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笠石神社 那須国造碑
大田原市湯津上の笠石神社に祀られる石碑で、文字の刻まれた石の上に笠のように
石を載せていることから「笠石」ともいわれています。
六朝風の書体を残す古碑として、
書道史の観点から宮城県の多賀城碑や群馬県の多胡碑
と並び、日本三大古碑の一つに数えられ、かつ三古碑中唯一の国宝になっています。
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新年あけましておめでとうございます。
新年のご挨拶
（公社）大田原法人会
会長

城田

民男

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様におかれましては、健やかな新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
旧年中は、会員の皆様には、ご理解とご支援を賜り厚くお礼
申し上げます。
さて、昨年は年頭からコロナ感染拡大の影響で、活動自粛
に追い込まれ、3月、5月の理事会がすべて書面決議となりまし
た。更には総会も招待者無しで、一部役員の少人数での開催と
なりました。
コロナ感染は収束どころか、第3派をどう乗り越えるか危惧
されるところです。先頃、政府から、令和2年12月28日から〜
令和3年1月11日迄GoToトラベル全国一斉停止が発表されま
した。経済の回復の兆しが見えてきた矢先の停止は宿泊業・
飲食業を始め、多くの企業への影響は避けられないと言える
でしょう。経済対策と医療対策を両立させる難しさが表れてお
ります。ありとあらゆる政策を総動員しても、コロナ禍が収束し
なければ経済回復は望めません。再度持続化給付金なども検
討されておりますが、経済対策で融資を受けても、これ以上借
入をする事は、返済不可能になってしまうかもしれません。一
日も早いコロナの収束を願っています。
法人会は、税のオピニオンリーダーとして、良き経営者を目
指す団体であります。こんな変革の時代ではありますが、自分
磨きの方法は誰にでも出来ます。過去と他人は変えられない
が、自分自身と未来は、努力する事によって変えられます。大
田原法人会では、コロナ禍における各委員会の取り組みにつ
いて、新年度は左記の如く掲げております。

総務委員会

コロナ禍に於いて、委員会の出席が大変悪く会の年度方針も
理解がしにくい状況なので、大田原法人会としての本分を全う
する為に、Zoomの会議を行います。本会のやり方を各支部
においても、取入れてのコミュニケーションを図り活動する事
とします。

組織委員会

県法連組織率45.7％
母の見直しをする】

大田原法人会40.9％ 50％へ、
【分

税制委員会

県内の役員1000社へ税制改正アンケートを送付→584社から
回答あり。コロナ禍になる前にもGDPが-7.9%であり、平成の
30年間で見ると先進国の中でも伸びが最も少なく全体景気を
良くしていかないと経済が悪化すると思います。
地元選出国会
議員、
管内市長、
町長、
議会議長・議員・教育長に提言書を届け
ました。

研修委員会

Zoom研修を行い、会議がオンラインで開催できることを目指
します。

広報委員会

HPの充実と、各種セミナー等のお知らせを随時掲載します。
「会報なすのはら」の発行。

厚生委員会

福利厚生制度のより充実を目指し活動して参ります。
（2019年度の実績）
大同生命保険会社 加入常人数 276社 17.2%
AIG損害保険会社ビジネスガード 260社 新規加入法人数 33社
アフラックがん保険 179社

青年部

租税教室の実施や地域社会への貢献を目的に積極的に推進
します。

女性部

研修会や社会貢献事業、租税教室や「税に関する絵はがきコ
ンクール」を推進します。
結びに、会員企業の皆様がコロナに対しての対策をしっかり
取っていただくようお願い致します。マスクの励行、手洗い消
毒、三密を避ける等、食事中もマスクを使うなど、ワクチンが出
来るまで充分予防して下さい。早く元気で正常な活動ができ
ることを強くご期待申し上げます。

支部長あいさつ
大田原支部長・・大橋

保

新年明けましておめでとうございます。ちょうど1年前からの

黒磯支部長・・髙木

茂

皆様におかれましては、新年を平穏に迎えられたことと思い

コロナ禍によって、会員企業の皆様にとっても先の見えない

ます。昨年はコロナ禍で世の中が激変し企業活動から生活習

状況にあると思います。ぜひ今年は将来の展望が開けるよう

慣まで、変えなくてはいけない状況に置かれました。このよう

になることを願います。大田原支部の活動も徐々に再開でき

な環境において、コロナとともに生きるため知恵を出して活動

ればと考えています。厚生委員会の活動につきましても御協

していかなくてはなりません。法人会活動においても、皆様の

力お願い致します。

一層の御協力をお願い申し上げます。
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新年のご挨拶
大田原税務署長

小林

全

新年明けましておめでとうございます。
令和３年の年頭に当たり、公益社団法人大田原法人会の皆
様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、城田会長をはじめ役員並びに会員の皆様には、
日頃から税務行政全般にわたり、格別のご支援とご協力を賜
り、厚くお礼申し上げます。

当署といたしましては、納税者等のニーズを的確に把握する
とともに、申告・納付期限の延長や納税猶予制度等の周知広
報に努め、各々の納税者の置かれた状況や心情に十分配意し
て対応してまいりたいと考えております。
また、令和２年分所得税の確定申告においては、新型コロナ
ウイルス感染症の感染予防策を考慮し、ソーシャルディスタン

貴会におかれましては、健全な納税者団体として、正しい税

スの確保を前提とした会場運営を行う必要性からも、より一

知識の普及や納税道義の高揚を図るため、管内の小学校にお

層の自宅からのe−Tax・スマホ申告の推進に取り組んでまい

いて「租税教室」の講師を務めていただいているほか、次世代

りたいと考えております。国税当局においても、データ形式の

を担う子供達が、税の重要性を正しく理解し、関心をもっても

柔軟化、提出方法の拡充など、法人税等に係る申告データを

らえるよう「税に関する絵はがきコンクール」を開催されるなど、

円滑に電子提出できるよう環境整備を進めることとしています

会員の皆様には活発な活動を展開されますとともに、会員企

ので、会員の皆様におかれましても、従業員の方の所得税等の

業や地域社会の健全な発展にも大きく貢献しておられます。

確定申告も併せ、ｅ−Ｔａｘの更なる利用拡大についてご理解

このような活動は、税務行政に携わる私どもといたしまして
は誠に心強い限りであります。引き続き、税務行政に対するご
理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

とご協力をお願いいたします。
結びに当たりまして、公益社団法人大田原法人会の益々の
ご発展と、会員企業のご繁栄並びに会員の皆様方のご健勝を
心より祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

事業所の休業や飲食店の営業自粛等により長期間にわたっ
て経済活動が抑制され、非常に厳しい経営を強いられている
ことと存じます。皆様方には、地域や業界等が一体となり、こ
の苦難を乗り越えていただきたいと切に願っております。

西那須野支部長・・角橋

徹

新年おめでとうございます。昨年は中国武漢ウイルスにより

全世界が膨大な被害を受け、今後も予断を許さぬ状況下です。
経営者は背水の陣で乗り切るしかありません。こんな時だか
らこその法人会にしていきましょう。

塩原支部長・・青山

吉博

『SDGs』
『DX』をテーマ、新年を迎え、1991年以来の停滞し

那須支部長・・大平

誠

謹んで新年のお慶びを申し上げます。昨年はコロナウィルス

の流行により、全世界が未曾有の被害を受けましたが、“悪い
ことの後には良いことが来る”そう信じて本年も頑張りましょ
う。皆様にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。

青年部長・・渡邉

勇人

新年明けましておめでとうございます。昨年はコロナウィル

た経済状況が今年こそ「秩序ある進歩」の新時代を迎えるこ

ス感染症防止の為、前半の活動は自粛せざるを得ませんでし

とができる良い年になることを望みます。

たが、何か出来ることはないかと考え、オンラインのセミナー

黒羽支部長・・佐藤

正勝

新年明けましておめでとうございます。昨年中皆様方にはコ

ロナ禍の中研修などのイベントに御協力いただき誠にありが
とうございました。今年は新型コロナウィルスの終息を願い笑
顔あふれる良い年になりますようお祈り申し上げます。

湯津上支部長・・越沼

哲士

新年あけましておめでとうございます。コロナに負けない！

皆様と共に前進して乗り越えましょう。本年もよろしくお願い
申し上げます。

を開催することが出来ました。また、小学校への租税教室な
ど少しずつ活動しています。本年もいろいろと考えながら活動
していきたいと思っております。

女性部長・・和泉

郁子

新年明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナ

ウィルスで思うように活動できませんでしたが、女性部一同は
租税教室をはじめ社会貢献活動、会員研修への参加と積極
的に活動していきます。皆様のご協力をよろしくお願い致しま
す。
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令和2年度 理事会開催
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令和２年９月２９日(火)

新型コロナ感染拡大防止の懸念から、５月の理事会が書面決議となり、久々の理事会が開催されました。感染防止対策をしっか
り取り、時間も縮小して、懇親会もしました。
受付での消毒、検温、体調確認をして、マスク着用で会場に入っていただきました。
青年部の「租税教室」を発表してもらい、活動報告も出来ました。理事会後の懇親会は１時間とし、席は立たない、大声を出さな
い、個々に料理を用意してもらう等々、感染防止に注意を払い開催できたことは本当に良かったです。

令和２年度 年末調整説明会
当会としては初めての「年末調整説明会」を１１月１７日（火）、那須野が原ハーモニーホールで開催いたしました。今年度はコロナ
禍で税務署主催が無くなりましたので、法人会の理念に基づき開催することとしました。申込みと受付を法人会が担当し、説明は、
大田原税務署の萩原庸光氏ガ担当しました。ＨＰや支部事務局、Ｆａｘ，新聞広告も出して周知を図りました。感染予防対策として、
定員は定数の半分までとし、足の立ち位置の表示貼付、検温、消毒、名簿記入、マスク着用、フェイスシールド、ゴム手袋、資料は手渡
さず、平置き台から自分で持って行ってもらうなど、対策を取りました。
資料のみ申込みの７事業者へは、税務署が対応してくれました。当日参加の４２事業者へは、研修委員と女性部が担当してくれま
した。当会のスタッフは、１０名、税務署は３名でした。
「税を考える週間」の事業として、ケンタ君の起き上がりこぼしや花の種、絵はがきのティッシュも置いて、ＰＲしました。
今年の年末調整は、何点か変更点もあるので、しっかり押さえて頂きたいと思います。国税庁のHPで、年末調整ソフトがダウン
ロードできるので、そちらを使って作成出来ます。
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中学生の「税についての作文」入選者
国税庁長官賞「幸せな暮らしと税」

大田原市立大田原中学校

三年

きみじま

君島

ひより

陽依

「どうして私だけお金貰えるの？」
当時小学生だった私は、時々先生に渡されるお金を疑問に思い、母に尋ねた。
私は幼いころから母子家庭で育った。母は仕事が忙しく、小さい頃はよく祖父
母の家で母の帰りを待っていた。小学校高学年になると、一人で家で過ごすこ
とが増えたが、私は何不自由なく暮らしてきた。そして私は母に見送られなが
ら毎日元気に登校した。ある時私は、先生に渡される少し重たい封筒を疑問
に思った。その封筒には決まってお金が入っていたのだ。いつも封筒を渡され
るのは私だけだった。私は思い切って母に聞いてみた。
「ねえお母さん、この封筒何？どうして私だけお金貰えるの？」
すると母は静かにこう答えた。
「うちはお母さんだけだから、市から支給してもらえるんだよ。」
初めて知った。私が今まで普通に生活できてきたのは、一生懸命働いてくれている母と、市からの支援のおかげだったのだ。その時、
母にこんなことを言わせてしまったことの罪悪感と、母への感謝の気持ちが同時にこみ上げてきて、何も返すことができなかった。
私がもらっていたのは「児童扶養手当」という、税金からまかなわれる補助金だった。今回、税について調べたところ、他にも医療
費を助成してもらえる制度など、たくさんの支援を受けていたことが分かった。私は税金からの支援のおかげで普通の生活ができ
ていたのだ。普通の生活ができることがどれだけ幸せなことなのか、私は税金を通し改めて知ることができた。
税金は払うばかりでなく、思わぬところで私たちの暮らしを支えてくれていた。このことを身をもって感じた私は、税金に感謝しな
ければならない。自分が納めた税金は誰かの暮らしの支えになり、誰かが納めた税金が自分の暮らしの支えにもなっている。こうし
て国民が国民を互いに助け合っていたのだ。現在、私はまだ中学生で、税金を納めることよりも、税金にお世話になっていることの方
が多くある。幸せな暮らしがあたりまえにできていることに心から感謝し、進路の実現に向け学習に励んでいこうと思う。そしていつ
か私が社会人になったとき、社会に貢献できる仕事に就き、今までの恩返しを社会貢献という形で返していきたいと思っている。
そして今回、税について真剣に考えたことで、日本国民の生活が豊かになっているのは税金のおかげだということが分かった。国
民一人一人が納めている税金で、日本国民全員の幸せが実現することを私は願っている。

大田原税務署一日税務署長
令和2年12月4日（金）

「税についての作文」で、国税長官賞を受賞した大田原市立大田原
中学校３年の君島

陽依さんが、１２月４日、大田原税務署で「一日

税務署長」に就任しました。
大田原税務署長

小林

全署長から「任命書」を受け取る
君島 陽依さん
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税理士コーナー
配偶者居住権の活用方法
1．配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた自宅不動産を、配偶者が相続しなくても、原則として終身（期間を定めるこ
ともできる）かつ無償で居住する権利で、令和2年4月1日以降に相続が開始した場合から適用されます。
また、令和2年4月1日以降に作成する遺言書において、配偶者居住権を配偶者に遣贈することを定めることもできるよう
になりました。
配偶者居住権の成立要件は次の3つとなります。
①亡くなった人の配偶者であること
②その配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
③遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと

2.なぜ配偶者居住権が創設されたのか
たとえば5000万円の自宅と5000万円の預金をもった人が亡くなったケースで、この方に配偶者と1人の子供がいて、こ
の2人の仲が悪かった場合。
配偶者が住み慣れた自宅に住み続ける場合には、法定相続分に基づいて相続すると、自宅を配偶者が相続し、預金を子
供が相続することになりますから、預金を相続できなかった配偶者の老後の生活が成り立たなくなる可能性があります。
配偶者の相続財産 ：自宅 5000万円
子供の相続財産
：預金 5000万円
配偶者居住権が創設されたことにより次のような遺産分割が可能となりました。
配偶者居住権とは自宅の不動産の権利をその不動産を「使う権利」と「その他の権利」の2つに分けて考えますので、仮
にこの自宅の居住権の価値が2500万円であったと仮定すれば、
配偶者の相続財産 ：自宅の居住権
：預金
子供の相続財産
：自宅のその他の権利
：預金

2500万円
2500万円
2500万円
2500万円

このように、配偶者居住権は、自宅の権利を2つに分けることによって、配偶者が自宅に住み続ける権利を守りながら、遺
産分割協議を円滑にすることを目的として創設されました。

3．チェックポイント
①配偶者居住権は、相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者だけに認められ、配偶者居住権の登記が必要と
なります。
遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっても、登記をしないままにしておくと、新所有者に売却されてしま
う危険があります。
②配偶者居住件は、配偶者の死亡によって消滅しますので、売却することも相続することもできません。

建築家からの提案「人と環境にやさしい建物」

有限会社

和泉設計
代表取締役

TEL 0287-37-4871

和泉卓哉

〒329-2703栃木県那須塩原市槻沢322番地9
FAX 0287-37-4872
http://www.izumi-architects.com/
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税制改正に関する提言

令和３年度

税制改正スローガン

○コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、
中小企業に実効性ある支援と税制措置を！
○厳しい財政状況を踏まえ、
コロナ収束後には本格的な財政改革を！
「税制改正に関する提言を」を国・地方自治体に行っています。
公平で健全な税制の実現を目指して会員企業の意見や要望を反映しながら、税のあるべき姿や将来像を見据えて建設的な提言を
行っています。法人会の提言活動は、法人税率の引き下げなど、中小企業の活性化に資する税制の構築に寄与しています。

「令和３年度税制改正提言書」活動状況

10月１日 那須塩原市長へ

10月2日 大田原市長へ

10月6日 那須町長へ

11月8日 簗 和生衆議院議員へ

10月22日

美味満点

四代目

那須塩原ブランド

渡辺喜美参議院議員へ

認定第１号

がんこラーメン３兄弟

（しょうゆ・みそ・しお）

国産小麦粉
（栃木県産小麦）
100%

国 産 小 麦 粉 のしっとりしたソ フト感 を 生かし 、な めらか な 喉 越し 、くどくな いさっ ぱり感 で 、
もう一 ぱ い 食 べ たくなる 味（ 業 界 紙 全 国 版 評 ）

麺処

御用邸

㈲菊地市郎商店

栃木県那須塩原市錦町２３９
ＴＥＬ ０２８７６２００５３
ＦＡＸ ０２８７６２００３６
http://www.kikuichi-men.com
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東日本盲導犬協会へ育英募金贈呈

１０月３０日（金）、東日本盲導犬協会へ育英募金のお届けに行ってきました。
１０万円集まったら届けに行くことをとても楽しみに募金活動をしています。今年は目標額が集ま
りましたので、盲導犬に会いに出発しました。事務局長の奈良部さんや職員の方からお話を聞かせ
ていただきました。一頭育てるのに５００万円かかる、しかもそれらの９０％以上が募金や寄付で
成り立っていることを聞き、大変驚きました。
盲導犬は生後２ヶ月から１年までは、パピーウォーカーさん宅で、愛情たっぷり育てられ、１歳か
ら訓練がスタートします。そのうち盲導犬になる割合は約３割。少なさにびっくりしました。訓練後
は、盲導犬ユーザーのパートナーとして、安全な歩行をサポートします。１０歳になると引退し、引退
犬オーナーに家族として迎えられのんびり日々を過ごすそうです。良かったと思います。
日本の盲導犬の数は１，０００頭にも満たないそうです。必要としている視覚障害者はたくさんい
るのに、全然足りません。一頭でも多くの盲導犬が育つことを祈ります。そして、これからも募金活動
は継続していきます。
公益財団法人東日本盲導犬協会へ育英募金お届け・・・募金を渡す和泉女性部長

研修委員会主催 Zoom活用セミナー
日

時

令和２年１１月１９日（木）

会

場

トコトコ大田原3階視聴覚室

コロナ禍で会議等の開催が難しい現在に於いて、オンラインによる会議、セミナーが主流となっ
て来ています。Ｚｏｏｍは知っているけれど、何が出来るの？と疑問に思うことがあります。Ｗｅｂ会
議や社内研修、オンラインセミナー、Ｚｏｏｍ飲みなど楽しいことが一杯だと分りました。Ｚｏｏｍの
使い方を覚え、将来的には事務局から発信していくような体制を作りたいと考えています。今回の
セミナーは、初心者を対象にアプリのダウンロードの仕方から教えていただきました。
本日は、初級編と言うことで、Ｚｏｏｍが何かを理解し、プラウザ参加とアプリ参加の両方がある
ことも知りました。４名のスタッフが、分らないと手を挙げている人のところへ行き、指導してくだ
さったので、全員が遅れることがなく進められました。マンツーマンで指導していただき、参加者全
員とても感動しました。パソコンやスマホの画面に参加者の顔が写り、共有できていることを感じま
した。講師の河内信幸様、スタッフの皆様

本当にありがとうございました。

次のステップ中級
（Ｚｏｏｍのホストとして、
他の人をＺｏｏｍ会議に招待する）
にすすんで、
Ｚｏｏｍ
会議の開催に向けて勉強したいと思います。
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租税教室開催
各地の小学校で租税教室を開催しております。

9月10日 西小学校

10月15日 横林小学校

サービスを提供する企業の
問題意識と責任について

新型コロナウイルスの風をうけて

新型コロナウィルスの大田原地域に感染者が出た事で、感
染拡大の重大性と今は緊急事態状況なのだと改めて気つか
されコロナが一気に身近に現実味を帯びたモノとして強く認
識させられた事を覚えています。正直それまではどことなく他
人事として捉えていた節もありました。私どもの会社は高齢者
さまの在宅介護サービスを運営しています。入所時の手洗い
や消毒、体温や血圧測定をはじめ、退所後の清掃・アルコー
ル消毒等の感染予防はもともと新型コロナの流行する前から
通常業務として実施しておりましたのでコロナ対策の指針に
そった衛生管理等に大きく業務負担が増えたとの認識はあり
ませんでした。むしろより徹底した衛生管理意識が職員に根
付いたのは良かったと考えております。また設計の段階で換
気扇の換気能力を当初より上げておいたのは今となっては良
かったと思います。設計時は0.5回/ｈ➡4回/ｈに容量をあげ
施行しました。季節的に寒くなりは換気の重要性が取りただ
されておりますが、より安全に過ごしていただける換気環境
を整備できているものと思っております。お陰様で当社にお
けるコロナ禍の経営への影響は前年比-3％程度で極端に経
営に響くモノではありませんでしたが、在宅介護に携わる者
がすべき問題意識や感染に対する考えそしてこの仕事に従
事する責任を改めて考えさせられた機会であったのかと捉え
ております。第三波のさなかでもあり、まだまだ予断を許さな
い時期ではあります。今後とも感染対策を怠る事なく安心・
安全のサ−ビスの提供を心掛けてまいります。
広報委員会

11月4日 埼玉小学校

私は塩原温泉にて白塩舎リネンサプライと言う、社長総勢
30名程のクリーニング店経営を主人共々務めておりますも
のです。リネンサプライとは、業種としましてはサービス業にな
ります。
この度の新型コロナウイルスが出始めた頃(3月末〜6月末）
仕車が途絶えてしまいました。半日仕事しては一日休み、また
半日やっては一日休み、の繰り返しでした。完全に営業を停止
したホテルも有れば、誘客に務め営業しているホテルもござ
いましたので、宿泊のお客様がおります限り、我社も完全に
営業を停止する事が出来ませんでした。その為雇用調整助成
金も、事業所への助成金も思うように頂けずに居りましたが、
法人会に入っていたおかげで労務士さんをご紹介いただきま
した。
新型コロナウイルスの風をうけて、仕事が回らない大変さは
有りましたが、暇が出来だことで主人と朝夕、愛犬とヤギを連
れて風薫る河川敷を散歩したりすると、こんなにゆ〜ったりと
した時間は久しく持てなかったな〜と、感謝さえ湧いて来たり
もしました。
ですが今、GoToトラベルの後押しもあってか風の吹き回し
の中、風を切る勢いに、ウイル ス菌の恐怖（強風）と戦いなが
ら寝る間も無い忙しさの中に頑張っております。
今はただ、新型コロナウイルスが一日も早く終息することを
祈るばかりです。

丹野 洋（黒羽支部）

旭興

広報委員会

天鷹

大那

仙禽

鈴木 さゆみ（塩原支部）

《限定商品 取扱店》

ウイスキーの品揃え充実
営業時間 午前９時〜午後７時

㈲星田屋酒店

大田原市黒羽向町 102

電話 FAX 0287-54-0175

Facebook https://ja-jp.facebook.com/hoshidaya/
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会員の窓
季節料理いとう家（㈲割烹いとう）

西那須野
支部

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ
代 表 者
事業内容
設
立

那須塩原市扇町7-12
0287-36-0028
0287-36-2854
伊藤悟
御宴会・季節料理の飲食業
昭和５年

「開拓の街」に根ざして今年で創業９０年。
地域の皆様に支えられて今後もがんばっていきます
現社長で３代目となります。初代の頃は那須疏水でうなぎを捕っていたところ逃げられてしまい、親
しいお客様に捕まえてもらった、という話もあるほど西那須野地域に根ざして営業してまいりました。
現在はうなぎを始めとして、
「季節料理」と称してその時々の旬を大切にしたお料理を提供しており
ます。
地域の交流の場として「御縁会場」を２階に。記念日やハレの日から日常のランチまでお使いいただ
ける少人数のお席を１階にご用意しております。
2020年は私ども飲食事業者にとってかつて無い苦境の年となりました。宴会の需要は未だ戻りま
せん。しかしそんな中でも、お持ち帰りを中心に支援してくださるお客様には本当に助けられました。
地域の「御縁」は無くなっていないのですね。
2021年こそは、街に活気が溢れますよう心から願っております。

塩原
支部

釜

彦

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ

那須塩原市塩原２６１１
0287-32-2560

栃木県塩原温泉のご当地グルメと言えば「スープ入り焼きそば」！
醤油ラーメンのスープにソース焼きそばがドーンと入る、何とも不思議なこの「スープ入り焼きそば」。本当に美味しいの？と疑う気
持ちも起こります。しかし食べてみると妙に美味しい、ホントに美味しい。この美味しさは食べてみないとわかりません！当店は、昭和
３０年代に先代の店主が３年の月日をかけて考案したものです。当時出前でよく頼まれたのがラーメンと焼きそば。当時はラップも
なかったので、出前の途中で、ラーメンのスープがこぼれてしまう・・・そこから考案されたのが「スープ入り焼きそば」です。３代目の
私は、その味を引継ぎ、スタッフ全員が一丸となってお客さまを迎える元気なお店を目指しております。

芦野石採掘販売・石工事一式設計施工

有限会社

代表取締役

大平石材店
大

平

誠

〒329-3214 栃木県那須郡那須町大字横岡 135
TEL 0287-74-0053 FAX 0287-74-0505
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★支部だより★
那須 「税を考える週間」花の種、
支部

ポケットテッシュ配布

11月3日(文化の日）に道の駅東山道
伊王野と芦野遊行庵休憩所にて、法人
会の「税を考える週間」協賛事 業とし
て、法人会那須支部による「花の種、ポ
ケットティッシュ配布」
を実施致しました。
今回は、新型コロナウイルス感染症予
防の関係もございましたが、多くの来
場者に税の啓発活動を実施すること
ができました。

黒羽
支部

税を考える週間・税に関する
絵はがきコンクール

～花の種・ポケットティッシュの配布～

例年、１０月末に開催している「芭蕉
の里くろばね秋まつり」の会 場にて、
「税を考える習慣・花の種」と「税に関
する絵はがきコンクール入賞作品のポ
ケットティッシュ」を配布しておりまし
たが、令和２年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響により、同まつりが中
止となりました。また、毎回手渡しで配布を行っていましたが、
感染防止のため手渡し配布を自粛し、黒羽商工会窓口や、黒
羽支部会員企業の店舗・事務所等にて配布し、税に関する啓
発を実施しました。

黒磯
支部

花の種とティッシュの無配布

１０月２２日から１０月３０日の９日間、
「那
須塩原市共通商品券」引換ブースに於いて、
花の種とティッシュの無料配布を
行いました。納税の意味を知って
いただくと共に、
（ 公社）大田原法
人会のPRを行うことができました。

大田原 花の種配布
支部

大 田 原 法 人 会 大 田 原 支 部で
は、花の種を毎年産 業 文化祭で
配布しておりましたが、コロナ禍の
影 響で出展を控えさせていただ
いたため、今年度は大田原商工会
議 所の窓口にて配布をさせてい
ただいております。

塩原
支部

花の種と納税PR
ティッシュの配布

もの語り館に於いて花の種と納税PR
ポケットティッシュを配布いたしました。

西那須野 小学生の通学用の
支部

横断旗を寄贈しました

新型コロナウイルスによって
数々のイベントが中止となって
いる今 年度 。西 那 須 野支 部で
も、例年行っていた税の啓蒙活
動が行えなくなり、頭を悩ませ
ていました。何とか地域の為に、
公益になる事をしたい、と思い
ついたのが小学生用の横断旗の寄贈でした。
横断旗は何と数ヶ月で使えなくなってしまう消耗品だそうで
す。驚きですね！今回は1,000本を那須塩原市に寄贈出来まし
たので、数年はお使いいただけると思います。
11月にはお忙しい中、市長のご予定も調整していただいて、
直接お渡しすることが出来、大変喜んでいただきました。子ども
達がこれからも元気に通学出来ますように！
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大田原税務署からのお知らせ
令和２年分所得税および消費税等の確定申告は、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。

e-Taxをお勧めする３つの理由
自宅等で確定申告書の作成から
送信まで行えるため、
確定申告会場にいかなくて済み、
感染リスクがない。

時間を気にせずいつでも

スマホからも専用画面の

作成・送信できるので、

案内に従って入力するだけなので

空いた時間に申告できる！

手軽に申告できる！

申告会場等について

還付申告は2月15日以前でも受け付けています。なるべく早めに申告をお願いします。

なお、本年は、会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、会場で当日配布しますが、オンラインで事前に発行する方法も導入予定です。
（詳細は、国税庁HPなどでお知らせします。）
また、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。

法人税・消費税申告説明会の開催案内
開催日
会場

令和３年２月２日（火）

いきいきふれあいセンター
3階視聴覚室（黒磯公民館）

開催日
会場

令和3年２月3日（水）

西那須野商工会

会議室

開催日
会場

令和3年２月4日（木）

大田原地域職業訓練センター

＊３日間とも午後１時３０分から午後３時まで。 ＊資料は会場でお渡しします。 ＊各会場定員は２７名となります。
＊マスクの着用をお願いします。受付にて、検温、体調についてお伺い致します。
（体温が高い場合入場をお断りする場合があります）

表紙で紹介した写真は、大田原市湯津上にある笠石
神社の本殿と、そこに祀られている国宝「那須国造碑
（なすのくにのみやつこのひ）」です。湯津上にはこの
那須国造碑や、日本一美しい古墳ともいわれる国指定史跡「侍塚古墳」を中心とする古
代那須の遺跡が残されており、
「日本考古学発祥の地」とも言われています。
2018年に発足した、
「那須国ロマンプロジェクト」実行委員会では湯津上地区の歴史
や文化を活用し地域振興を目指す活動を行っています。
刻々と変化する現代社会ですが、地域に刻まれた古代ロマンに思いを巡らせるのも
一興ではないでしょうか。
法人会報「なすのはら」第107号（令和3年1月号）

編集後記

新春のお喜びを申し上げます
本年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます
〒325-0056

栃木県那須塩原市本町5番5号
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