0品等の費用は それが 定の基準によ

って支出されるものであるときには, その費用は

福Tl厚生費として取扱われるようですが この場

合の文 の対象となる範囲 基準等は,会 |「の内

規によって定めているところによぅてた支えない

0し ょうか。

<答>従 業員の親族等の慶弔,禍福に際して

一定の工4に ltっ て支給する金品に要ケる費用は

福利厚生費となりますが この場合の文出の対象

となる従業員の親族等の範囲及び一定の基準によ

り支出する0額の取扱いについては,法人が内規

によりその基準を定めているときには 一般||に

はその内規におづく文出を福利FP1 0と して処理

することができますが,定めている対象及び金額

であるからといって いかなる場合においても

それが無条件に福オ1厚生費として認められること

にはなりません。

まず,親族■の範囲については,一般の法人が

福利厚′
「 資の丈‖1の対象として定めている親族等

の範llHに 限られるべきであり また,その支 Hす

る金額についてもそれぞれの場合の慶弔金品とし

て社会逝金 にIn当 と認められる金額の範囲に限ら

れることはいうまでもありません。従いまして適

切な規社が,ま れます。

なお,慶弔金品の支給を受ける従業員について

は その金品の額か社会逓OL相当な金額である

場合には,り if‐税は課税されません。

o一定の基準がな0場合の慶弔金品の割電

く間>当社では いわゆる慶|‐規Pと いうも

のがなく 慶弔等があった都度 ネ1長の+1断 によ

り支出しています。このように支 日した場合 ,

定のス準に従わないものとして,その額は福利厚

生費として認められないのでしょうか。

<答>法人の従業員及び従業員であった者

又はこれらの親族等の慶弔,禍福に際し 定のよ

■に従って支給する金品に要する費用は,福利厚

生費として処F■することが認められており 交際

費等に合まれないこととされています。

ところで  ‐定の基準を定めていない場合 そ

の支給した金品が交際費等になるとすることは,

慶弔企等の支給の実態にそぐわないことになりま

すて,

従いまして,従業員に慶弔,禍ネ画があった場合 ,

雇用主である法人が祝金や
'麟

金年を支出するこ

とが我がヽでは一般的な慣行であることから そ

の支出した金額を福イ1厚生費として取扱う趣旨か

らすれは,か りに,慶弔規れが定められていない

としてもその支給事由及び金額/.・ 社会適念 に相当

なものであるならは,福利厚生費として取り扱う

ことが認あられるものと考えられます。
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=思 うがまま=

「 グ ル メ 」 考

有名・ 無名を円わす 通いつづけることである.

鮨 7_11穴 も 期 一会も,共にスにしであろう.生

きなからえるために食い 食 ,てのら生きる道を

極める。グルメでなくともよい せめて,真心を

味わう舌を1=ち たい.

=思 うがまま=

カウチポテ ト族に思う

向岡地区会 加藤 正一
(|ll“ 藤製麺工場専務)

本能 それも人間の
「

大

本能たる「ItJを テ マに

まことに安場な記事や番組

がマスコ でヽ取りllN汰 され

ている。祝聴率を第一とす

るテレビや 軽チュア:よ とλ

庄和地区会 遠藤  清
Ⅲ 庄和商 事

`し
収薔級 |

今 ,若い人ttの 間でカウ

椰愉される一連の女性週「 l誌が ネタ切れの苦し

まぎれで取りあげたことが「クルメ |と か 1飽食

時代Jな どの流行語を産み 今やブーム (こ の言

葉も好きではないわつ たそうである。

思えは,つ いこの間まで食えなr、 1、でぁ ,た 11

本人が みせかけの 一人合点の平和を楽しむあま

りの現象だとしたら 喜劇てあり,悲劇でもある.

まして味貨評論家とかクルメと称される人達の売

文を一読 しただけで,その有名店に押 しかけ,東
のメニューを食べずに 1話題性 |を香み込んでス

テータスな気分でいるなんで.令 く食え 7irヽ 話で

ある。クルメ‐食適とでも言うニュアンスでとら

えたら良いのだろうか,辞書に載ってない言葉で

ある。食通などという人種は 本来必禦 のヽ部類

と言ったら失吉になるだろうか それともT・者の

ひがみと自戒すべきか  ….と もあれ 1味Jの

定義は,多分に I観的なものであろう。旨いもの

はウマイ,不味いものはマズイと大声で言オるか

ら「食J力 楽ゞしいのである.充分にIII間 を掛けて

足で稼いで,自分だけのヒイ■の店を探せたら

チポテト族というのか流●

っている。長椅 rに 寝そべ

ってポテトチップスをかし

りなからビデオを楽し0人

達のことを指すそうだ。夜

遊びも絆々にしてアにかえ

り 自宅でくつろぎたい という訳た。彼等はよ

り快適な空P・|を求めこ家具ゃインテリアにI_金を

かけるという。調理の手・ lを省くため, レトルト

食11(電子レンジで暖めるだけの調,1済食品)も

人気を実あているという。

キ1に 同魂の世代と呼ばれる第 次ベビーフーマ

ーは これまで常に日 アヽった社会現象を起こして

きた.ま たその子りt連 外 1次ベビーブーマーの
,

中 高校生も,幼稚間を盛表させ,学習塾を流行

らせ,フ ァヽコンブームを起こしている.

我々は今後 週休■日制の定着とともに この

■世代のベビーブーマーの動きに,IHし , さらに

新しい文化を想定して 企業戦略を組立てていか

わばならないだろう.

総 合 建 設 業

雪瑾  手キ
代表取締役 井 上 昭 助

白岡1293 892-015800・ 892¨ 0139
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…

金 原

税缶1抜木改正を1標にし

て各ltで 公聴会ゃヒヤリン

グが開かれている.政府積

調や自1ヽ 1遺税調は売上税が

廃案となったことを再び繰

り返さない様に慎重な能度

で国民の広い意,こ に■を■

の少いときに人が余 ,て終う.

・ 消極的な意見かも知れないか調子に乗り過

ぎないでlF重に配慮した方がよいと云うこと.

O物事は剛1れ適ぎると失敗する.順調が続く吟

は 警戌」力i必要である。

・ よくあることである.他社と絶えきる競争

の中にあることを 1,も 忘れてはならない。

●l先人の功績をたたえ その訓えを守れ。

・ 先人の築いた功績は大きなものであり多人

の努力と犠社が払われたものであることに思

いをいたし貴籠な教訓であることを認識する

必要がある。

0会議は t・ 見のある者とやれ。意

'こ

のない者と

いくら会議をやってt,結 果はゼロに,し い。

・ 何時も自分を捨てて会社のあを思う意 ,↓ は

貴重である。こうした人と意魔を交わさない

限り意味|ヽ ない。

0事を始める前にIll談 せよ.行 き詰まってから

では遅い。

・ 何■をやるにも｀
「 11な道ばかりではない。

障害にぶち当った時 人ではとうしようt〉 な

,｀ .

0物苺はぐすぐずせずにやれ。「拙速Jで失敗

してもやり直しかさく.

。「11速 |〈 下手だが早く出来上ること)は 出

来上ってから批判される言葉である。何時ま

でも考えてちゅうちょする人は多い。兎に角

物事は進んで,く や‐,て もらわねば困る。

ヨ
ロロ

狩野 金作

けようとしている。総論は概ね賛成の様だが各

論となるとむうかしい「.0題か随所に提起されて

いる. ‐体とうなるだろうか不透明な部分も,
い様 ぐある.

Il辻 :よ 円名 lr.l時我が国経済の.t`]勁Ⅲlも

予双Iし にくい等の中で 日たりともゆるかせに

出来ない経営t体を抱えて,1進 しなければなら

ない.何れにtCも難かしい時fヽではある.さ

れはこそ私達なりに努力して最善の道を
',■

ね

ばならない。 1金原語録 |か らこんな私速にll

かを,え られて,H標 となれば+いであると思い

つ 、第 4号を送る.

0社の幹部は″ヽく,1膚

'を

見て学べ。社内ばかり

見ていては現在より大きくなることはa」―

"、

しぃ.

・ ●|■の中の鮨 と
'tう

諺を思い出し′
「

ら

広いII会 より社に有益な資料を集める為には

出来るだけ多くの人に接するよう足をマメに

1吏おう.

0忙かしいときをltt準 にして人を増やすとイ[事

事業の企画立案からアフタケアまで

総 合 建 設 業

禁 松 永 建 設
埼 玉 県 岩 槻 市 大 字 飯 塚 1845番 地
80487-98-1751(FAX)0487-98-0075
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◎税の意見・要望は国税モニターヘ

le.金 について多くの方が いろいろなこ意見や

ご要望をお持ちのことと思いまヽか |.務′では

苦さんのご
=,こ

などをおF■lか はいただき 今後の

T.務行政に■かしていきたぃと考え Cい ま」.

そこで Hさんからお気・
‐kに お話しいただくた

めに,皆 さんと税務署のバイ′役として 国税モ

ニターを民IHの 方々に委嘱していまケ.

春曰部税務署のモニターは次の方々です。お気

軽にどうぞ。

12年度はおかけをもちましこ 人型保障おり度加

人ll標 件数′|1件に対し 587件 と大

"に

達成す

ること力すこきました.

ひとつつき63年 度もVl規力J人者数を200人  新

規

“

人法人数 100社に設定し 厚生委員会をJL亡ヽ

に■進をはかります.

なお今法連では制度発足

“

周年になけて 63年

度～65年 度の 3年出iC i人′り保障制度 2●ネ臓 増

連珈 を展,1す ることになりました

本構1度 は会員企業の福fl厚生の・LIた という点で

きわめて角益な制度であつ 財政面 oも 大きな役

114果 していることから 1袖春 .ls法 人会でも積

極的に推進■はかる必要があつま|.

各会員のこ理解とご協力をお願いいたします.

川野―郎  |―屋酒店
Iti 0487-56-1369
〒 839岩槻「 力Πn

1397

関口 勉 関国産業¨
lll(,48(  92 1ヽ 1,

〒 340-02「 lll町

小久ゴ n16-1

編 後‐記

t 美智子さま紀■さま =槻の lll東 ■を
`祝

察

され■した。 14月 17 )今 から,し そう00年

'1■大 世池築域の計い歴史と水と緑の竹″豊か

な人形のまちIr,,「 しもイヒ・l季節に とても調

杓していました

● 我が国の政局は 税11改 革―色の動ざ rな

て来ましたね.ll走 に

'史

it問題だけに■摯な

まなさしが注″ ιこいます.

● ‖1界 では各 」とて,に  為替の安定と成長のFl

続をllr望 してぃて  方ll依存から11●的依存

へと 揚た調整にⅢか ,この改 riか始動.

● 広報委員会では 全員の皆様からの投稿を歓

llし ております。会員の声 輌 意 ,`等 200´ ,

ヽうがまヽ (題日南 ?On宇 )「務IJま で (IS)

¨ ¨ 勿 用 画 ‖

民 間 車 検 場

鰤 鰤 岬 mm剛 血

新車・中古車・販売・整備・保険

緊浅子 自動車整備工場
〒344春日都市粕壁東5丁目1番 27号 電話 春日部(0487)61‐2527Q

永哺幸男 n第一米穀
rJ 0487-52-6235
〒341不  

“

|六 ,FЛ∫
57-3

橋本光意 い ホンが ―ル

■ 018? 51-1526
〒本 日■

'市

八 lH
134-1


