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●1932年 埼玉県に生まれる
●1955年～テキスタル・デザインに専念
●1981年 日仏現代美術展 銀賞受賞
●1982年 日仏現代美術展 ロイユ賞受賞
●1990年 日仏現代美術展 ボザール賞受賞
●1993年 スペイン美術展 優秀賞受賞
●1996年 カナダ美術展 カナダケベック賞受賞

●1996年 ル・サロン展 連続入選
●1998年 IMA展 大賞受賞
●1998年 第三文明展 連続入賞
●1998年 渋谷文化村ミュージアムにて個展
●現　在 ピカソ美術館協会会員
 日本国際美術家協会会員        　 
　　　　　毎年 全国有名百貨店にて個展開催

略　歴
アクラス画とはアクラス画とは

中世ヨーロッパに始まるガラス絵をもとに、透明な
高質アクリル板の裏と表、左右を逆に、仕上げを最
初にと逆発想から生まれた独自の作品です。鮮
やかな色彩、明るく透明感ある作品は（絵画の
宝石）ともいえる程光輝く作品です。（実用新案）

シリーズ 大 野  剛 正
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出所：㈱ぶぎん地域経済研究所 ぶぎんレポート 平成30年４月号より

今月の概要 県内景気は緩やかに回復している。

1 生産活動・・・持ち直しの動き
鉱工業生産・出荷・在庫指数（季節調整済） 主要業種の生産指数（季節調整済）

12月の生産指数（季節調整済）は、94.8で前月比1.2％と２か月連続で上昇した。生産用機械、化学、
電子部品・デバイスなどが低下したが、輸送用機械（乗用車、自動車エンジン）、はん用機械（空気圧機
器）、業務用機械（医療用機械器具）などが上昇した。
出荷指数（同）は、93.5で前月比▲1.2％と２か月ぶりの低下となった。プラスチック製品、業務用機

械が上昇したが、化学（医薬品）、電子部品・デバイス（集積回路）、生産用機械（包装・荷造機械）など
が低下した。
在庫指数（同）は、116.1で前月比1.3％と４か月ぶりの上昇となった。食料品、はん用機械が低下した
が、輸送用機械（乗用車、輸送機械用エアコン）などが上昇した。
◆食料品の生産指数（季節調整済）は、99.4（前月比▲1.3％）となり、２か月ぶりに低下したが、100近
辺の水準で推移している。
◆電子部品・デバイス（同）は、128.5（前月比▲1.8％）となり、３か月ぶりに低下したが、120台を維
持している。
◆はん用・生産用・業務用機械（同）は、112.3（前月比▲0.3％）となり、３か月連続で低下した。はん
用・業務用機械が上昇したものの、生産用機械が低下した。
◆輸送用機械は、91.0（前月比＋7.9％）となり、２か月連続で上昇した。
◆化学（同）は、92.4（前月比▲2.5％）となり、２か月ぶりに低下した。

生産活動・・・持ち直しの動き

2 設備投資・・・増加基調設備投資・・・増加基調
民間建築着工床面積（非居住用） 資本財出荷指数（季節調整済）

１月の民間建築着工床面積（非居住用）は、105千㎡で前年比24.5％減少したが、１月までの年度累計
で前年同期比18.5％増加している。１月単月を用途別にみると、店舗、病院・診療所が増加したものの、
事務所、工場及び作業場、倉庫などが減少した。
12月の資本財出荷指数（季節調整済）は、89.4で前月比1.2％低下した。
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3 個人消費・・・持ち直し個人消費・・・持ち直し

百貨店販売額等 専門量販店販売額

１月の百貨店・スーパー販売額（店舗調整前）は、845億円で前年比1.2％増加した。百貨店は同4.1％

減少したが、スーパーは、飲・食料品の増加から、同2.7％増加した。コンビニ販売は同2.6％と増加を続

けている。乗用車販売（軽含む）は、同0.1％減と減少した。内訳をみると、軽乗用車が同9.8％増加した

ものの、普通車が同0.1％減少し、小型車が同9.3％減と引き続き減少した。

１月の専門量販店販売額は、618億円で同2.7％と３か月連続で増加した。内訳をみると、ドラッグスト

アは、300億円で同3.9％と好調に推移し、家電大型専門店は、生活家電、情報家電などを中心に、164億

円で同2.0％と３か月連続で増加した。ホームセンターも154億円で同1.0％と増加している。

4 住宅建設・・・弱含み住宅建設・・・弱含み 5 雇用情勢・・・着実に改善雇用情勢・・・着実に改善

新設住宅着工戸数
求人倍率（季節調整値）

完全失業率（南関東・原数値）

１月の新設住宅着工戸数は、4,363戸で前年比5.5％減少した。利用関係別にみると、貸家は1,977戸で

同14.7％と増加したものの、持家は1,105戸で同2.0％減少した。分譲住宅も、戸建てが1,166戸で同8.4％

減少し、マンションが33戸で同93.3％減少した。

１月の新規求人倍率（季節調整済）は1.96倍で前月比0.16ポイント、有効求人倍率（同）は1.31倍で同

0.02ポイントとともに低下した。一方、完全失業率（南関東、原数値）は、2.5％と同0.2ポイント改善し

ている。
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そのチームを初めて見たのは、ラグビーの聖地・

菅平高原での厳しい夏合宿を終え、開放・後悔・

充実・疲労・希望等複雑に絡み合う思いを抱きな

がら、そして嫌いだったはずのこの高原との別れ

に、一抹の寂しさを感じながら乗り込んだ帰りの

バスの中であった。

「世界一ラグビーが強い国はどこか知っている

か？」ラグビー部コーチが聞いた。

1987年に第１回ラグビーワールドカップが開催

され、ニュージーランド・オールブラックスが優

勝したばかりの頃である。当時のラグビー強豪国

（現在も同じだが）といえば、北半球ではイング

ランド、ウェールズ、スコットランド、アイルラ

ンドのイギリス４ヵ国とフランス、そして南半球

ではニュージーランドとオーストラリアが有名で

あった。皆それぞれ好きなチームを言っていたの

だが、コーチがビデオをセットし上映されたラグ

ビーの試合は、上記イギリス４ヵ国が特別に選抜

チームを作ったブリティッシュ・ライオンズ vs

南アフリカ・スプリングボックス※の試合だった。

あの大英帝国を構成したラグビー強国が連合し

て作ったドリームチームの試合を見ることができ

る！試合を見る前は南アフリカの事よりもその事

の方が当時としては興奮する出来事であった。し

かし、ビデオで上映された内容は、そのドリーム

チーム・ライオンズがスプリングボックスに無残

に敗れる試合であった。この時から、私の中の真

のラグビー最強国は“南ア・スプリングボックス”

となった。

当時の南アフリカといえば、あの悪名高いアパ

ルトヘイト政策で国際社会から隔離されていた。

当然ラグビーワールドカップにも出場することが

できず､“あのビデオ”を見てしまったものとし

ては、何とも言えない気持ちになったものである。

ところが数年後、偉大なるネルソン・マンデラ大

統領によりアパルトヘイト政策は撤廃され、南ア

が国際社会に復帰することになった。そして、そ

の国際社会復帰を記念する一大イベントとして1995

年第３回ラグビーワールドカップが南アにて開催

されたのである。スプリングボックスは幾多の苦

難を乗り越え、決勝でニュージーランド・オール

ブラックスを破り、見事初出場初優勝を決めた。

ここにスプリングボックスは南ア国民統合の象徴

になると共に、ラグビー界においても名実共に最

強国になったのである。（この感動の詳細はクリ

ント・イーストウッド監督の「インビクタス」と

いう映画に余すところなく表現されています｡）

時は流れ、2015年第８回ワールドカップにおい

て、それまでワールドカップでたった１勝しかし

ていないジャパン・チェリーブロッサムズがスプ

リングボックスを破るという空前絶後の奇跡が起

きました。未だに信じられないほどの衝撃的な出

来事で、作家でもない私にはこのことを説明する

素敵な形容詞が見つかりません。そしてあの奇跡

から３年が経ち、来年2019年にはラグビーワール

ドカップが日本で開催されます。皆様、是非とも

“ラグビー最強国”ジャパン・ブレイブブロッサ

ムズの活躍を期待し、応援しましょう！

※スプリングボッ

クとはガゼル

（小鹿）の一種。

南アチームの愛

称になっている。

ラグビーワールドカップ2019日本大会に向けて
志 田 明関東信越税理士会大宮支部 税理士

800538.IPO 白青赤紫緑水黄黒 133線 45度 レベル2 PostScript 2018.4.2 10:22 7/15



－ 8 －

法人大宮 №426

県税からのお知らせ
これからはインターネットでカンタン申告！
埼玉県では、地方税の電子申告システム「eLTAX（エルタックス）」がご利用いただけま
す。混み合う窓口へ申告に出かけることなく、オフィスや自宅に居ながらにして、法人県民
税、法人事業税及び地方法人特別税の申告ができます。
申告書の作成支援機能もあり、税務ソフトウェアとの連携も可能（eLTAX対応ソフトに

限ります｡）。簡単に申告書を作成することができ、税理士の署名のみでご利用になれます。
さらに、電子申告に引き続いて、申告データをもとに「納付情報」を発行できます。当該
情報を使えば、金融機関のインターネットバンキング等から電子納税（ペイジー）すること
ができます。納付書を作成して支払窓口に行く手間が省けるので大変便利です。
また、法人県民税・事業税に関する申請書・届出書の一部については、eLTAXを利用し

て電子的に提出することができます。
ますます便利になったシステム「eLTAX」を是非ご利用ください。利用開始手続きなど

詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。
お問合せ：各県税事務所か県税務課

（℡ ０４８･８３０･２６５７ FAX ０４８･８３０･４７３７）

５月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう！

自動車税は車をお持ちの人にかかる県の税金です。５月31日（木）の納期限までに忘れずに納め
てください。
埼玉県の自動車税は金融機関・郵便局のほか、コンビニでも納められます。また、パソコンなど
を使えば、Webサイト「Yahoo！公金支払い」からクレジットカードを利用して納めたり、イン
ターネットバンキング等を利用してペイジーで納めることもできます。是非ご利用ください。
納税通知書は、５月７日以降、お手元に届く予定です。
また、自動車税を納期限までに納めていただくと、割引などの特典が受けられる自動車税「納め
てプラス！」キャンペーンを実施しています。詳しくは「埼玉県 納めてプラス」で検索してくだ
さい。
※自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについて
は、自動車税コールセンターにご連絡ください。
自動車税収入額の一部は､「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみどりの保全や創出など

に活用させていただいています。
●問い合わせ
・自動車税：自動車税コールセンター（TEL:050-3786-1222）
・彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課（TEL:048-830-3140）

地地域域のの企企業業紹紹介介
正和電気工業株式会社

会社概要
所 在 地：埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-24-1
Ｔ Ｅ Ｌ：048-782-6153
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.seiwa-090621.co.jp/

正和電気工業㈱では屋内電気設備を快適に利用する

為の分電盤や配線作業を自社施工で対応しておりま

す。

お客様のご要望を理解し、最も適切なご提案をさせ

て頂いております。

お気軽にご相談下さい。
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公 開 事 業 報 告

４支部合同公開講演会
「トランプ政権誕生１年 米国はいま！

アメリカ政治の動向」
１月25日

講師 早稲田大学社会科学総合学術院
社会科学部教授 中林美恵子 氏

公開簿記講座 税務簿記２日コース
２月20日・21日

講師 野口 邦雄 税理士

税金教室（大宮税務署・税理士会大宮支部・
納税貯蓄組合連合会・大宮法人会共催）

２月９日 大宮開成高校
講師 清水 健司 税理士

税金教室（大宮税務署・税理士会大宮支部・納税
貯蓄組合連合会・大宮間税会・大宮法人会共催）

2月23日 クラーク記念国際高校
講師 清水 健司 税理士

青女合同講演会
「脳卒中、その時どうすれば？ その治療と予防」

３月１日
講師 さいたま市民医療センター
救急総合診療科科長 坪井 謙 氏

美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容とととととととととととととととととととととととととと健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康ををををををををををををををををををををををををををトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルササササササササササササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
「いつでも、どこでも、気楽にアンチエイジング」
生活シーンのなかで気楽に使用でき、効果の期待できる商品を提供しています。

お問合せ・資料請求は

TEL 048-683-2977 FAX 048-683-2978

http://www.e-tron.co.jp
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４支部合同新春賀詞交歓会
１月25日、清水園において、新春賀詞交歓会が開催

されました。第３支部がホスト支部となり、ご来賓、

会員約200名が参加しました。また、福祉施設に寄付

される募金活動が行われ、参加者から多くの善意をい

ただきました。

山田大宮税務署長のご挨拶

第３回「税に関する絵はがきコンクール」表彰式
３月１日、小学校６年生を対象にした「税に関する絵はがきコンクール」表彰式を実施致しま
した。
第３回となる今年は旧大宮市内の小学校37校から1,404作品と去年を大幅に上回るご応募を頂

き、厳正な審査の結果、優秀作品として、20作品が選ばれました。
さいたま市大宮税務署、さいたま市教育委員会、さいたま市租税教育推進協議会等の名義後援
先から受賞者へ賞状が授与されました。
当日は70名近くの方々にご参加頂き、盛大な表彰式となりました。

島雄会長より賞状授与

青年部会 県外研修
２月23日～25日 青年部会の県外研修が実施

されました。

沖縄県にて ひめゆりの塔、首里城他を見学

しました。
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会員・会員以外のどなたでも受講できます。

詳細は､「法人大宮」の折込、ホームページでご確認ください。
開催場所：大同生命大宮ビル４階会議室 事務局ＴＥＬ：048-642-3121

※開催場所は変更になる場合があります。

開 催 日 開催時間 講 座 名 講 師

随 時
インターネットセミナー
（大宮法人会ホームページトップページのインターネットセミナーをクリックしてください｡）

平成30年度 公開無料税務相談日 のご案内
関東信越税理士会大宮支部の税理士がご相談をお受けいたします。
会員以外の方のご相談もお受けいたします。

開催場所 大同生命ビル４階会議室
さいたま市大宮区吉敷町1-23-1

開催時間 毎回 午後３時～午後５時

相談をご希望の方は事務局まで、お電話でお申込ください。
事務局ＴＥＬ 048-642-3121

※30分程度のご相談とさせていただきます。
※駐車場がありませんので、近隣の駐車場のご利用をお願いします。

開 催 日 担当税理士（敬称略） 開 催 日 担当税理士（敬称略）
平成30年４月６日（金）

５月２日（水）
６月６日（水）
７月４日（水）
８月21日（火）
９月４日（火）

平成30年10月５日（金）
11月20日（火）
12月６日（木）

平成31年１月10日（木）
２月４日（月）

木 村 敏 之
堀 好 一
作 間 祐 兵
野 澤 孝 志
安 藤 智 子
小曽戸 勇

有 賀 信 一
小野寺 誠
長 島 常 光
田 牧 博
森 下 義 �

開催場所 大同生命ビル４階会議室
さいたま市大宮区吉敷町1-23-1

開催時間 毎回 午後３時～午後５時
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平成30年４月４日（水） 10:00～16：00 ビジネスマナー講座
研修コンサルタント
三浦小夜子氏

６月20日（水） 13：30～16：30 パソコン講座 エクセル基礎 ㈱ブレーンインストラクター
６月21日（木） 13：30～16：30 パソコン講座 エクセル中級 〃
６月26日（火） 14：00～16：00 法人会の自主点検チェックシート活用講座 大宮税務署 法人課税担当官
７月６日（金） 10：00～17：00 社会保険・労働保険事務講座 柳生英珠社会保険労務士
７月13日（金） 10：00～17：00 社会保険・労働保険事務講座 〃
７月19日（木） 10：00～17：00 簿記講座 初級２日コース（１） 作間祐兵税理士
７月20日（金） 10：00～17：00 簿記講座 初級２日コース（２） 〃
７月26日（木） 13：30～16：30 パソコン講座 エクセル実用 ㈱ブレーンインストラクター
８月７日（火） 14：00～16：30 法人税実務基礎講座３回コース（１） 三上智也税理士
９月５日（水） 14：00～16：30 法人税実務基礎講座３回コース（２） 三上智也税理士
９月11日（火） 13：30～16：30 労働法講座 柳生英珠社会保険労務士
９月19日（水） 13：30～16：30 パソコン講座 エクセル裏ワザ ㈱ブレーンインストラクター
９月20日（木） 13：30～16：30 すぐわかるキャッシュフロー講座 中澤貞則税理士
10月４日（木） 14：00～16：30 法人税実務基礎講座３回コース（３） 三上智也税理士
10月23日（火） 10：00～17：00 簿記講座 中級２日コース（１） 野口邦雄税理士
10月24日（水） 10：00～17：00 簿記講座 中級２日コース（２） 〃
10月30日（火） 13：30～16：30 パソコン講座 アクセス初級 ㈱ブレーンインストラクター
11月２日（金） 14：00～16：30 税務セミナー 増田利治税理士
11月６日（火） 13：30～16：30 パソコン講座 アクセス中級 ㈱ブレーンインストラクター
11月７日（水） 14：00～16：00 法律セミナー 小宮清弁護士
11月27日（火） 13：30～15：00 年末調整実務講座 太田泰夫税理士
12月７日（金） 13：30～16：30 パソコン講座 ワード活用 ㈱ブレーンインストラクター

平成31年２月20日（水） 10：00～17：00 税務簿記２日コース（１） 野口邦雄税理士
２月21日（木） 10：00～17：00 税務簿記２日コース（２） 〃
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公公益益社社団団法法人人大大宮宮法法人人会会第第６６回回定定時時総総会会ののおお知知ららせせ
◇開催予定日 平成 年 月 日（木）30 ５ 24
◇場 所 大宮ラフォーレ清水園
◇次 第 １．公益社団法人大宮法人会第６回定時総会 午後１時30分開始

２．公開講演会 午後３時～午後４時30分
３．懇親会 午後５時より（参加費2,000円）

※ 正会員の皆様には、４月下旬、封書にてご案内申し上げます。
お手数ですが、出欠のご返信をお願いします。
なお、ご欠席の場合には必ず委任状欄にご署名ご捺印の上、ご返信をお願いします。

公開講演会のご案内
会員、会員以外どなたでも参加できます。

◇日 時 平成30年５月24日（木） 午後３時～午後４時30分
◇場 所 大宮ラフォーレ清水園

◇講 師 氏作家・元外務省主任分析官 佐藤 優
◇テーマ 「インテリジェンスとは？」

【略 歴】
1960年生まれ。
1985年、同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。
在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務した後、1995年より外務本
省国際情報局分析第一課において主任分析官として、対ロシア外交の最前線で活躍。
2002年、背任と偽計業務妨害容疑で東京地検特捜部に逮捕され、以後東京拘置所に
512日間拘留される。
2005年、執行猶予付き有罪判決を受ける。
「起訴休職外務事務官」の肩書きで、幅広い執筆活動を行なう。
2009年、最高裁で有罪が確定し、外務省を失職。
2005年に発表した『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』で第59回毎日出
版文化賞特別賞を受賞。
2006年には『自壊する帝国』（新潮社）で第５回新潮ドキュメント賞、第38回大宅
壮一ノンフィクション賞を受賞。
日本のインテリジェンスの第一人者。
【著 書】
『野蛮人の図書室』 （2011年、講談社）
『外務省に告ぐ』 （2011年、新潮社）
『世界インテリジェンス事件史』（2011年、双葉社）
『インテリジェンス人生相談』 （2011年、扶桑社）
『この国を壊す者へ』 （2011年、徳間書店）
『佐藤優のウチナー評論』 （2011年、琉球新聞社）

平成29年度会員増強運動実績（９月～12月） 長 島 和 夫組織委員長

当会は毎年、９月１日から12月31日を「会員増強運動期間」と定め、新会員の加入勧奨を推進して
おります。本年は増強運動期間中、120社の新規加入をいただきました。その結果、平成29年12月末
の会員数は3,168社（前年比＋３社）、加入率は32.9％となりました。ご支援を賜りました役員および
会員をはじめ、税理士会、金融機関、提携生損保各社等関係各位に深く感謝申し上げます。

税制改正アンケートにご協力をお願いします
法人会会員の皆様へ 平成31年度税制改正アンケートにご協力をお願いします。
皆様の貴重なご意見が国の税制改正に反映されます。
１．アンケート調査期間 平成30年４月上旬～５月７日
２．アンケート用紙配布時期 平成30年４月上旬郵送

（インターネットでも回答できます｡）
３．回答締切 平成30年４月23日（役員・税制委員）

平成30年５月７日（全会員）
４．ご参考 平成30年度回答率 一般 16.95％ 役員 100.00％
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お知らせ 平成30年度会費のご請求について
振込指定 平成30年５月中旬 振込請求書を送付させていただきます。
口座振替 平成30年７月17日 口座振替による徴収を実施させていただきます。

※平成25年度より通知書は発行しておりません。

公益社団法人大宮法人会会員証明書の送付について
会員証明書 法人大宮30．４月号に同封します｡（オレンジ色の用紙）

大宮法人会の事業参加時に配布のオレンジ色シールを貼ってください。
会 員 証 お手元の会員証（Ａ４白）の欄が不足の場合は、事務局までご連絡をお願いします。

（Tel 048-642-3121）
事業参加時に配布の白色シールを貼ってください｡（参加記録）

定款はホームページをご覧ください。http://www.omiya-hojinkai.or.jp
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平成30年２月末支部別法人会員一覧表

公開税務相談 会場：大同生命会議室
費用：無料

お申込み：事務局まで電話にてお申込みください。（048-642-3121）

開 催 日 時 間 担当税理士（敬称略）
５月２日（水）
６月６日（水）
７月４日（水）

午後３時～午後５時
〃
〃

堀 好 一
作 間 祐 兵
野 澤 孝 志

開 催 日 時 間 担当税理士（敬称略）

支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支 部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
支部 開催月日 事業項目 開催場所

※開催日時等は変更になることがあります。

行 事 予 定

５

月

６

月

７

月

支部 開催月日 事業項目 開催場所

※開催日時等は変更になることがあります。

新 会 員 ご 紹 介
（さいたま市） （048） （平成29年12月～平成30年２月分）【第１支部】

法 人 名 所 在 地 電 話 業 種

第１支部 第２支部 第３支部 第４支部 合計
法人数 2,290 3,290 2,117 1,924 9,621
会員数 766 1,054 715 600 3,135
加入率 33.4 32.0 33.8 31.2 32.6

第１ ５月 役員会 清水園
第２ ６月 役員会 〃
第３ ８月 役員会 三門
第４ ５月８日 役員会 道山閣

２日 公開税務相談 大同生命会議室
８日 公開女性大学 清水園
〃 女年部会役員会 〃
９日 研修委員会 大同生命会議室
10日 厚生委員会 〃
11日 青年部会役員会 道山閣
16日 支部事務担当者会議 大同生命会議室
24日 第６回定時総会 清水園
〃 公開講演会 佐藤 優氏 〃
６日 公開法人税・消費税等の申告説明会 大同生命会議室
〃 公開新設法人税務説明会 〃
〃 公開税務相談 〃
７日 税制委員会 〃
８日 青年部会「青年の集い」 道山閣
19日 女性部会「女性部の集い」 清水園
20日 公開パソコン講座 エクセル基礎 大同生命会議室
21日 公開パソコン講座 エクセル中級 〃
26日 自主点検チェックシート講座 〃
４日 公開税務相談 〃
６日 公開社会保険講座 〃
11日 広報委員会 〃
12日 組織委員会 〃
13日 公開労働保険講座 〃
19･20日 公開簿記講座 初級2日コース 〃
24日 役員連絡会 清水園
26日 公開パソコン講座 エクセル実用 大同生命会議室

㈱オガワスタジオ 大宮区堀の内町1-86 641-4735 ゴム製品製造
陶山 正 大宮区下町3-7-1 F1111号 642-2788 セブンイレブンオーナー・小売業
社会福祉法人 鴻鵠の会 大宮区吉敷町3-83-4 650-8830 介護事業
はぐはあと合同会社 大宮区堀の内町1-451-1-102 640-2717 保育所運営
ツバメクリエイツ㈱ 大宮区仲町2-71-6F 050-5278-4151 設計・不動産
SKYケアサービス㈱ 大宮区土手町1-27-20 782-4213 介護事業
中央建材㈱ 見沼区染谷3-134 686-6866 建材卸売業
佐藤工業㈱ 大宮区堀の内町1-563-27 778-7774 鉄骨加工
㈱Ｒ＆Ｇ 大宮区宮町3-1-6-106 783-3477 人材派遣業
合同会社ＹＡコンサルティング 大宮区堀の内町2-124-11 607-8307 保険代理店
竹内税理士事務所 大宮区宮町4-154 642-1461 税理士業
守屋商事㈲ 見沼区片柳1419 683-7267 小売業
社会保険労務士法人Nice-One 大宮区吉敷町4-84-2 783-3991 社会保険労務士業
㈱テクノ 見沼区南中丸307-3 685-1681 建設業
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法 人 名 所 在 地 電 話 業 種

【第２支部】
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【第３支部】

【第４支部】

㈲サイ コーポレーション 見沼区中川316-1 686-1312 建設
㈱圭 大宮区宮町3-11-5 645-0770 飲食業
㈱Ｓ．Ｓ．Ｋ 大宮区仲町2-85 658-7771 飲食業
㈲協同設備 見沼区上山口新田173 687-0705 電気・空調
㈲イートン 大宮区高鼻町1-7 644-3201 注文紳士服
荒川大悟税理士事務所 大宮区北袋町1-103-1 647-0672 税理士
税理士法人さいたま合同会計 大宮区高鼻町3-12-3 648-0151 税理士業
㈱9Revolver 大宮区高鼻町1-7 644-3201 卸売業

栄信電気工業㈱ 北区吉野町1-425-14 664-4760 建設業
森田不動産㈱ 見沼区大和田町2-943-4 812-4488 不動産業
㈱ＣＯＣＯ 見沼区大谷1526-12 877-5858 建設業
㈱ゼウス 見沼区大谷804-48 878-8193 電気通信業
㈱無形マネージメント 見沼区大和田町1-558 788-2823 障害福祉サービス業
㈲フィッシュ・ライフ 北区吉野町2-226-1 652-0287 鮮魚仲卸業
㈱第一住設 見沼区東門前447-2 681-1231
正和電気工業㈱ 見沼区東大宮4-24-1 782-6153 電気設備工事
ライズネクスト㈱ 北区宮原町1-202 788-2614 輸出業
㈲宮原水道工業所 北区宮原町4-4-30 664-5657 管工事業
猪狩忠雄司法書士事務所 見沼区風渡野365-3 682-1516 司法書士
アイネットコープ住宅事業協同組合 北区宮原町2-90-4 871-5088 建設工事の共同受注
小島 孝司 中央区鈴谷5-10-1-103 858-0712 不動産賃貸
㈱ウィルホーム 見沼区大谷1780-10 681-7200 不動産
ＹＫ工業㈱ 岩槻区横根462 798-9404 金型製造
㈱エスケーエフ 見沼区堀崎町1024-2 812-8481 管工事業
キクチトレード㈱ 見沼区大和田町1-364-3 688-2442 不動産管理
㈲サロンドリリ 見沼区新堤7-21 684-2290 美容業
㈱トータルテクノロジージャパン 北区宮原町1-310-1 651-8261 映像・音響機器の販売・修理
㈲アウトカム 見沼区深作1-3-5 686-6982 食品仕分業
ランクアップ㈱ 北区宮原町4-39-9 783-3641 運送業
徳冨工芸㈲ 北区本郷町950 662-8373 内装工事業
Ship's Cat㈱ 北区植竹町1-142-1-B102 653-1373 雑貨インターネット販売
一般社団法人かがやき 見沼区東宮下533-25 689-3635 障害福祉サービス
㈱オオタキ 見沼区大和田町1-1018-1 683-3330 不動産賃貸管理業
㈱ユーアンドメイ 見沼区東大宮6-35-1 797-9323
三次郎 見沼区深作1-29-3 688-3311 飲食業
小川 克則 北区宮原町4-3-15 666-7841 税理士
㈱ティーサウンドセキュリティ 見沼区大和田町2-125 816-5519 電気機械器具卸売
㈱デネット 北区宮原町3-219 669-9100 ソフトウェア業
㈱リング＆リング 見沼区東大宮6-30-43 884-9942 広告代理業
山田 源治 見沼区小深作193 872-6199 農業・不動産賃貸
㈱ＭＡＸＳハウジング 北区宮原町3-392-3 662-2555 不動産業

㈱グッドライフ 西区佐知川1302-1 729-4690 管工事
㈱ＭＯＲＤＥＣＯ 西区二ツ宮26-14 672-3600 建築工事業
㈱アクシスゴルフ 大宮区桜木町2-4-17 640-1025 インドアゴルフ
㈲山本秀建 西区佐知川538-1 624-4344 土木工事業
㈱ＫＹＡシステム 西区三橋6-1 729-4890 利用運送事業
㈱立真 桶川市下日出谷503-1 795-6942 とび鍛冶・鉄骨とび
松浦司郎税理士事務所 西区水判土446-101 741-4527 税理士
㈲バンス 大宮区桜木町4-480 648-7005 建設業
横溝 和夫 大宮区上小町1001-2 649-2508
アイム機械㈱ 大宮区三橋3-202 644-5811 建設業
荒井公認会計士事務所 大宮区桜木町2-477 790-5070 会計事務所
真せき 大宮区上小町462 649-6869
エーテック 大宮区三橋3-170 782-4281 電気通信業
㈲エコー出版 大宮区桜木町1-159 647-1045 貸ビル業・音楽著作物の管理
関東興芸㈱ 西区植田谷本327-6 729-5683 建設業
一般社団法人ふくとくアカウント 新座市東北2-2-16 473-3055 記帳業務
㈱ＴＳＳ 大宮区桜木町2-398 669-2207 警備業

㈱ＭＫＣ 北区別所町26-15-206 783-3470 自動車の買取・販売
㈱コーキ解体 西区指扇964-1 716-6687
㈱スイッチプランニング 西区指扇2538-3 623-4487 衣料品販売
（医）社団ＯＪ会 西区清河寺大塚23 622-5555 歯科医院
㈱コタニ 西区高木161-52 623-7923 塗装工事業
オクトグルス㈱ 大宮区大成町1-127 654-0931 コンサルティング業
Ｒａｆｔｅｌ㈱ 北区日進町1-85-1 652-7221 建設業
㈱Ｙ．Ｈ．Ｓ 北区日進町2-4-1 779-9801 小売業
中郡敏夫税理士事務所 北区奈良町20-1 1F 666-2520 税理士
㈲Ｅ－スタヂオ 中央区上落合8-10-22-705号 799-2435 人材育成のための教育事業並びに研修事業
ベストプラン㈱ 北区別所町26-15-101 729-8886 不動産業
㈲岩井機械製作所 北区大成町4-743-1 651-8066 不動産賃貸業
㈱ランドマネジメント 北区日進町1-573-1 090-8319-6753 不動産管理
㈱ＫＩＤ 北区奈良町167-2 778-7652 内装業
㈲三雄電設工業 北区日進町2-531-5 661-6615 電気工事業
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