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上諏訪街道21　五蔵 呑みあるき

国税は申告も納税も会社のパソコンで！（イータックス）　

ホームページ：http://www.suwahoujinkai.jp/　メールアドレス：info@suwahoujinkai.jp

《法人会の租税教育事業》
第５回　税に関する絵はがきコンクール　結果発表
《税務署だより》
平成３１年１月からｅ－Ｔａｘの利用手続きがより便利になります
《企業の税務コンプライアンス向上のために、諏訪法人会がバックアップ》
会員の皆様全員に自主点検チェックシート・ガイドブックを配布
《告知板》
第６回通常総会　青年部　女性部　各総会のお知らせ
記念講演会　「西郷どん！」原作者　林 真理子氏　
会員交流　「災害支援チャリティー ゴルフコンペ」のご案内

法人会のＨＰを閲覧しましょう。
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　法人会女性部は、租税教育活動の一環として「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
想を絵はがきにし、より理解を深めてもらうことを目的に、
諏訪菅内の小学校6校の6年生から募集しました。
　本年度より、青年部による租税教室が単元授業となった事
から授業の終わりに絵はがきの依頼ができ、法人会の女性部、
青年部の共同事業となりました。
　本年度は、原村原小、岡谷川岸小、下諏訪北小、諏訪湖南小、
茅野金沢小、富士見境小から、307枚の応募がありました。
　地区選考を経た60枚から女性部長賞、税務署長賞、諏訪
法人会会長賞、税務協議会会長賞各1点、アイデア賞、ユー
モア賞、デザイン賞、審査員特別賞　計15点、総計19点の
作品が入賞しました。
　入賞者へは、宮澤女性部長他女性部役員、今井会長、税務
署長が各校へ出向き、絵はがきとセットとなった表彰状と、
賞品を手渡しました。
　女性部長賞の宮坂茉里さんの作品は、4月12日開催の全
国女性フォーラムに展示されました。又他の作品においても、
確定申告期間中、諏訪税務署の待合室に展示され、納税意識
の向上の一助となりました。

第5回 税に関する
絵はがきコンクール絵はがきコンクール

下諏訪　北小学校　表彰式

表彰状

原村　原小学校　表彰式

法人会の租税教育事業

　上諏訪の甲州街道（国道20号）沿い500ｍの範囲にある5軒の酒蔵をめぐるイベント。

　第1回は平成10年春。平成14年から秋も開催、年2回となり通算では、30回目となりました。今回の

春開催から、金、土の2日間の開催となり、最初は数百人の規模でしたが、前売りチケット2800枚は即

日完売し、当日券200枚に朝4時から並んだという人もいる程の人気ぶり。駅や上諏訪温泉街から徒歩で

行かれることもあり、県外からの参加者が約6割、中でも女性が4割を占めています。

　各蔵元では、普段高嶺の花である大吟醸酒をはじめ、季節の生酒など自慢の日本酒4～ 5種類を惜しげ

なく振舞う、上戸にはたまらないイベントです。

　また、日本酒はどうも苦手という方にも、梅酒、地ビールなどの販売、川魚、地元野菜、定番の焼き鳥、

鹿肉等地産地消グルメの屋台もあり、若いグループでも楽しめる賑やかなイベントに成長しました。次回

は秋の「呑みあるき」を予定しています。

呑みあるき実行委員長（本会 研修委員）　北澤 光彦

表紙の写真
上諏訪街道 21「春の呑みあるき」

2018．3．23（金） 3．24（土）開催
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入賞作品のご紹介入賞作品のご紹介

ユーモア賞

原小
宮坂 茉里さん

下諏訪北小
友野 七花さん

下諏訪北小
小林 かれんさん

原小
篠原 弓佳さん

金沢小
賀来 春音さん

原小
清水 藍夏さん

金沢小
藤野 息吹さん

川岸小
小澤 珠里さん

金沢小
藤森 帆乃香さん

境小
柳澤 咲希さん

女性部長賞 税務署長賞 諏訪法人会会長賞

税務協議会会長賞
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アイデア賞

デザイン賞

川岸小
眞篠 翔さん

境小
内藤 静香さん

下諏訪北小
髙木 紘希さん

下諏訪北小
髙木 ちはるさん

下諏訪北小
増澤 幸代さん

原小
小柳 菜々さん

原小
奥 大地さん

湖南小
中山 怜奈さん

湖南小
武井 優菜さん

すわほうじん　第136号　（第三種郵便物認可）　平成30年5月1日発行

4



税理士会コーナー
知って納得！教えて税理士さん！ 関東信越税理士会諏訪支部

税理士　飯田 昭雄

　現行の事業承継税制は、平成21年度税制改正で創設された後、平成25年度税制改正、平成27年度改正及び平
成29年度改正において、適用要件が緩和されてきました。しかしながら制度の認定件数及び適用件数は低調で
あり、制度適用の前提となる経済産業大臣の認定件数は、平成27年は相続税が243件・贈与税が274件で、平成
28年は相続税が198件・贈与税が237件に留まっています。そこで、平成30年税制改正により「非上場株式等
に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度」が創設されることになりました。現行の事業承継税制について
は、原則的な制度として存置した上で、「事業承継税制の特例」により、10年間に限定して事業承継税制の要件
が抜本的に緩和されることになりました。
　本コーナーでは、数回にわたり、「事業承継税制の特例」の概要について、原則的な事業承継税制との相違点を
中心に解説していきたいと思います。

《事業承継税制拡充の全体像》
　今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象
①　対象株式数の上限を撤廃（2/3➡3/3）、納税猶予割合を80％➡100％に拡大
②　複数の株主から複数の後継者への事業承継についても対象者を拡大
③　後継者が売却・廃業を行った際、その時点での株価を基に納税額を計算し、減免可能
④　近年の人手不足の状況に鑑み、雇用平均8割を満たさなかった場合でも猶予継続が可能に

「事業承継税制の特例」の概要　その①

30年1月から10年間限定で事業承継税制を拡充

※以上のほか、相続時精算課税制度の適用範囲の拡大及び所要の措置を講じる。

（相続税・贈与税）
中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充
（事業承継税制）

◆税制適用の入り口要件を緩和 ～事業承継に係る負担を最小化～

◆税制適用後のリスクを軽減 ～将来不安を軽減し税制を利用しやすく～◆税制適用後のリスクを軽減 ～将来不安を軽減し税制を利用しやすく～

○納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相

続税の猶予割合は80％。後継者は事業承継時に多額の

贈与税･相続税を納税することがある。

○税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後

継者へ贈与･相続される場合のみ。

現行制度

○後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により

株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与･相続税

が課税されるため、過大な税負担が生じうる。

○税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持でき

なければ猶予打切り。人手不足の中、雇用要件は中小企

業にとって大きな負担。

現行制度
○売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価

を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化に

よる将来の不安を軽減。

○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を

継続可能に（経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導

助言が必要）。

改正後

● 事業承継の際の贈与税･相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に特例承継計画を提出し、
10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充。

● ①対象株式数･猶予割合の拡大　②対象者の拡大　③雇用要件の弾力化　④新たな減免制度の創設等を行う。

改正後

○対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税

猶予割合も100％に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。

○親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最大3

人）への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多

様な事業承継を支援。
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税務署だより
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小さくてもキラリと光る！ 精度を極めた工作機械メーカー
工作機械メーカーの老舗、岡谷市の株式会社エグロ様にお邪魔しました。
本日は五代目社長の江黒寛文氏にお話をお伺いしました。

（広報委員　永田・藤澤）

会員見聞録

江黒社長

企業紹介

長野県岡谷市御倉町8－14
電話: 0266-23-5511

株式会社 エグロ

企業情報
　法人会の事業「税制改正要望」にも毎年出てくる、中小企業の経営力
向上設備のための施策、「中小企業等経営強化法」の対象機種に多機種
登録されている、エグロブランドの工作機械。社長の温和な人柄から、
工場の作業現場でも従業員の方々が、私達広報委員に向け帽子を取り笑
顔で挨拶いただきました。日本の製造業を支えてきた、ユーザーの要望に
絶対「ノー」と言わない集団に遭遇し、何か勇気をもらった気がしました。

資本金　 8580万
従業員数　180名

広報委員 日本には、同業の業者はどれくらいあり、又社員の方々にはどのように伝えていますか。
江黒社長 当社はお客様ごとカスタマイズした機械が多く、受注から出荷まで時間を要してしま

います。そこで、最近は「スピード、徹底、責任、お客様に顔を向ける」をスローガン
として社員へ伝えています。同業者については、日本全国800社あまりあると聞いて
います。

広報委員 社長になられ、一番つらかった事はどのような事ですか。
江黒社長 いまだリーマンショック前の売り上げピークに追いついていないのが一番つらいです。

しかしユーザーから、感謝の言葉を掛けられると本当に嬉しいです。
広報委員 精密高速小形旋盤GL－120についてご説明下さい。
江黒社長 同機種は、1960年（昭和35年）誕生した、エグロを代表する名機です。歴史的価

値のある工作機械の顕彰で、以後ベストセラーになり、現在も年間10台程度ですが
生産しています。2006年（平成18年）46年の時を経て、「ロングライフベストセラー
賞」を受賞しました。1970年には、卓上旋盤のシェア47％を誇っていた時期があり
ました。

広報委員 本日は、お忙しいところ、ご対応いただきありがとうございます。
 まず、御社の歴史的な背景を教えて下さい。
江黒社長 1937年（昭和12年）埼玉出身の祖父が東京都板橋区に㈲江黒鉄工所を創立し、

工作機械の製造に着手したのが始まりです。1944年戦火を逃れ下諏訪に工場設
備を疎開、昭和31年現在地に移転し、株式会社に改組しました。

広報委員 江黒社長はいつ社長に就任されましたか。又80年の歴史ある会社の何代目に当たりますか。
江黒社長 2011年（平成23年）に就任しました。祖父から数え5代目となります。先代の社長3人も会長他現役で勤務し

ております。
広報委員 エグロブランドの工作機械というと、地元並びに日本各地の精密業者でも知らない人がいないと言われているほど

有名ですが、長年に亘り高品質を生み出し続けることが出来ているのは、どのような理由がありますか。
江黒社長 私達は、それぞれのユーザーに、80年という歴史のなかで常にお客様の立場で提案し、最適な機械を提供し続け

た結果かと思います。

広報委員 御社には、信州の名工（卓越技能者知事表彰）がいらっしゃると聞いておりますが
江黒社長 平成27年に工作機械の根幹を成すコア技術「きさげ」で当社の社員岩花さんが受賞しました。「きさげ」という

手工具（刃具）を使い、平面や軸受けの内面をミクロン単位で且つ手作業で削り落とす作業です。「精度のエグロ」
と評価を頂くに欠かせない作業となります。潤滑油が流れる理想的な模様に調整できるまで10年以上かかります。

広報委員 最後に社長の趣味と、ご家族についてお聞かせ下さい。
江黒社長 妻と長女、長男の4人ですが、長女は東京、長男も今年から東京へ進学し、

妻と2人きりとなり寂しくなりました。趣味は、学生の頃からテニスをやっ
ています。又月3回ほど英会話教室へ通ったり、休日にはオフロード用バイ
クで林道を走っています。

広報委員 本日はお忙しい中、ありがとうございました。

エグロの原点GL－120

「きさげ」作業中の岩花さん
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下諏訪
支部

寄　稿
経営者としての
資質向上を目指して

各支部ごとに支部事業や地域の行事などを掲載します。次回は「富士見支部」です。

事業所名 代表者 住所 電話 事業内容

新会員ご紹介
会員募集中

（1月~3月入会）

お取引先、お知り合い等で未加入の事業所がありましたら、是非ご紹介下さい。ご紹介先には職員がお伺いさせていただきます。

共進エネーブ㈱ 小松原　進 茅野市仲町17-20 72-6282 建設業

三島製作所 三島　髙明 岡谷市長地梨久保2-23-13 28-6652 製造業

（合同）猫の手 中山　知大 諏訪市湖南4023-1 78-1191 広告・教育

ナリッシュ（合同） 黒岩　計美 諏訪市諏訪1-3-11 090-9353-1454 コンサルタント

 佐野　彰紀 松本市桐3-2-51 0263-50-5992 金融・保険業

㈲甲信パートナーズ 岩﨑　　勉 諏訪市城南1-2659-1 55-5427 保険代理店業

マルヒ高木石材工業 松瀬　豪紀 下諏訪町東山田6647 27-7328 石材加工業

ファイナンシャルアライアンス
㈱松本営業所

　諏訪法人会青年部に所属しているエム施工株式会社の宮坂英貴さ

んが、日本商工会議所青年部（以下日本YEG）の主催するビジネスプラ

ンコンテストで本年度グランプリを獲得しました。

　受賞した「地中熱利用融雪システムの普及・拡販」は、私たちの足元

にある身近なエネルギー地中熱を利用して雪を融かすシステムです。

　地中熱とは天気に左右されない安定した熱源で、地中１００ｍの温

度は年間を通じて約15℃と一定です。夏は35℃より涼しく、冬は0℃より暖かいという特性を持ってい

ます。この温度差を利用したのが地中熱利用です。

　寒冷降雪地域の雪に悩まされている方々、特に高齢者の生活を安全で快適にするために、まずは身近

な駐車場などの融雪から、地中熱の認知度向上を図り、そして施工実績を踏まえて経済的メリットや企

業のCSRの観点からも導入メリットを伝え、総合的な地中熱利用の普及促進に繋げていきます。

　冬は融雪で安心・安全・快適な生活を、夏は冷房として利用し電気代を抑え、CO2、ヒートアイランド

現象を抑制できるこのシステムのプラン実現に向けて取組んでいきます。地中熱利用するためのボア

ホール（地中熱交換井）は一度導入すれば、半永久に利用でき、不動産価値を上げ一生の資産となります。

　今回で15回目となる日本YEGの歴史あるビジネスプランコンテストは、今年度49の個人・団体がエ

ントリーし、一次審査、二次審査、そして研修を経て最終審査へと進み、2月16日に行われた最終6名のプ

レゼンテーションの中から選ばれることとなりました。

　宮坂社長は、横のつながりを大事にし、刺激を受け、最後までやり遂げることができたことが本人に

とっての財産となり、強い思いを持って行動することを大切に考え、日々経営者としての資質向上に努

めていくと話した。

エム施工　宮坂　英貴 社長
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諏訪法人会　会員

自主点検チェックシート

▼ 法人事業概況説明書　表面

▲ 法人事業概況説明書　裏面

まずは当会のホームページからダウンロード
検　索諏訪法人会してみてください。

諏訪法人会会員の皆様全員に自主点検チェックシート・ガイドブックを配布します
企業の税務コンプライアンス向上のために、諏訪法人会がバックアップ！

自主点検チェックシート・ガイドブックを活用しましょう
法人税の確定申告時には、法人事業概況説明書に
「諏訪法人会会員」であることをお知らせください

平成30年4月1日以後終了事業年度から、法人事業概況説明書の様式が改訂されました。
法人税確定申告時の書面による提出、またはe-Taxによる電子送信の際、申告関連書類の

「法人事業概況説明書」には下記2点の記入をお願いします。

※顧問税理士様へもお伝えください。

理事
○○支部長・○○委員

諏訪法人会　会員

諏訪法人会の会員であることの証として申告時に
提出する法人事業概況説明書の裏面17「加入組
合等の状況」欄に、「諏訪法人会 会員」とご記入く
ださい。また、法人会役員の場合は役職名もご記
入ください。

自主点検チェックシートをご活用の方は、表面8⑸
「社内監査」欄に「自主点検チェックシート」と記入
してご提出ください。

　企業の成長には、内部統制の強化や経理水準の向上
が必要です。しかし、日々の業務が忙しい中、多岐にわ
たる項目を適切に行うことは容易ではありません。そ
こで法人会では、こうした点検項目を簡単にチェックで
きるよう、日本税理士会連合会の監修と国税庁の後援
のもと「自主点検チェックシート・ガイドブック」を作成
いたしました。このチェックシートを活用することによ
り企業の成長を目指し、税務調査での指摘事項
の減少、ひいては調査の内容が緩和される
ことを法人会は期待しています!!

企業のガバナンス確保に必要な基本事項として40項目
を選定した「自主点検チェックシート・ガイドブック」
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※画面はイメージとなります

諏訪法人会ホームページ
トップページ右側にある
　このバナーをクリック

http://www.suwahoujinkai.jp
諏訪法人会 検索 で検索いただけます

1時間まで 無料。お気軽にどうぞ！！ 法人会の 相談室法律 労務
1.申し込み方法
①相談ご希望の会員の方は電話又はファクスにてお申し込み下さい。
　※法人会ＨＰより申込書を印刷して下さい、又は法人会事務所にございます。
②申し込み後、別途下記担当法律事務所、社会保険労務士事務所へ電話の上、相談日時等を打ち合わせください。

2.利用できる方
①諏訪法人会の会員企業および経営者等。
　※同一人の相談は年２回に限らせていただきます。

3.相談内容

担当弁護士・社会保険労務士

法律 相談員　諏訪法律事務所　諏訪雅顕 弁護士
相談室　諏訪市高島1-6-9（諏訪法律事務所）

労務
相談員 労務）諏訪労務管理センター　
 宮坂ひろ子 労務士・木村孝昭 労務士
相談室　諏訪市高島3-1201-90（諏訪労務管理センター）

無料相談時間は1時間までです。
　※一社）諏訪法人会が負担します。
◆時間を越えて相談される場合は、相談
者の負担になります。
◆相談内容の秘密は厳守いたします。

お問い合わせ先 一社）諏訪法人会事務局　ＴＥＬ 0266－53－7810　ＦＡＸ 0266－57－0185

①企業経営における法律、労務全般。

インターネットセミナーのご案内
諏訪法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

ログインID ●●●● パスワード ログイン●●●●

会員 ID:hj0907　パスワード :7810

会員は専用IDとパスワー
ドを入力してログインする
事により多くのコンテン
ツが視聴可能となります。

視聴は無料です
会員の方は370タイトル
以上のセミナーが無料で
受講できます

ID・パスワードは

セミナー・オンデマンドのページからログイン！

会員
限定

会報誌への 無料チラシ同封サービス
※約2,600社の経営者の方が会報を見ています！！

◆ 封入料金　無料
◆ A4サイズ　1社1枚　年2回まで
◆ お申込みや詳しい内容のお問い合せは　諏訪法人会事務局 まで

低コストで
高い宣伝効果

!
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　諏訪法人会恒例の
時局講演会が、2月6
日（火）「ホテル紅や」
で開催されました。
　講師は、TV等メ
ディアに多数出演さ
れている、経済アナ
リスト 森永卓郎氏。
　ジェスチャーを交
えた軽快な語り口
で、政治、経済の動向について語り、一般市民を含む
300名が聞き入った。
　冒頭、リーマンショックは、スーパーコンピュター
を駆使し、金融工学の分野で誕生した商品が、100
年に1度といわれる経済危機を生んだとした。
　学生が100社訪問しても、ほとんど不採用とい
う世の中を、2012年安倍政権になり、3本の矢が

放たれ、株価が2倍、
景況も1991年レベ
ルまで回復した。
　特に、日銀による、
円高是正のために石
橋を叩いての金融緩
和を教訓に、黒田総
裁が放った異次元緩
和が国内のお金を増
やしたとしている

が、潤ったのは一部の大企業と富裕層が独占、庶民や
中小企業、又地方にお金は回っていないと指摘し、併
せて実質賃金も4％も下がっていると解説した。
　消費税増税についても、日銀の通貨発行益450兆
円を勘案すればむしろ5％に下げても財政的には問
題ないとした。一部メディアでは公表できないよう
なウラ話もあり、大変興味深い内容でした。

経済アナリスト　森永卓郎 氏 語る
モリタク流　経済ニュースのウラ読み術！

30年2月6日
時局講演会開催

スィーツ
オアシ

スに

ようこそ
＜菓子歳時記＞

その 1
皐月定番　柏餅

　先祖に食べさせてもらっているなあ、と思うときがある。
それは弊店が明治の半ばに創業し、明治の末には現住所で和
菓子店を営んでいたということからだけではない。例えば旧
中山道の沿いのどこかで（国道二十号線でもいいのだけれ
ど）、大福アリマスとのぼり旗一本、自分一人で商売を始めた
としよう。全く知らない店名店主だったとしても、通りすがりの
何人かは興味を持ってもらえる気がする。そのまた何人かに一人は
お買い上げ頂き、大福きっかけで会話が生まれるかもしれない。和菓子に
は、昔からなじみのある定番菓子がたくさんある。多数先人の努力のおかげさまで、今日があると思っ
ている。
　誰もが知っている和菓子の中で、今といったら柏餅ではないだろうか。上新粉（うるち米を製粉した
もの）を蒸し、しっかり搗き上げた生地であんを包む。餅生地の弾力、あんの甘み、柏の残り香が相まって、
季節の風味ができあがる。
　柏餅は、端午の節句にかかせない行事菓子でもある。そのいわれは、柏の木にあるようで、柏の葉は
新しい葉が育つまで落葉しない。彼はをまとったまま冬を越し、黄緑色の若葉が顔を出す春、前の葉が
落ちる。いにしえ人は、そこに子孫繁栄の思いを映したのだろう。
　と季節の定番中の定番柏餅であるが、いや定番であるがゆえにか、地域色もある。西日本ではみそあ
んの柏餅はめずらしいようだ。ゴールデンウィーク旅先で、その地の柏餅などを見つけに、和菓子店に
立ち寄ってみるのみ面白いかもしれない。

法人会会員　　「岡谷 精良軒」　原 昭徳
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スポットニュースSPOT NEWS

◇決算説明会（2/5 ～ 9）諏訪税務署共催
　菅内4会場（茅野・下諏訪・諏訪・岡谷）で開催。
講師は飯田国税調査官

役員会･委員会

【青年部】
◇青年部ボウリング大会（1/26）
　参加者23名
　優　勝：實吉 敏郎　　
　準優勝：高橋 保久
   3　 位：伊藤　 明

◇役員会（3/8・4/25　深井 孝彦 部長）
・総会開催について
・29年度事業実績、30年度事業計画について

部　会

研修会

◇税制委員会（2/19　山谷 恭博 委員長）
　・上程議案31年度税制改正要望について
◇広報委員会（2/21　細川 強 委員長）
　・会報の内容並びにホームページについて
◇組織委員会（3/1　細田 俊明 委員長）
　・29年度の実績／30年度の増強施策について
◇厚生委員会（3/9　小笠原 弘三 委員長）
　・29年度の進捗状況
◇研修委員会（3/12　河西 正一 委員長
　・時局講演会実施の件／総会記念講演会の件
　・研修冊子配布の件（自主点検チェックリスト･ガイドブック）
◇総務委員会（3/14　宮下 忠美 委員長）
　・29年度本会収支、財務状況について
　・30年度収支予算(案)について
　・第6回通常総会について
※各委員会別に決算予想と新年度予算が承認され
　ました。
◇理事会（3/23　今井 誠 委員長）
　・30年度予算承認について／第6回通常総会について

発行／一般社団法人諏訪法人会　　〒392-0023  諏訪市小和田南10-29　☎0266-53-7810
編集／広報委員会　　　　　　定価  150円　（法人会会員の誌代は年会費に含まれています）

すわほうじん　第119号

編 集 後 記
今、地方の時代だそうです。自分も東京一極集中ではなく、特
色ある地域がたくさんある日本がいい…って思います。旅行
に行った時など、その地域のお土産を見るのは楽しみのひと
つです。一昔前と比べ、最近はお土産のネーミングやパッケー
ジがよく練られた商品が増えてきた気がします。東京の腕利
きの制作会社が手掛けた仕事もありそうですが、中には小さ
な生産者の商品で、あまり予算はなさそう…でも愛情をかけ、
思いが伝わってくる、そんな商品もあります。地域に根ざし、

同じ思いを共有している人のクリエイティブっていう気がする
のです。マーケティングの基本にAIDMA（アイドマ）理論とい
うのがあって、まずは、インパクトがあり注目する（＝
Attention）、興味を示す（＝Interest）、欲しいという欲求
がおこる（＝Desire）、それで商品を記憶する（＝Memory）
最後は購買行動を示す（＝Action）というものだそうです。
自分もまさに、お土産売り場でこの法則に沿って購買行動を
起こしているのかもしれません。　　  広報委員　藤澤 健一

発行／一般社団法人諏訪法人会　　〒392-0023  諏訪市小和田南10-29　☎0266-53-7810
編集／広報委員会　　　　　　定価  150円　（法人会会員の誌代は年会費に含まれています）

すわほうじん　第123号 発行／一般社団法人諏訪法人会　　〒392-0023  諏訪市小和田南10-29　☎0266-53-7810
編集／広報委員会　　　　　　定価  150円　（法人会会員の誌代は年会費に含まれています）

すわほうじん　第119号 発行／一般社団法人諏訪法人会　　〒392-0023  諏訪市小和田南10-29　☎0266-53-7810
編集／広報委員会　　　　　　定価  150円　（法人会会員の誌代は年会費に含まれています）

すわほうじん　第136号

◇諏訪支部（2/25～ 26日）
・愛知、岐阜方面：安川電機中部ロボットセンター
　熱田神宮　モザイクタイルミュージアム

◇富士見支部（3/9 ～ 10日　西村 彰支 部長）
・東京方面：大宮造幣局　調布航空宇宙センター

支部視察研修

・決算予想と新年度予算について
・会計監査
【女性部】
◇役員会　研修会（1/29・4/9宮澤 厚子 部長）
・29年度事業実績、30年度事業計画について
・総会について／絵はがきコンクールについて
・研修：自彊術「自分の体は自分で治そう」
 講師：中島 愛子 先生
・研修：税務研修「税制改正について」
 講師：船着総括上席国税調査官

※今回の編集後記は、チャリティコンペ申込書のため、ページが変更となりました。
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女性部第３5回
通常総会のお知らせ

告 知 板告 知 板

※口座振替での会員の皆様で、領収書が必要の方は事務局までご連絡下さい。

・ 指定の金融機関口座より口座振替の会員の皆様……・ 7月17日（火）
・ 金融機関窓口納付の会員の皆様………・……… 6月上旬納付書送付

30年度会費納付日につきましては下記の通りとなります。よろしくお願い致します。会費納入のお願い　

納付期限　6月30日（土）

日　時 ： 平成30年6月4日（月）　午後2：00～3：00
会　場 ： RAKO華乃井ホテル　（諏訪市高島2　Tel.54－0555）

◆記念講演会　午後3：10～4：40

◆会員懇親会　（当日会費 3,000円）　午後5：00～6：30

議　事　【報告事項】 ①平成29年度事業報告について
 ②公益目的支出計画実施報告について
 ③平成30年度事業計画書並びに収支予算書について
　　　　 【審議事項】 ・第1号議案　平成29年度財務諸表承認の件
　　　　　　　　　  ・第２号議案　平成31年度税制改正要望（案）承認の件

講　師 　作家　林　真理子  氏

演　題 　『わたしの仕事から』

NHK大河ドラマ「西郷どん！」 原作者

【講師プロフィール】　

昭和29年、山梨県生まれ。日大芸術
学部文芸学科卒。コピーライターを経
て作家に。第94回直木賞、第8回柴田
錬三郎賞、第32回吉川英治賞等受賞。
平成12年直木賞選考委員他数々の
文学賞の選考委員を務める。

第6回 通常総会のお知らせ一般社団法人
諏訪法人会

※総会が成立するためには、会員過半数の出席が必須条件となっていますので、是非総会にご出席下
さい。なお欠席の場合は必ず委任状をご返信下さい。
※４月中に、往復はがきにて「通常総会招集ご通知」を送付いたします。

青年部第28回
通常総会のお知らせ

◆日　時　平成30年5月25日（金）

◆会　場　「鷺乃湯」

◇午後6時30分～ 通常総会

◇午後7時15分～ 部会員懇親会

部会員の皆様には、後日正式ご案内いたします

一般の
聴講も可

◆日　時　平成30年6月22日（金）

◆会　場　「ホテル紅や」

◇午後2時00分～ 通常総会

◇午後3時15分～ 記念講演会

　講師　住まい方アドバイザー
　　　　近藤　典子 氏
◇午後5時00分～ 懇親会
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決算説明会のご案内 生活習慣病予防検診のご案内

●8月30日（木）～31日（金） 
　茅野会場　「茅野コミュニティセンター」

●9月  3日（月）～  4日（火）
　岡谷会場　「柴宮館」

●9月  5日（水）～  6日（木）
　諏訪会場　「諏訪市文化センター」

時間:午後2時～3時30分

会員企業の皆様方の健康を願って！
　毎年、継続受診しましょう。

第２７回本会・青年部共催

「会員交流 ！ 災害支援チャリティー ゴルフコンペ」のご案内

※今回より、本会・青年部共催となり、一般会員の方々も気楽にご参加いただけます。
　下記参加申込書をコピーしていただき、FAXにてお申込み下さい。

※ラウンド終了後クラブハウスにて表彰式・パーティーを行います。
※法人会会長賞、大同、AIG、アフラック賞等 賞品多数

日　時 ： 平成30年 7月18日（水）　 
集　合 ： 午前7時30分　　　スタート： 午前8時
場　所 ： 諏訪湖カントリークラブ
競　技 : 「18ホール」 ストロークプレー 新ペリア方式  ※キャディー付
参加費 : 3,000円　　プレー、食事代は各自清算
　　　　　（キャディーフィー含むプレー代 ビジター11,440円） 

会員交流！ 災害支援チャリティー ゴルフコンペ 【7月18日(水)開催】 参加申込書
【申込先】　諏訪法人会事務局　FAX番号　５７－０１８５

会員事業所名　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　FAX　　

参加者名　　　　　　　　　　　　 　　　生年月日　　　．　　　．　　　ハンデ

※同伴希望者をご記入下さい。　

30年度は、中小法人に係る税制改正が
ありました。都合をつけて参加しましょう。

冊子
無料配布

※4月～7月決算会社が対象です。

※8月～11月決算会社が対象です。

※申込書（封書）を7月に送付。

●茅野会場　8月  6日(月)茅野商工会議所
●諏訪会場　8月  7日(火)諏訪市文化センター

●岡谷会場　6月11日（月）岡谷商工会議所
●諏訪会場　6月12日（火）諏訪市文化センター  　

※電話でのお問合わせは53－7810まで

【締切日 7月4日】
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