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花北法人
会長賞

北上市立
照岡小学校６年

高橋　楓華 さん

花北法人会
女性部会
会長賞

北上市立
黒沢尻東小学校６年

木戸　美和 さん

審査員
奨励賞

花巻市立
大迫小学校６年

川村　惟澄 さん

審査員
奨励賞

北上市立
黒沢尻東小学校６年

田村　日香里 さん

審査員
奨励賞

北上市立
黒沢尻東小学校６年

吉田　光優 さん

審査員
奨励賞

花巻市立
大迫小学校６年

髙橋　優輝 さん

審査員
奨励賞

花巻市立
大迫小学校６年

瀬川　幹太 さん

審査員
奨励賞

花巻市立
笹間第一小学校５年

菊池　建心 さん
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令和元年 11 月の税を考える週間の記念行事として、仙台国税局課税第二部長の阿部克之様をお迎えし
て、同氏による「財政・税務の現状」と題した講演会を開催いたしました。

阿部部長は平成 26 年 7 月から一年間、花巻税務署長として勤務され、ご出身も岩手県や当会と非常に
縁のある方で、懐かしさを覚えた会員の方も多数おられました。

講演では歳入歳出の現状や、公債残高、税収の推移について説明され、安定財源としての消費税の役
割や、マイナンバーカード導入等による税務行政のスマート化、さらに国際取引への対応、自然災害へ
の対応と幅広く講演をいただきました。

特に、消費税の軽減税率についてはタイムリーな内容でもあることから、多くの会員や一般の方も興
味深く聴講されていました。

講演後の懇談会では国税当局の皆様と直接意見交換することができ、和やかな中で相互の理解が図ら
れ、有意義な時間を過ごすことができました。

税を考える週間　記念講演会
財政の現状から税務行政の将来像、
消費税の軽減税率制度について解説

仙台国税局　課税第二部長　阿部克之

「令和２年度税制改正に関する提言」を手交

花北法人会では毎年全法連理事会で決議された税制改正に関する提
言を、地元の国会議員並びに地方自治体に対して実施しています。

本年度も、昨年の 12 月に藤原崇衆議院議員、花巻・北上の両市長
並びに両議長あてに、宮澤会長をはじめ当会役員より手交いたしました。

地域経済と雇用の担い手である、中小企業の活性化に配慮した税制
の構築等を求めたものです。詳しくは全法連のホームページに掲載さ
れています。
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社会人セミナー修了

令和元年度の社会人セミナーは、6 月 12 日の開講式を皮切りに
約 5 か月間にわたって開催されました。

開講式には受講生 12 名と、ご来賓として吉田俊行様（花巻税務
署長代理）、平松正俊様（労働基準監督署長）、石井幸恵様（花巻
年金事務所長）、千葉政則様（振興局花巻県税センター所長）、佐
藤多恵子様（花巻市役所市民税課長）をお迎えし挙行しました。

開講式では、髙橋豊副会長が「幅広い内容の講義によって、受
講生の資質向上や企業の発展に繋げてもらい、さらには情報交換
を通じて活動の視野を広げてほしい」と挨拶。来賓祝辞を吉田法
人課税部門統括官に代読いただき、受講生を紹介して終了しました。

開講式後の第 1 回目から 10 月の 10 回目まで、各方面から講師
様をお迎えしセミナーを開催しました。

最終セミナーの後、閉講式が行われ、　宮澤一郎会長から、講師の方々への感謝と御礼のことば・受講
生への謝意が述べられました。7 回以上出席した受講生には修了証書が授与されました。

講師の方々 社会人セミナーに
受講生を派遣頂いた企業様

株式会社新興製作所
花巻信用金庫2名
北上信用金庫
小田島商事株式会社
花巻商工会議所
北上商工会議所
株式会社宮澤商店
三和薬肥株式会社
旭エンジニアリング株式会社
株式会社石鳥谷石油

第1回 花巻税務署法人課税部門統括官 吉田俊行様

第2回 県南広域振興局県税センター主幹兼納税課長 長谷川英夫様

第3回 花巻労働基準監督署長 平松正俊様

第4回 花巻年金事務所お客様相談室長 田鎖徹様

第5回 花巻市市民税課主任市民税第2係長 武要様

第6回 企業視察 白金運輸㈱北上流通加工センター

第7回 公開講座　盛岡財務事務所長 阿部敏宏様

第8回 中小企業会計啓発・普及セミナー 布能弘一様

第9回 元北上市長 伊藤彬様

第10回 花巻税務署法人課税部門統括官 熊谷幸一様
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令和元年度　租税教室・税に関する
絵はがきコンクール応募依頼

青年部会では、花巻・北上市内の小学校を回り租税教室を開催しました。同時に女性部会からは「税

に関する絵はがき」の応募依頼をしました。

内容は、リーフレット「わたしたちのくらしと税金」に沿った講義・DVD「マリンとヤマトの不思議

な日曜日」の鑑賞・クイズの出題等で、短時間ではありましたが子供達も熱心に勉強していました。

また一億円の束のレプリカを持ってみて、その重さに驚いた様子でした。

応募された絵はがきは、年明けに厳正なる審査が行われ入賞者が選ばれます。

租税教室実施校（2019）
6月 5 日 笹間第一小学校 5年生24名
6月 28日 大迫小学校 6年生15名
7月 16日 石鳥谷小学校 6年生48名

11月 27日 照岡小学校 6年生13名
12月 17日 いわさき小学校 6年生20名
10月 28日 黒沢尻東小学校 6年生129名

（黒沢尻東小学校 絵はがきのみ依頼）
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女性部会移動研修会

法人会全国大会岩手大会

10 月 15 日（火）女性部会では佐藤秀春花巻税務署長をお迎えし、西和賀商工会議所において移動研

修会を開催しました。

研修では「税務行政の現場から（～ 36 年）」と題し、山形ご出身の署長の経歴、東日本大震災の時の

対応等、税務関連のみならず多角的に活躍された様子を興味深くお聞きしました。

今回は西和賀商工会女性会もお誘いし、研修後の食事会で全員が自己紹介をしながら交流を深める事

が出来、大変有意義なものとなりました。

花北法人会 検 索

公益社団法人
花北法人会 ホームページ開設
www.hanakita.org/

新規入会
30社達成!!

日　時 2020年10月8日(木)

会　場 【式典】盛岡市民文化ホール (マリオス)
 【懇親会】ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

事務局 一般社団法人 岩手県法人会連合会
 〒020-0045
 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目3-3 岩手県法人会館
 TEL：019-654-4955~6　FAX：019-651-4055
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編集後記
　いかに暖冬であろうと私はこの時
期（11 ～ 4月）モモヒキが手放せま
せん。動きやすさからヒート〇〇〇
など薄手の物も着用しますが、ラク
ダ色で綿や毛のモコモコなものがベ
ターです。皆様が体も心も懐も暖か
い一年になりますように。本年も広
報花北をよろしくお願いいたします。

佐々木暁夫

広報委員会

委 員 長 石　川　秀　司
副委員長 八重樫　　　敏 高　橋　美枝子
委　　員 宮　川　昌　之 八重樫　チ　メ 藤　﨑　信　男

藤　田　澄　子 佐々木　暁　夫 佐々木　啓　子
奥　山　雅　史 八重樫　徹　子 中　村　達　也
岩　舘　昌　子

印 刷 所 ㈱フジサキ

　私の好きな場所は、花巻城の本丸跡地の鳥谷ケ崎公園です。

子供のころに通っていた花巻小学校のすぐそばでもあるので、学

校帰りなどによく遊んでいました。高校時代は部活でランニング

して来ると言ってよくサボってたなあ。大人になってからは何回も

花見。私の数十年の人生、いつも楽しませてもらっています。今

は堀や土塁などを見ながらお城があったころを想像しつつウォー

キングに勤しんでいます。そういえば、ここの南西に建っている関

登久也の石碑の字が私の祖父のものと大人になってから聞いたのだが、子供のころよく壁当てみたいな

ことやってたなあ。悪いことしてたなあ。今度お詫びにタワシ持って洗ってこよう。

（資）岩田本店

代表社員　岩田 行平さん

鳥谷ケ崎公園
（花巻城本丸跡） 私の好きな場所私の好きな場所

シリーズ vol.12

　私の好きな場所は、家から見える元旦のアメリカン

ワールドさんの花火です。毎年零時にまっ白い雪の中き

れいな色の花火が目の前で大きく光ります。一年無事

終わり、今年も始まった…といつも思います。今年は

残念ながら風が強くて花火はありませんでした。

　昨年は葬祭会館 八重樫・博愛苑が新しくなり、北上

市から景観賞をいただきました。この新しくなった景色

を大切にこれからも季節を感じながら窓から見える観覧

車を眺めたいと思います。

（株）八重樫葬具店

代表取締役　八重樫 徹子さん

家から見える真夜中の花火


