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さいたま市大宮区在住。多摩美術大学絵画科・版画科卒業。卒業後は
水彩画の作品制作を続け、作品展示多数開催。企業ロゴやイラスト等も
手掛ける。作品制作のコンセプトは「ひとが幸せな気持ちになれるものを
つくる」こと。
2018年７月 大宮区寿能町に現代作家の作品を展示する、アトリエ兼ギ
ャラリーのカフェAtelier Blue Bird & Blue Bird cafeをオープン。「こ
ころとカラダが優しさにつつまれるような、アトリエカフェを創ること」を理想
とし、運営アトリエでは現代作家の作品展示や絵画教室も開催している。

「 君を 想う」 925×655mm

空を 見上げる

君を 想う

どうか、君が幸せでありますように。
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最近の県内経済

出所：㈱ぶぎん地域経済研究所 ぶぎんレポート 2019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 … 一進一退
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月の鉱工業生産指数（季節調整済）は、95.6で前月比1.0％上昇した（２か月ぶりの上昇）。生産用機械
（フラットパネル・ディスプレイ製造装置、半導体製造装置）、業務用機械（医療用機械器具）などが低
下したが、情報通信機械（カーオーディオ）、輸送用機械（乗用車）などが上昇した。
出荷指数（同）は、93.5で同1.5％低下した（２か月連続の低下）。プラスチック製品（プラスチック製
容器）などが上昇したが、生産用機械（フラットパネル・ディスプレイ製造装置、半導体製造装置）、業
務用機械（医療用機械器具）などが低下した。
在庫指数（同）は、101.6で同2.4％低下した（３か月連続の低下）。プラスチック製品（プラスチック

製容器）、非鉄金属（アルミニウム圧延製品）などが上昇したが、輸送用機械（乗用車）、はん用機械（ポ
ンプ）などが低下した。

食料品の生産指数（季節調整済）は、102.7で前月比1.3％低下し、３か月連続の低下となった。■

はん用・生産用・業務用機械（同）は、109.3で同11.2％低下し、２か月ぶりの低下となった。■

電子部品・デバイス（同）は125.1で同1.1％低下し、２か月連続の低下となった。■

輸送用機械（同）は、86.1で同4.7％上昇し、４か月ぶりの上昇となった。■

化学（同）は、92.2で同0.8％上昇し、２か月ぶりの上昇となった。■

2 設備投資 … 横ばいの動き
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、171千㎡で前年比62.9％増と増加した。１月までの年度累
計では前年同期比0.8％増と横ばいの動き。１月単月を用途別にみると、事務所、店舗、工場及び作業場、
倉庫などが増加した。
12月の資本財出荷指数（季節調整済）は、83.7で前月比5.4％の低下となった（２か月ぶりの低下）。
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3 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、837億円で前年比0.9％減と２か月ぶりに減少した。百

貨店は同4.3％減と引続き減少し、スーパーは同0.1％減と僅かながら減少した。コンビニ販売は、同

2.8％増と堅調に推移している。乗用車販売（軽含む）は、同0.0％と横ばいとなった。内訳をみると、小

型車が同5.3％減少したが、普通車が同2.8％増、軽乗用車が同1.6％増とそれぞれ増加した。

１月の専門量販店販売額は、630億円で同1.9％増と２か月連続で増加した。内訳をみると、家電大型専

門店は163億円で同0.7％減、ホームセンターは152億円で同1.8％減と減少したが、ドラッグストアは

316億円で同5.2％増と引続き増加した。

4 住宅建設 … 足元減少 5 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、4,083戸で前年比6.4％減少した。利用関係別にみると、持家が1,199戸で

同8.5％増、分譲戸建てが1,213戸で同4.0％増と増加したが、貸家が1,382戸で同30.1％減と大幅に減少し

た。

１月の新規求人倍率（季節調整済）は2.01倍で前月比0.17ポイント低下したが、有効求人倍率（同）は

1.33倍で同0.01ポイント上昇した。完全失業率（南関東、原数値）は、2.6％と前月比0.4ポイント悪化し

た。
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当時を何度思い返しても、なぜそこに至ったの
か全く思い出せないのですが、学生時代、私は茶
道部に所属し、最終的には部長を務めるまで茶道
に熱中しました。体育祭はもちろんのこと、文化
祭その他のあらゆる学内イベントでも日の目を見
ることがない部活動であったため、良い意味での
んびりとした学生生活を送ることができました。
私にとっては身近な茶道なのですが、一般的には
「ハードルの高い習いごと」と認知されていると
ころもあるようなので、浅学の身ではありますが、
茶道の親しみやすさについて紹介させて頂ければ
と思います。
と言いつついきなり硬い話になりますが、まず
は茶の湯の歴史を簡単に振り返ってみます。喫茶
としてのお茶を飲む風習は、平安時代に中国から
伝来したとされています。現在の茶道の基となる、
茶葉を粉末にして茶筅（ちゃせん）で点てる風習
は、鎌倉時代に臨済宗の僧の栄西が持ち帰ったと
され、その後、村田珠光が茶の湯に「わび」の趣
向を見出し、その精神が、武野紹鴎、千利休と受
け継がれ、わび茶が確立しました。因みに「わび」
とは､「簡素の中に見いだされる清澄、閑寂な趣」
とされ、貧相・不足の中に心の充足を見出そうと
する精神をいいます。
さて、茶道にはいくつもの流派があり、代表的
なものに「表千家」「裏千家」「武者小路千家」が
あります。３つの流派とも名前に「千家」と付い
ているとおり、千利休のひ孫にあたる人たちが興
した流派です。三男である宗左は通りの「表」に
面した不審庵を引き継ぎ、四男である宗室は、不
審庵の「裏」手にあった今日庵を引き継ぎ、その
後、次男の宗守が、不審庵、今日庵から少し離れ
た「武者小路」という通りに面して官休庵を開き
ました。裏千家だった私は、その名の響きからダー

クヒーロー的なカッコよさを勝手に想像していた
のですが、流派の名前がそれぞれの茶室の所在地
に由来するということを初めて聞いたときは大変
驚いたものです。
茶道には「作法や決まりごとが多い」というイ

メージがあるかも知れません。しかし、その作法
や決まりごとの一つ一つには必ず意味があります。
代表的なものに「お茶を頂くときに茶碗を回す」
というものがあります。茶碗には一番美しく見え
る正面があり、お茶を点てる亭主は、客に喜んで
もらおうと茶碗の正面を客に向けてお茶を差し出
します。それを受けた客は、亭主の気持ちに応え、
謙遜の意味を込めて、正面をずらしてお茶を頂く
のです。
観光地などで日本庭園を歩いたときに「歩きづ

らいな」と感じたことはありませんか。その歩き
づらさ、実は設計者の狙いなのです。庭園内の建
物までの小道を「露地」といいますが､「露」に
は「裸になる、あらわになる」という意味があり、
露地を進むことで「俗世の地位や執着を捨て裸の
状態で茶室に入って欲しい」という意図を含んで
います。わざと形の違う飛び石を不規則に並べる
ことに、客が一歩進むごと歩みを止め、異なった
景色をみることで、気持ちを切り替えて欲しいと
いう思いが込められているのです。
このように、一つ一つ意味を読み解いていけば、
茶道の親しみやすさを少しでも感じてもらえるか
と思います。日常の喧騒の中、お茶を頂きながら
一息つくのも良いのではないでしょうか。かくい
う私も社会人になってからは茶道からだいぶ足が
遠のいてしまっています。自分自身の日常の振る
舞いを見つめ直すためにも、改めて積極的に茶道
に接していきたいと思います。

親しみやすい茶道
関東信越税理士会大宮支部

大 藏 成 親税理士
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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。
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。
なお、2019年10月から「地方税共通納税システム」が稼働します。このシステムを利用す
ると、一度の手続で全ての地方公共団体に対して電子納税をすることができるようになり、
一層便利になります。
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

（TEL ０４８･８３０･２６５７ FAX ０４８･８３０･４７３７）

５月は自動車税の納期です。金融機関やコンビニで納付できます。また、パソコンなどを使って
Webサイト「Yahoo！公金支払い」を利用したクレジットカード納付やインターネットバンキン
グ等を利用したペイジー納付もできます。
忘れずに、５月31日（金）までに納めましょう！
納税通知書は、５月７日以降、お手元に届く予定です。
埼玉県では、自動車税を納期限までに納税して領収書等を協賛店で提示すると、割引などのサー
ビス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。
なお、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
㈱アグリプロテクト・ジャパン

代表取締役 太田 洋貴

会社概要
所 在 地：埼玉県さいたま市大宮区下町2-78 コンフォート下町第2 915
Ｔ Ｅ Ｌ：048-650-5630 Ｆ Ａ Ｘ：048-650-5631

当社昨年７月13日に設立し、約６か月が経ちました。
事業内容と致しましては、生鮮青果物の産地直送をメインとし
た市場外の青果卸売り業を営んでおります。
主に千葉・茨城・群馬を中心とした関東近在と、夏秋の北海道
に契約産地を持っておりまして季節の野菜、果物を生産者から市
場を介さずダイレクトに量販店や飲食店様にお届けしております。
まだまだ小さい会社ではございますが、社名にこめた日本の農
業（生産者）を守るため微力ではありますが尽くしていく所存です。

北海道美瑛町のとうもろこしの契約先の畑
昼夜の寒暖差が大きく非常に甘い濃厚な味が特徴の産地
例年８月下旬～９月下旬が出荷時期

長野県中野市のシャインマスカットの契約先の畑
近年大人気の皮ごと食べられる種なしぶどうの代表格
お中元やお歳暮にも最適です。
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公 開 事 業 報 告

４支部合同公開講演会
「活力ある社会を実現するために
いま、政治に何を求めるか？」

１月29日 講師 法政大学法学部教授
ジャーナリスト・ＴＶコメンテータ―

萩谷 順 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

青年部会税金教室
１月18日 さいたま市立七里小
講師 �橋 厚 税理士

青年部会税金教室（大宮税務署共催）
１月22日 さいたま市立植水小

講師 大宮税務署

青女合同公開講演会
「『パラスポーツの魅力』～一歩踏み出す勇気～」

３月１日
講師 パラパワーリフティング選手 女子55㎏級

マクドナルド山本 恵理 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29日、清水園において、新春賀詞交歓会が開催

されました。第４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。

宮澤大宮税務署長のご挨拶

第４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４回となる今年は旧大宮市内の小学校37校から1,040作品のご応募を頂き、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。

平成30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、95社の新規加入をいただきました。その結果、平成30年12月末の

会員数は3.135社（前年比－33社）、加入率は32.0％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。

平成30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、95社の新規加入をいただきました。その結果、平成30年12月末の

会員数は3.135社（前年比－33社）、加入率は32.0％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。
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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｡）

2019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）
2019年４月８日（月）
2019年５月８日（水）
2019年６月４日（火）
2019年７月４日（木）
2019年８月21日（水）
2019年９月５日（木）

2019年10月８日（火）
2019年11月20日（水）
2019年12月４日（水）
2020年１月９日（木）
2020年２月３日（月）

� 橋 厚
鈴 木 早百合
木 村 敏 之
筏 井 昌 春
菊 地 長 月
小曽戸 勇

有 賀 信 一
小野寺 誠
長 島 常 光
松 浦 司 郎
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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2019年４月４日（木） 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19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20日（木） 13:30～16:30 パソコン講座 エクセル中級 〃
６月27日（木） 14:00～16:30 税務セミナー 増田利治税理士
７月９日（火） 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17日（水） 10:00～17:00 社会保険・労働保険事務講座 〃
７月18日（木） 10:00～17:00 簿記講座 初級２日コース（１） 細沼幸央税理士
７月19日（金） 10:00～17:00 簿記講座 初級２日コース（２） 〃
７月25日（木） 13:30～16:30 パソコン講座 エクセル上級 ㈱ブレーンインストラクター
８月６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６日（金） 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12日（木） 13:30～16:30 労働法講座 柳生英珠社会保険労務士
９月20日（金） 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
９月25日（水） 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
９月26日（木） 14:00～16:00 年金制度講座 日本年金機構 大宮年金事務所
10月９日（水） 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（水） 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（木） 10:00～17:00 簿記講座 中級２日コース（２） 〃
10月30日（水） 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５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６日（水） 14:00～16:00 法律セミナー 小宮清弁護士
11月19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
11月28日（木） 13:30～15:00 年末調整実務講座 太田泰夫税理士
12月３日（火） 13:30～16:30 パソコン講座 パワーポイント基礎 ㈱ブレーンインストラクター

2020年２月18日（火） 10:00～17:00 税務簿記２日コース（１） 野口邦雄税理士
２月19日（水） 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７７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 年 月 日（木）2019 ５ 23
◇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７回定時総会 午後１時10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（または記名）ご捺印の上、ご返送を

�����������������������������������
お願いします。
������
特に今年は４月27日から10連休となる企業様もございますので、早めのご返送をよろ
��������������������������������������
しくお願い致します。
���������

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 2019年５月23日（木） 午後３時～午後４時30分
◇テーマ 「経営者のための脳の話」

◇講 師 東京大学名誉教授 氏養老 孟司
◇場 所 大宮ラフォーレ清水園

【略 歴】
1937年（昭和12年） 神奈川県鎌倉市に生まれる。
1962年（昭和37年） 東京大学医学部卒業。１年のインターンを経て、解剖学教室

に入る。以後解剖学を専攻。
1967年（昭和42年） 医学博士号取得。
1981年（昭和56年） 東京大学医学部教授に就任。東京大学総合資料館長、東京大

学出版会理事長を兼任。
1995年（平成７年） 東京大学を退官。
1996年（平成８年） 北里大学教授に就任（大学院医療人間科学）。
1998年（平成10年） 東京大学名誉教授。
2003年（平成15年） 北里大学を退職。
2006年（平成18年） 京都国際マンガミュージアム館長就任。
2017年（平成29年） 京都国際マンガミュージアム館長退任。
2017年（平成29年） 京都国際マンガミュージアム名誉館長就任。
【受賞歴】
1989年（平成元年） 『からだの見方』（筑摩書房）でサントリー学芸賞を受賞。
2003年（平成15年） 『バカの壁』（新潮社）で毎日出版文化賞を受賞。
2015年（平成27年） 神奈川文化賞を受賞。
【主な著書】
『別冊NHK100分de名著 読書の学校 養老孟司特別授業「坊っちゃん」』
『講談社の動く図鑑MOVE 昆虫 新訂版』DVD付
『歳を取るのも悪くない』共著・『半分生きて、半分死んでいる』
『バカのものさし』・『遺言｡』･『逆さメガネで覗いたニッポン』
『「他人」の壁』共著・『京都の壁』･『超老人の壁』ほか多数

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 2020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 2019年４月上旬～５月７日
２．アンケート用紙配布時期 2019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 2019年４月22日（月）（役員・税制委員）

５月７日（火）（全会員）
４．ご参考 2019年度回答率 一般 15.14％

役員 100.00％
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お知らせ 2019年度会費のご請求について
振込指定 2019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 2019年７月16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2019．４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

－ 13 －
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2019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８日（水）
６月４日（火）
７月４日（木）

午後３時～午後５時
〃
〃

鈴 木 早百合
木 村 敏 之
筏 井 昌 春

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30年12月～平成31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 2,331 3,350 2,155 1,959 9,795
会員数 750 1,048 707 604 3,109
加入率 32.2 31.3 32.8 30.8 31.7

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

８日 公開税務相談 大同生命会議室
９日 青年部会役員会 道山閣
９日 研修委員会 大同生命会議室
10日 厚生委員会 〃
14日 公開女性大学 清水園
〃 女年部会役員会 〃
15日 支部事務担当者会議 大同生命会議室
23日 第7回定時総会 清水園
〃 公開講演会 養老孟司氏 〃
４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 〃
６日 税制委員会 〃
７日 青年部会「青年の集い」 道山閣
14日 女性部会「女性部の集い」 清水園
19日 公開パソコン講座 エクセル基礎 大同生命会議室
20日 公開パソコン講座 エクセル中級 〃
27日 公開税務セミナー 〃
４日 公開税務相談 〃
９日 公開社会保険講座 〃
11日 広報委員会 〃
12日 組織委員会 〃
17日 公開労働保険講座 〃

18日～19日 公開簿記講座 初級2日コース 〃
24日 役員連絡会 清水園
25日 公開パソコン講座 エクセル上級 大同生命会議室

㈱アグリプロテクト・ジャパン 大宮区下町2-78 650-5630 卸売業
㈱大宮地所 大宮区東町1-117 778-7575 不動産業
㈱藤和 見沼区南中野557-4 720-8884 運送業
司法書士法人 Ｔ-リンクス 大宮区宮町3-1-6 788-3918 司法書士
㈱熊谷珈琲 大宮区浅間町2-46 607-5432 飲食店
㈱クラルス 緑区中尾323-13 711-8274 運送業
司法書士法人埼玉法務 大宮区東町1-117 796-3168 司法書士業
合同会社 T's 大宮区吉敷町4-96-2-202 699-1252 卸売
㈱ビシオス 大宮区宮町2-11 640-2755 ソフトウェア開発
タケユー・ウェブ㈱ 大宮区宮町1-5 700-3094 情報サービス
ファーストハウジング㈱ 見沼区南中野288-2 871-6646 建設業
長谷川 政功 大宮区下町3-47-2 642-0701 飲食業
㈱ゴルフパル大宮 見沼区南中丸952 686-5656 ゴルフ練習場
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法 人 名 所 在 地 電 話 業 種

【第２支部】

－ 14 －
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【第３支部】

【第４支部】

表紙が代わりました
平成27年より表紙を飾っていただきましたアクラス画の大野 剛正氏に代わり、今年度より

櫻庭亜希子氏にご担当いただくことになりました。
さくらば あ き こ

さいたま市大宮区在住。寿能町でアトリエ兼カフェを開いていらっしゃいます。
どうぞよろしくお願い致します。
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㈱ドラEVER 大宮区下町1-51 645-4192 広告業
西村 一将 大宮区錦町682-2 658-1021 コンビニエンスストア
上田ブロック 見沼区中川647-11 872-6969 建築業

㈲金子燃料店 北区宮原町3-58 664-5723 燃料小売業
合同会社ナオミネ企画 見沼区島町726-2 090-8495-6575 ITコンサルタント
㈱Ｔ＆Ｓ 見沼区深作220-5 689-0203 卸売業
川越会計事務所 北区東大成町1-651-13 662-5095 税理士事務所
㈱もも木薬局 見沼区東大宮2-59-2 665-3922 薬局
㈱ＣＫＫ 北区吉野町1-428-6 654-0681 医療ガス設備
濱田 賢児 北区土呂町2-12-20 871-8526 商業デザイナー
㈱ＴＰＭ 北区宮原町1-224-1-101 657-8090 商品管理業
㈲田坂建設 北本市中丸8-22 591-2776 旅館業
㈱アートハウジング 見沼区大和田町1-1632-2 684-6652 不動産業
齋美電機 緑区代山489-4 878-5037 家電設置
川島会計事務所 北区宮原町3-376-1-802 667-4346 会計事務所
㈱志田事務所 見沼区東大宮6-31-38 878-8087 事務処理サービス業
パティスリー フェリシタシオン 見沼区東門前62-3 812-5908 菓子製造小売
㈱リフォームマート 北区宮原町2-90-4 666-7007 住宅リフォーム業
㈱石田事務所 見沼区東大宮4-8-3-201 796-4849 コンサルティング業
㈲アドバンスウィン 見沼区深作2-3-19 872-6946 コンサルタント業
㈱グリーンガレージカンパニー 見沼区深作1-39-14 794-5512 自動車修理業
㈱REMAKE STUDIO 見沼区蓮沼1508 671-4646 リフォーム工事業
美容室 和 北区植竹町1-594-10 666-8423 美容業
㈱アーク 見沼区深作2-28-8 797-8382 不動産業
㈱リセイル 北区盆栽町168 871-6803 介護サービス
㈱関東総業 見沼区春岡3-43-2 682-4427 土木工事業
㈱クマザワ 北区土呂町2-23-19-１F 662-2077 精密機器部品の卸売業
㈱フラッグス 見沼区東大宮5-25-4 796-0960 ゴルフスクール運営
荒木 健太 見沼区春岡1-12-5 090-6347-8868 建設業
㈱Ｉヴィレッジ 見沼区東大宮1-86-8 684-2633 不動産管理

秋山総業㈱ 大宮区桜木町2-311 741-3435 建設業（解体）
㈱日本トータルアシスト 西区佐知川228番地143 620-6565 コンサルティング業
㈲上田組 大宮区三橋1-154-2 665-3963 舗装・土木
㈱エス・ピー企画 大宮区桜木町3-172-1 652-0720 サービス業
㈱エイチ・エーエル 大宮区桜木町4-242 782-5570 経営コンサルティング業
㈱リーガル・ファーム 宇都宮市城東2-2-16 028-634-8880 不動産賃貸・管理業
㈱オリーブ・コミュニティ 東京都豊島区千川2-12-14 03-5917-3960 介護
司法書士法人 たいよう合同事務所 東京都豊島区西池袋3-22-14 03-5396-7350 司法書士
指扇ファシリティー㈱ 西区三橋6-139-1 625-5301 設備工事業
㈱洋香 大宮区桜木町1-193-1 657-4050 不動産賃貸業
㈲クレイズ 大宮区桜木町4-692-1 646-4781 介護
㈱ハッピーストーリー 大宮区上小町264-1 643-8004 保育園事業
㈱グラスバリー 西区プラザ27-16-102 050-6862-9033 小売業
㈱ハニーエステイト 大宮区桜木町4-103 645-0185 不動産管理・経理事務代行
風岡不動産鑑定事務所 浦和区岸町7-11-5 711-2017 不動産鑑定
㈱ｖｅｎｔｉｅ 大宮区桜木町1-1-21 783-4408 美容室

㈲ウエマツ 中央区本町東1-13-3 855-5476 塗装工事業
K'sエステート㈱ 大宮区大成町3-447 782-5604 不動産業
環境クリエイト㈱ 大宮区大成町2-277-1 871-8923 建設業
安田 三樹人 北区日進町2-1076-1 652-4939 不動産賃貸
㈱タムピザ・プラネット 大宮区櫛引町1-454 665-6060 飲食業
㈱ヨコヤマハウス 西区宝来1601 623-6611 不動産・建築
㈲ＫＹベンディングサービス 上尾市瓦葺1216-8 720-1870 小売業
合同会社遠藤商店 西区中釘2208-6 090-8804-0029 軽貨物運送業
㈱ジーテクノス 大宮区三橋1-73-1 665-1700 建築工事業
㈱J-Style 西区西新井505-84 080-5477-0562 ゴルフ用品販売
㈱早坂興業 西区指扇575-10 625-0004 建設業
㈱アイ・エス・エンジニアリング 西区宝来1212-1 607-7110 管・電気工事
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