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第13回美術展覧会
開催にあたって

ごあいさつ

社団法人上尾法人会
会

長

山田

上尾法人会美術展覧会

惠一

運営委員長

本日は、上尾法人会美術展覧会にご来観いた

中村

卓

上尾法人会の地域社会貢献活動事業の一環と

だきまして誠にありがとうございます。

して、企画開催されてきた上尾法人会美術展覧

この美術展覧会は法人会が公益団体として、
地域社会一般を対象とした幅広い社会貢献活動

会が、ここに第13回展を迎えることが出来まし
た。

の一環として取組んでいるものです。

これまで６支部の法人会会員の皆様が地域美

上尾法人会は上尾市、桶川市、北本市、鴻巣

術家の皆様と手を結び、埼玉県内でも特色ある

市、伊奈町の４市１町管内６支部で構成されて

広域の芸術文化振興活動の中心となって、輝か

おり、この６支部の絵画、書における熱意ある

しい足跡を残し発展してまいりました。

多くの美術家皆様方の深いご理解とご協力のも

今回の展覧会も４市１町の美術家が、それぞ

と、ご出品いただきここに第13回美術展覧会が

れ独自の作品を流派を超え出品し、競っており

開催できますことに厚く御礼申し上げます。

ます。

また、今後更にこの事業が美術を通して、地

地域に根ざした多様な作品を市民の皆様にご

域社会の文化振興の一助となることを念願いた

高覧いただき、ご高評を賜れば幸いです。

している次第です。

結びに、これまで運営推進されてきた、山田

どうぞ作品の数々をご高覧賜りますようお願

会長を始めとする上尾法人会の皆様、趣旨にご

い申し上げます。

賛同をいただき、力作を出品されました美術家

終わりに、この美術展覧会がますます充実、
発展いたしますことをご祈念申し上げ挨拶とい

の皆様方に、衷心より感謝を申し上げご挨拶と
いたします。

たします。

上尾法人会では様々な社会貢献活動を展開しています。最近実施した第13回目の美術展覧会は、去る３月11日
より17日まで１週間にわたり行われました。各支部の社会貢献活動委員会・美術家役員、他の皆様方にはご協力
をいただきまして大変ありがとうございました。
お蔭様をもちまして開催期間中は約1,000名を越える来観者があり、大盛況のうちに終了することが出来ました。

代表取締役会長 千 代 貞 雄 代表取締役社長 千 代 邦 夫
本 社 〒362-0023 埼玉県上尾市原市中1-7-8 電 話(048)7 2 1−1 6 4 1(大代表)
支 店 >大宮 >伊奈 >東京
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第13回美術展開催風景

新

会

員

紹

介

よろしくお願いします
支部名
上尾支部
桶川支部
北本支部
北本支部
鴻巣支部
鴻巣支部
鴻巣支部
鴻巣支部
鴻巣支部
鴻巣支部
鴻巣支部

法

人

名

職

㈱かんだ動物病院
㈱アイプロセス
㈱馬車道 徳樹庵 北本店
㈱テイク
㈱久保田燃料
SUNメディカル㈱
㈱神田通信
㈱陶
㈱アクアテック
㈱中近東印刷
㈱マモリーナ

平成22年３月31日現在

業

動物病院の経営
印刷業 パネル印刷
飲食業
イベント業
燃料販売・住宅設備
メディカルサービス
通信設備業
インターネット通信販売
建設業
製版業
その他 サービス業

住

所

上尾市二ツ宮956‐５
桶川市川田谷3857‐２
北本市東間１‐24‐１
北本市本町１‐２‐１
鴻巣市本町３‐８‐40
鴻巣市本町４‐６‐９
鴻巣市箕田3834‐10
鴻巣市赤見台１‐２‐８‐503
鴻巣市赤見台１‐８‐２
鴻巣市赤見台２‐18‐３
鴻巣市加美１‐５‐47

平成22年３月末会員加入状況
支部名 上尾支部
項 目
法人数 平成21年６月末
3,410
会員数 平成22年３月末
1,298
加入率（％）
38.1%

桶川支部
1,223
547
44.7%

職

北本支部
950
467
49.2%

員

紹

鴻巣支部
1,168
676
57.9%

吹上支部
327
149
45.6%

伊奈支部
709
319
45.0%

介

佐藤麻里子(職員)
星座 魚座
鴻巣市在住
寺門 晴美(臨時従業員) 星座 山羊座 上尾市在住
一日も早く法人会の業務を覚え、皆様方のお役に立てるよう一所懸命がんばります。
会員皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
新入職員を紹介いたします。
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合
計
7,787
3,456
44.4%

税務職員(Ⅲ種)採用試験要綱
１ 受験資格
平成元年４月２日〜平成５年４月１日生まれの者
２ 試験の程度
高等学校卒業程度
３ 受験申込書請求先
最寄りの税務署(総務課)、関東信越国税局人事第
二課又は人事院関東事務局【配布開始は５月10日·】
４ 受付期間
平成22年６月22日(火)〜６月29日(火)まで(土・日
曜日は除く。)
５ 受験申込書提出先
第１次試験地を管轄する人事院各地方事務局
なお、関東信越国税局管内の試験地を管轄する地
方事務局は次のとおり
【人事院関東事務局】
〒330-9712
埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１
さいたま新都心合同庁舎１号館
TEL 048-740-2006〜8
６ 試験日
¸第１次試験
平成22年９月５日¶
¹第２次試験
平成22年10月14日º〜10月21日ºまでの間の指定
する１日(第１次試験合格通知書で指定する日)

７ 試験地
¸第１次試験
人事院各地方事務局が示した試験地であれば、受
験者の希望する全国のどの試験地でも受験すること
ができる。
¹第２次試験
第１次試験合格通知書で指定する試験地
８ 試験種目
¸第１次試験
教養試験、適性試験及び作文試験
¹第２次試験
人物試験及び身体検査
９ 合格者発表日
¸第１次試験合格発表
平成22年10月７日(木)
第１次試験地及び申込地域を管轄する人事院各地
方事務局に受験番号を掲示するほか､合格者に通知
¹第２次試験合格発表
平成22年11月11日º
第１次試験地及び申込地域を管轄する人事院各地
方事務局に受験番号を掲示するほか､合格者に通知
10 採用日
平成23年４月１日»
11 問い合わせ先
関東信越国税局 人事第二課 試験係
TEL 048-600-3111(内線2095又は2097)

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(月)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､コンビニエンスストアでも納められます｡是非ご利用ください。
※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
用させていただきます。
●問い合わせ
・自動車税：自動車税コールセンター（TEL050-3786-1222)
・彩の国みどりの基金：県環境部みどり再生課（TEL048-830-3190、FAX048-830-4775)
☆平成22年２月より自動車税コールセンターが設置されました！

建築 学校・病院・倉庫・事務所・マンション・
木造建築・増改築工事・営繕補修その他

土木 道路街路築造舗装工事・下水道工事・宅地
造成その他

無料相談室 もございますので、お気軽にご相談
ください。
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埼玉県上尾市上町１丁目９番12号
電話 ０４８−７７１−２８５５（代表）

旅の思い出とストレス解消
税理士会上尾支部
福祉共済部長

年５〜６回青森県の八戸市内にある社会福祉

川上

悦男

う。それでもと思いお土産に買った菓子箱を渡

法人でボランテア活動をしている。

して何度も御礼を言ったらやっと取ってくれ

時々旅でストレス解消をしている自分は、八

た。

戸に行った昨年６月の下旬に、前から乗ってみ

とかく自分のことしか考えない世の中にあっ

たいと思っていた「五能線」の指定席券がやっ

て、日本にも今回の「お父さん」のような親切

と取れたので、弘前に宿をとり、翌日の「しら

な人がいるということを知って、NHKの昨年の

かみ号」に乗ることにした。

大河ドラマ「天地人」に出てきた「愛」や「義」

当日のボランテアの仕事が速く終わったの

は今でもどこかに残っていると感じた。

で、マグロで有名な大間に立ち寄り、その後弘

「野辺地駅」から90分遅れの特急に乗って青

前に向かう予定で東北本線の「野辺地駅」から

森に向かう車中でトイレに行こうとしたらテレ

16時55分発の大湊線に乗ったが出発してまもな

ホンカード専用の公衆電話の前で青森に帰ると

く強風のため徐行運転を繰り返し２つ目の「有

いう80歳ぐらいの「おじいさん」が電話をかけ

戸駅」で列車がストップして動かなくなってし

られず困っていた。たまたま持っていたテレホ

まった。

ンカードを貸してやったら「列車の遅れを家族

車掌は、動くまで待ってUターン列車に乗る

に連絡でき、迎えに来てもらう時間も伝えられ

ことを進めたが、弘前の宿にどうしても着きた

た」といって大喜びしてくれた。その日見知ら

かった私はバスかタクシーに乗ろうと思い駅前

ぬ「お父さん」から受けた親切の何分の1かを

に店もない無人駅で列車を降りた。

見知らぬ「おじいさん」にお返しできたかと思

バス停を探しながら暗い道を歩いていると、
犬の散歩をしていた65歳ぐらいの「お父さん」

うと少し気持ちがすっきりした。
経済不況が続く今こそ、感謝の気持ちを持っ

がいたので、バス停の場所やタクシー会社の電

て心のかよった商売をすることが大切であると

話番号を尋ねたら、自家用車で近くのバス停ま

思います。

で連れて行ってくれた。しかし、残念なことに

感謝の心を養うとストレスが少なくなると唱

一日4本しか走っていないバスは17時30分で終

える者もいます。

わっていた。

現在のストレス社会にあって仕事と健康を両

私が困った顔をしたのか「お父さん」は、自

立させるためにも、是非自分なりのストレス解

分の車で送ってくれるといって強風の中、陸奥

消法を持ちましょう。

湾沿いの道を約10キロ走って「野辺地駅」まで
送ってくれた。
あまりにもうれしかったので、降りるときガ
ソリン代といってお金を出したがいらないとい
−5−

ことば

を貯めよう
㈱アルティスタ人材開発研究所
代表 玄間千映子

思考力を低下させる文字離れ
電通の統計によると、昨年、ついに新聞広告
収入をネットの広告収入が追い越したそう。こ
の状況を、ああネット閲覧者が増えているんだ
なぁという見方もありますが、私は文字離れの
加速を懸念してしまいます。「ネットだって、文
字で書かれているじゃない」ということではあ
りません。ネット情報は視床下部で受けるので
「見るモノ」、新聞情報は前頭葉で受けるので
「考えるモノ」というように、私たちの脳は扱い
分けをしているのだそうです。
猿と人間の違いは前頭葉の状態だということ
はよく知られていますが、自分の前頭葉を人間
の状態にしておくには、「意識して考えること」
を行い、前頭葉を鍛えておくことが必要です。
そのツールとなるのが ことば 。なぜなら、人
間は「考える」という行為を行うときには必ず、
ことば を使うからです。つまり、文字。文字
離れは語数の低減に直結しているのです。

コミュニケーション力はことばの数の差
ところで、適切な ことば 選びは、一つ一
つの状況が明瞭に認識できていることが大前提。
そこで「明瞭に認識できている」状態にするに
は、その前段に観察眼が鍛えられていることが
必要で、観察眼を保つには語数が必要。語数は
思考の範囲を制限するからですが、その観察眼
を鍛えるには「なんだろう?」と感じる好奇心や
興味が欠かせません。ところが、日本のように
暮らしが安全で生活水準が上がってくると、好
奇心のアンテナはちょっとやそっとで動くモノ
ではなくなっている。このことが日本語を扱う
日本人にとって大悲劇となっているようです。
岩波国語辞典の編者でもある岩淵悦太郎の調
査によりますと、96%の意思疎通を行おうとする
と、英語、イタリア語、フランス語などでは約
5000語で足りるけれども、日本語ではなんと
22000語以上必要になるというのです。４倍半も
必要だということは、日本語の言葉の意味の方

がそれだけ細かいということ。つまり４倍半、
ものごとを明瞭に識別することが日本語ではで
きるようになっているのです。「重箱の隅をつつ
くような」という表現がありますが、ITが登場
していない頃、「品質管理といえば日本」と世界
からお墨付きを得ることができていたのも、ど
うやら日本語のこうした言葉の特性が効いてい
たようです。

脳の前頭葉を鍛える読書
近頃、コミュニケーションを取ることが下手
な人が増えてきたといわれます。もともとの日
本語は４倍半の語数がきちんとあって、伝わる
ようにできている性質の語。自分の語数は減っ
ていても、それと気づかず粗雑な扱いをされた
という被害者的な感覚だけは残ってしまうので
すね。それでは、チャンスも寄りつきません。
語数の低減は確実に思考力の低下に繋がります。
その予防のために、 ことば を増やしましょう。
ことば を増やす、貯めるために本を読む。
そういう視点で読むべきモノを探していくと、
自ずと分野の偏りも少なくなるもの。小説あり、
ノウハウあり、専門あり、ビジネスありという
ように。するとほら、アイディアの宝庫ともい
われる前頭葉も自ずと鍛えられてくるのです。
［筆者紹介］
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玄間千映子(げんま・ちえこ)
㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院
大学卒。米インマヌエル大学大学院卒後、米スタ
ンフォード大学ビジネススクール修了。財団法人
日本船舶振興会(現日本財団)役員、国会議員各秘
書を経て1994年に前身の㈲アルティスタを設立し
代表に。2006年現社名に改組。日本大学大学院非
常勤講師、港湾空間高度化環境研究センター監
事などを兼任。著書に「ジョブ・ディスクリプシ
ョン一問一答」「リストラ無用の会社革命」など。

政権が交代し明るい兆しを誰もが期待しているが、一昨年のリーマンショック以来の景気の低迷政
治の混迷が、日本の経済復活に待ったをかけているのでしょうか?
あまり明るい話題の少ないこの時期、どうぞ時代背景を楽しみながら笑って読んでください。

第23回私が選ぶサラ川ベスト10
作品№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

句
逆らえず ウチのこづかい 仕分け人
喫煙の 場所はなくなり 税ふえる
体脂肪 燃やして発電 出来ないか
仕分け人 妻に比べりゃ まだ甘い
草食系？ いいえ我が家は 粗食系
チェンジとは 言ってたことを 変えること！
一・二・三 我が家のビール 変遷史
地デジ買い 財布の中も 薄型に
二人の子 婚活、就活 親カツカツ
もやしっ子 草食系に 成長し
水族館 フグもメタボと 孫笑う
定年後 肩書き外れ 人離れ
タバコやめ 使わぬタスポ 身分証
「先を読め！」 言った先輩 リストラに
妻キレて 「来とうなかった 嫁になど」
閉鎖した 子供は学級 俺会社
嵐好き 俺は晴れてる 方がいい
ETC 付けるまでが 大渋滞
コンカツは ロースか？フィレ？かと 父は聞き
帰宅して チューはされずに シューされる
＊以上上位20作品を掲載

作品№
第22回
第21回
第20回
第19回
第18回
第17回
第16回
第15回
第14回
第13回
第12回
第11回
第10回

第一生命サラリーマン川柳コンクール より

句
しゅうち心 なくした妻は ポーニョポニョ
｢空気読め!!」 それより部下の 気持ち読め!!
脳年齢 年金すでに もらえます
昼食は 妻がセレブで 俺セルフ
オレオレに 亭主と知りつつ 電話切る
｢課長いる？」 返ったこたえは 「いりません!」
タバコより 体に悪い 妻のグチ
デジカメの エサはなんだと 孫に聞く
ドットコム どこが混むのと 聞く上司
プロポーズ あの日にかえって ことわりたい
コストダウン さけぶあんたが コスト高
わが家では 子供ポケモン パパノケモン
｢早くやれ」 そう言うことは 早く言え

ビジネス書ベスト10
順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

雅
号
愛妻家
スモーキングパパ
ちょびっと
北の揺人
頑張れパパ
マニフェスト 無夫
しゅう
アナログおやじ
浄水器
晴耕雨読
フグの神
天童ラフランス
団塊おやじ
山悦
一見
リーマン
松潤大好きおばさん
ゴン太
のりちゃん
バイキンマン

書
名
朝イチでメールは読むな！
先の先を読め
IFRS時代のレポーティング戦略
儲ける社長の｢頭の中｣
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら
マネジメント エッセンシャル版
決算書はここだけ読め！
決算書でよむ企業と業界力
ツイッターノミクス
すぐ動く人は知っている

雅
号
オーマイガット
のりちゃん
満33歳
一夢庵
反抗妻
ごもっとも
―小心亭主―
浦島太郎
ネット不安
恐妻男
四万十川 信彦
万年若様
新舞い

(2010年３月下旬)八重洲ブックセンター本店

著
者
酒巻久
樋口武男
岩本敏男/チャールズ･ホフマン
川合善大
岩崎夏海
P･F･ドラッカー
前川修満
國貞克則
タラ・ハント
竹村尚子

出 版 社
本体価格
朝日新聞出版
740
文藝春秋
820
ダイヤモンド社
1,800
かんき出版
1,300
ダイヤモンド社
1,600
ダイヤモンド社
2,000
講談社
720
ベストセラーズ
762
文藝春秋
1,571
サンマーク出版
1,300

※金額は本体価格のため消費税額を含んでおりません。
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地域社会貢献活動
管内４市１町の小学校へDVD寄贈
上尾法人会では未来を担う子供たちへ租税教育の一環として、租
税教育用アニメDVDを管内４市１町（上尾・桶川・北本・鴻巣市、
伊奈町）の教育委員会に寄贈いたしました。
寄贈したアニメのDVDはそれぞれの教育委員会より各小学校に配

上尾支部

付いただき、租税教育の一助として活用いただくこととしました。
本DVDはストーリーをとおして、子供たちが税とは世の中の会費の
ようなものであるという、根本的な認識を持つことを主な狙いとし
た小学生向けの教育用アニメです。
４市１町の各学年の小学生人数は5,000人強です。
《会長、各支部長によるDVDの寄贈風景》
桶川支部

北本支部

鴻巣・吹上支部

伊奈支部

税制改正アンケートに
ご協力をお願いします。

第19回定期総会
１．開催日時 ５月21日»
記念講演 午後２時
(詳細は別紙ご案内ご参照ください）
定期総会 午後３時30分
懇 親 会 午後５時10分
２．開催場所 むさしのグランドホテル
上尾市原市315
TEL 048-723-0001

埼玉県法人会連合会では独自に、法人会すべて
の会員を対象に税制改正アンケート調査を実施
し、その調査結果に基づき税制改正要望を行いま
す。
是非、５月号会報同封のアンケート調査にご協
力ください。インターネットでも出来ます。
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