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第23回全道「青年の集い」函館大会開催
（会場：ホテル函館ロイヤル）
当会青年部会員　13名参加

第12回チャリティーパークゴルフ大会開催
（会場：輪厚国際パークゴルフ場）
チャリティー企画で日本赤十字に募金。29名参加、
優勝：成田得見子さん（㈲クイーンメイク21：清田第１支部）

青年部会役員会
（会場：大同生命ビル）
出席14名　第16回税金クイズ＆サッカー大会等、租税教室について

女性部会役員会
（会場：全日空ホテル）出席14名　今後の租税教育活動について
サッカー大会会場税の紙芝居、税の絵はがきコンクールについて

第16回税金クイズ＆サッカー大会
（会場：サンパーク公園多目的広場（北広島））
27日28日の２日間で開催、管内の小学校４年生以下の24チーム
331名が参加、税金クイズは青年部会が担当、税の紙芝居と税の
絵はがき作成コーナーは女性部会が担当した。

女性部会「税務研修会」「テーブルマナー研修会」
（会場：札幌プリンスホテル）
出席40名　「すぐに役立つ最近の税知識」講師：渡部喜彦税理士
出席39名　女性部会：フランス料理のテーブルマナー研修会

各支部夏祭り会場等での「税の啓発」
豊平第３支部みその子供祭り、豊平第５支部平岸芸能祭、
豊平第３・４支部とよひらふれあい祭り、清田第１・２支部清田
区民祭り、千歳・恵庭・北広島夏祭り等小学生向けに税についての
お話と、税のマンガ本・法人会グッズ配布

各支部ラジオ体操会場での「税の啓発」
豊平第１支部３会場、豊平第２支部４会場、豊平第４支部１会場
南第１支部１会場、ラジオ体操会場にて小学生向けに税のマンガ
本・法人会グッズ配布

理事会開催
（会場：札幌全日空ホテル）
福島新署長他新しい税務署幹部をお迎えし、理事会開催
顧問税理士への委嘱状交付式

第28回会員親睦ゴルフ大会開催
（会場：廣済堂CC）28名参加　優勝　赤坂敦氏（㈱赤坂組：清田２）

第50回法人会全道大会（札幌大会）開催
（会場：札幌パークホテル）当会80名参加
北海道法人会　税制改正要望全道大会（詳細は次項にて）

女性部会「税の絵はがき選考委員会」
（会場：大同生命ビル）
出席10名　25年度税の絵はがき優秀作品の選考

青年の集い函館大会会場にて

チャリティーパークゴルフ大会

サッカー優勝チーム：札幌藻南ＦＣと記念撮影

南1支部「税の啓発」ラジオ体操交通安全教室会場

ゴルフ大会優勝の赤坂氏へ柳谷会長より授与
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　北海道法人会税制改正要望全道大会が９月10日㈫、札幌
パークホテルに於いて行われ、当会からは80名が参加し、
全道から約1,100名もの会員及びご来賓をお招きし、第50
回の記念大会を成功裡に終了しました。
　記念講演は弁護士で（公財）さわやか福祉財団理事長の
堀田力氏が「地域に生きる」と題して講演し、大会では26
年度税制改正要望事項が決議されました。
　懇談会では参加者一同、全道の法人会員と話しもはずみ
交流を深めていました。
　次回、第51回大会は旭川市で開催予定です。

第50回全道大会スローガン

◦財政の健全化へ、国・地方とも聖域な
き行財政改革の断行を！
◦元気な中小企業の復活へ、税制の抜本
的改革を！
◦わが国企業の国際競争力確保のために
も、さらなる法人税率の引き下げを！
◦消費税引き上げに際しては、景気に配
慮するほか徹底した行政のスリム化を！

牧野実行委員長（札幌北会長）歓迎挨拶

全法連　池田会長のご挨拶

記念講演講師：堀田　力氏

懇談会にて閉会挨拶をする柳谷会長当会は記念講演担当：控室にて堀田先生と当会役員で記念撮影

第50回記念　北海道法人会全道大会

９月10日：札幌パークホテル

税制改正要望　全道大会「 札幌大会」
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新署長のご紹介

札幌南税務署
福　島　　　修　署　長

本年７月の異動で札幌南税務署長に就任されました。
プロフィールをご紹介します。

昭和28年４月　　沼田町に生まれる（60歳）
昭和47年４月　　札幌国税局総務部総務課に採用
　　　　　　　　その後、札幌国税局及び管内の税務署に勤務
平成12年７月　　札幌国税局　課税第一部　所得税課　課長補佐
平成14年７月　　札幌国税局　総務部　人事第２課　課長補佐
平成15年７月　　札幌派遣国税庁監察官　国税庁監察官
平成17年７月　　室蘭税務署　副署長
平成19年７月　　八雲税務署長
平成20年７月　　札幌国税不服審判所　国税審判官
平成23年７月　　札幌国税局　総務部　会計課長
平成24年７月　　税務大学校　札幌研修所長
本年７月　　　　札幌南税務署長

◇ ◆ ◇ ◆ 福島署長のプロフィール ◆ ◇ ◆ ◇

今後予定している　研修会・セミナー等のご案内

開催日時 研修会名 講　師　・　会　場 主　催
10月22日㈫

13：30～15：00
「人を磨き上げ、業績を改善す
る方法」

中小企業診断士　大野　敬浩氏
北海道経済センター

札幌５法人会
共催

10月23日㈬
17：00～18：30 経営セミナー　タイトル「未定」 ㈲プラン・エー代表取締役　竹本アイラ氏

北広島商工会館
札幌南法人会
北広島支部

11月８日㈮
14：00～16：00

商店街の奇跡～今日も行列がで
きる杉山フルーツ繁盛物語～

杉山フルーツ代表　杉山　　清氏
千歳商工センター

札幌南法人会
千歳支部

11月18日㈪
13：30～16：00 年末調整説明会 札幌南税務署

担当官北海道経済センター 札幌南法人会

11月29日㈮
14：00～16：00 年末調整手続きセミナー 札幌南税務署　担当官

千歳商工センター
札幌南法人会

千歳支部
12月６日㈭

13：30～15：30 会計を経営に生かす 中小企業基盤整備機構　担当講師
北海道経済センター

札幌南・中･西
法人会　共催

12月10日㈫
13：30～16：00 年末調整説明会 税理士　大沼　伸一氏

恵庭商工会議所
札幌南法人会

恵庭支部
＊この他、決定次第ホームページ等でお知らせいたしますので、たくさんのご参加をお待ちしています
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 セミナー名 講師 コンテンツ セミナー名 講師 コンテンツ

社

員

研

修 

部下の能力をトコトン引き出す 
コミュニケーション術 

西澤 浩二 113分 

経
営
一
般

★社長必見！！会社の資金繰り 富山 さつき 64分 

会議が変われば、すべてが変わる！「あれ、結局、
何の話だっけ？」とならない会議の開き方 

沖本 るり子 24分 未来に経営者 こどもたちにむけて 八木 陽子 26分 

プレイングマネージャーの仕事術 小池 浩二 115分 ★シェアリングビジネスについて考える 福田 徹 57分 

成約率を10倍にする！ 
 究極の名刺交換術 吉見 範一 90分 砲丸作りで築いた世界からの圧倒的信頼 辻谷 政久 91分 

電話応対マナー《パート2》 大井 澄子 25分 
★３年後の会社を考える経営者のための 

 『日経活用法』 渋井 正浩 37分 

「仕事力を育てる 新・片づけ術」 響城 れい 65分 
町工場のおやじ  

はじめての電気自動車に挑む！！ 
小倉 庸敬 34分 

部下を持つ方への「指導力向上」研修 山田 千穂子 74分 
女性客の購買心理をつかんで 

売り上げを上げる 
前川 あゆ 62分 

新社会人なら必須！ 
エクセルビジネス活用講座 

岩見 誠 39分 武士道精神を今に活かす武士道経営とは 福永 雅文 39分 

“笑い”で周囲を明るく・楽しく、 
業績アップ！ 

夏川 立也 89分 
江戸時代の教訓書「親子茶呑咄」に学ぶ、 

経営者の心 前編 小泉 吉永 51分 

★はじめてのスマートフォン 城田 磨里子 51分 
業種別でわかる！ 

 0円で8割をリピーターにする方法 一圓 克彦 105分 

フェイスブック３ステップ集客術（３） 大林 亨輔 33分 
健
康
・
高
齢
者
・
文
化

★不安を味方にしてあがり症を克服 バジル・ 
クリッツァー 105分 

政

治 

・ 

経

済 

アベノミクスと今後の日本経済 藻谷 俊介 100分 どうする!?我が子の就職活動最前線 橋本 光生 13分 

安倍政権とこれからの日本 長谷川 幸洋 89分 オフィスで疲労回復 即効ストレッチ 日永 保美 23分 

★ＴＰＰの影響と中小企業の課題 進藤 勇治 51分 災害被害を最小限にする方法 水島 重光 17分 

2013年、世界と日本の経済 野口 悠紀雄 85分 ★ご存知ですか？シリーズ（１）環境 早川 昌究 33分 

 

お問い合わせは札幌南法人会事務局まで ＴＥＬ：0１１-２５１-７８６３ 

会員の方は200タイトル以上のセミナーが無料で受講できます 

インターネットセミナー  忙しくてセミナーに参加できない…という方へ 

札幌南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 

           会員ID：hj1107  パスワード：7863 ID・パスワードは 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 

（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）

http:// www.satsu-minami.jp 

ログインID パスワード ログイン

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 

●●●●● ●●●●●

会員は専用IDとパスワードを入

れ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。 

無料 

札幌南法人会 検索 で検索いただけます

安倍政権の今後の道筋 

～参院選後、自民政権が手がける政策～ 

政治ジャーナリスト 角谷 浩一

NEW 
ランチェスター戦略式１枚シートで見えた！ 

成功し続ける社長の法則 
NEW 

経営コンサルタント・フリーライター 李 相勲

サムスンの強さの秘密 

～最強のグローバル企業への成長を可能にした経営戦略～ 
NEW 

ﾗﾝﾁｪｽﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役 河辺 よしろう 
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　経済界での女性リーダーの活躍が目立ってきた。保守的業界の代表格である金融業でも、６月末の株
主総会で一部企業が女性役員を起用した。こうした変化の背景にあるのは、日本がいま一番直面してい
る難題としての「少子高齢化」の問題がある。これを少しでも改善するには「女性力」、なかでも「女性リー
ダーの存在と育成」が必要だ。そこで、日本再生のキーワードとしての女性リーダー育成に向けて、い
くつかの提案をしてみたい。

⑴　女性力の活用で経済成長を「政策」としても
採用

　2012年暮れに政権政党に復帰した自民党は、デ
フレ脱却のための新しい経済成長戦略を発表し、
この中で、成長には女性力が必要として、次のよ
うな７つの提言を示した。
①　「2020年30％」（にぃまる・さんまる）の目標

達成
②　「ダイバーシティ促進購入法」の制定
③　「残業ゼロ」社会を作る（ワーク・ライフ・

バランス）
④　女性候補者・女性議員増加促進のための法律

改正
⑤　女性医師職場復帰プラン（Joy･Come Back 

Plan=JCB）支援
⑥　指導的地位にある女性が極めて少ない日本の

アカデミアの改善（日本では女性の大学学長、
学会会長は国際的にも極端に少ないため、女
性の人材活用に向けた必要な制度改革を支援
する）

⑦　「産勤交代」のため、「道州制」を強力に進め
る（道州制の導入によって、地域の実情に即
した施策で経済を活性化させ、安心して子育
てできる「産勤」の場を確保する）

　この７つの提案のうち、筆者が共感したのは、
社会のあらゆる分野で、指導的地位に占める女性
の割合を、2020年までに少なくとも30％程度にす
る―とする目標設定だ。
　また、女性経営者や女性管理職の多い企業、女
性の就業環境が整備されている企業から優先的に
物品などを調達するよう、国に求める―などを内
容とする法案（ダイバーシティ促進購入法案）を
制定しようという動きもある。
　政府自らが、積極的に政策面から女性力を活用
しようとする動きで、画期的なことと評価できる。

⑵　政策の実施と同時に日本的社会風土・風習の
改革を

　日本の長い歴史をみると、公家政治、武家政治、

そして明治維新、終戦と男尊女卑の時代が続き、
戦後ようやく男女同権、女性の参政権が認められ
た。
　男女共同参画のテーマは、多くの機会で取りあ
げられてきたが、残念ながら、女性国会議員数一
つみても、諸外国より劣っている。業態、業種、
企業規模によってかなり温度差や格差があるが、

「女性力」の活用、なかでも、そのリーダーの登用、
活躍に対しては、男社会の根強い抵抗がある。
　「女だてらに…」という評判は、既得権を守ろ
うとする旧守派の男社会が立てるものであろう。
　女性力の活用は、日本再生、地域経済の活性化
という目標に向けて、この男社会といかに協調し
ていくかにある。「少子高齢化」「医療・介護」「子
育て支援」といった分野でも、男と女とは対立関
係にあってはならない。
　古い風習を見直し、規制改革などを、男が率先
して実施し、リーダーシップを発揮したうえで、
次の女性リーダーにバトンタッチすることが大切
だ。

⑶　中小企業ではいち早く「女性力」活用の時代
へ

　大企業・中堅企業では女性リーダーの登場が遅
れている。たまに登場するのはパフォーマンスを
狙っての女社長、取締役の起用だったり、タレン
トまがいの女性リーダーだったりする。
　しかし、中小企業の場合は、女性リーダーは個々
の事情によって多少異なるものの、女性社長、社
長夫人、スタッフとして企業内に入って活躍して
いる。そうした人たちは、妻であり、母であり、
時には嫁に当たる立場にあり、一人四役、五役と
八面六臂の活躍をしている。そして、夫たる社長
との間ではごく自然に役割分担ができ、会社を上
手に動かしている。
　商売によっては、女性が営業の前面に立つ業種
も多い。旅館、飲食業などのサービス業やアパレ
ル産業などだ。また、メーカー等では経理、財務、
人事面などの管理部門を統括している人たちもい
る。商品開発やイベント開催などの面でリーダー

女性リーダーを育てる社会基盤作りへの提言
経済評論家・作家　荒　　　和　雄
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めでたいめでたい ！　東京五輪
フリーランスライター　藤　木　順　平

シップをとる人も多い。大事なことは、男性と女
性とのコミュニケーションと信頼関係で、これが
構築されていないと、夫婦共倒れどころか、会社
自体の経営が危うくなる。

⑷　求められるのは「ミーイズム」
　女性がノビノビと活躍している国の代表はフラ
ンスであろう。
　フランスでは、男女関係については「私は私、
他人は他人」という「ミーイズム」が徹底されて
いる。自分が責任を持って自立しているので、余
計なお節介はやめてほしいという個人中心の自由
と、その裏側にある責任への自覚だ。
　このミーイズムが議員数でも、企業の役員・幹
部数でも、男性と互角である原動力といえる。こ
うした生き方を学ぶのも新しい時代を占うのに大
いに参考となろう。
　大切なのは政策面や制度改革で女性力をアップ
させるためには、女性リーダーを質・量ともに増
やすと同時に、男社会も女性リーダーを育てるた

めに、全面的に協力することが必要だ。
　男女リーダーの知恵の出し合いと行動力が大切
である。

【筆者紹介】
荒　　　和雄（あら・かずお）

早稲田大学法学部卒。東
京都民銀行支店長などを
経て独立。経済評論家・
作家として講演やテレビ
のコメンテーターなどで
幅広く活躍。金融経済・
中小企業経営関係の著書
は「日本縦断2000回の

旅　ちょっといい話」（中経出版）。近著は挑
戦する若き金融マンを描いた経済小説「白
い獏」「その後の白い獏たち」が話題となっ
ている。著書は163冊を超える。公式ＨＰは
http://www.arakazuo.com

　2020年の第32回オリンピックが東京に決定。こ
れで、東京は数少ない複数回オリンピック開催都
市（夏季大会はロンドン３回、アテネ、パリ、ロ
サンゼルスがそれぞれ２回）になる。
　現在、体育の日は10月の第２月曜日だが（2000
年から、ハッピーマンデー制度の適用により）、
以前は10月10日だった。それは、1964年の前回の
東京大会の開会式が行われたこの日を記念とした
からだ。
　国民の祝日ではなくなったが、この日は「目の
愛護デー」である。それは10月10日の「10」をそ
れぞれ横にして並べると人間の眉毛と目に見え
る。なんだか“マンガ”みたいな話だが、厚労省
が主催する立派な年行事であり、60年以上の歴史
があるのだ。
　「目は口ほどに物を言う」「目を光らす」など、

「目（眼）」から始まる成句がいくつあるのか？　
手元の『広辞苑』で調べたら125個もある。いか
に「目」が実生活にかかわりがあるかわかるとい
うものだ。
　７年後の東京オリンピック（７月24日～８月９
日）の開会式や競技を、わたしたちはこの目で見

て、美しさに目を奪われ、新記録に目が点となり、
目を疑う記録に驚き、素晴らしいプレーを目に焼
き付けようではないですか。 

【筆者略歴】
藤木　順平（ふじき・じゅんぺい）
（本名・藤田順一）

フリーランスライター。1976年早大理工学
部卒業。ＮＨＫ『てんぷく笑芸場』の台本執
筆勉強会に参加。日本テレビ『アメリカ横断・
ウルトラクイズ』のクイズ作家として５年間
番組に加わる。芝居・漫才の台本・コントな
どを執筆するかたわら、ことわざや笑いを通
じての「人間探求」をテーマにした講演を行
う。1993年から2007年まで㈱エフシージー
総合研究所に勤務、労働組合などの広報誌紙
向けに雑学系の原稿執筆やパズル・クイズの
作成を担当する。
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　全長約10ｍのトラック４台が、時速80㎞で車間
距離わずか４ｍの一列縦隊を保ちながら、１周約
３㎞のテストコースを何回も走り抜ける。すべて
ハイテク制御の完全自動運転で、運転者は一切、
ハンドルやアクセル、ブレーキを操作していない。
　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
が２月、茨城県つくば市で行った公開実験の様子
です。2008年度から約44億円を投じて開発してい
る先進技術で、経済産業省の事業の一環。NEDO
の担当者は、「人間にこんな運転は絶対無理でしょ
う」と笑いました。
　トラックは前後のセンサーで車線を区切る白線
を読み取り、ハンドル角度を調整して走行車線を
キープ。前の車両との距離は、レーダーで測りな
がらアクセルとブレーキを制御して調節し、障害
物や渋滞があれば安全な速度まで減速します。
　トラックが車間４mに集中することで、空気抵
抗が減って燃費が約15％改善。さらに他の一般車
が走れる道路面積が増え、国の経済損失が年間12
兆円に上る渋滞の解消にもつながります。2030年
以降、高速道路での実用化が目標です。

快適ドライブを実現
　まるでSF映画のようなこの実験は、人と車、
道路が高度に情報をやり取りする「高度道路交通
システム（ITS）」が実現しました。省エネで事
故や渋滞がない「夢のクルマ社会」を目指し、経
産省、国土交通省、総務省、警察庁の４省庁が急
ピッチで研究を進めています。
　国交省の取り組みも紹介しましょう。ITS対応
のカーナビ型端末を車に搭載し、道路にはITSス
ポットというデータ送受信機を設置。衛星利用測
位システム（GPS）や車体に付けたセンサーを使
い、多彩な情報をやり取りする構想です。
　車が走り始めると、正確な位置や進行方向、車
体の傾き、速度などを即座に計算。他車との位置
関係も把握しながら、車載端末の画面に「車線を
外れました」「前の車と距離が空きすぎです」な
どと音声付きメッセージを表示します。見通しの
悪い場所では「カーブの先で渋滞、追突に注意」
と知らせます。
　また、ドライブスルーに着く前に、車載端末の

画面でメニューを見て注文することも可能になり
ます。支払いもその時点で完了し、店舗では商品
を受け取るだけというキャッシュレス決済は、実
に便利そうですね。

追突事故減少にも実績
　事故減少への効果も確認されています。国交省
は2005年度、すでに普及が進んでいたカーナビの
道路交通情報通信システム（VICS）を利用して、
首都高速道路の追突多発地点で「この先、渋滞」
と画面表示する模擬ITS実験を実施。事故件数は
６割減少したそうです。
　このため、政府は今年６月に閣議決定した科学
技術イノベーション総合戦略に、「2018年に交通
事故死者数を年間2500人以下に」「2020年に交通
渋滞を10年前の半分に」などの目標を盛り込みま
した。
　実は、すでにITSスポットは高速道路を中心に
全国約1600カ所で整備され、2011年に渋滞情報な
どの基礎的なサービスが始まっています。車載端
末も５年間で１千万台を目標に販売が開始されて
います。
　けれど、多くの人はそれをまだ知らないのが実
情です。使えば便利なことが確実なサービスです
から、国はもっと積極的に普及活動を行い、購入
費用の一部助成制度などで車載端末の浸透に取り
組むべきでしょう。

【筆者紹介】
伊藤壽一郎（いとう・じゅいちろう）

東京都生まれ。学習院大学卒業後、産経新聞
社に入社し、文化部、経済部、社会部などを
経て2002年から科学部。現在は文部科学省
の科学技術部門を担当し、原子力から地震、
宇宙、物理、化学、生物、ITまで、幅広い分
野を取材対象としている。著書に「生きもの
異変　温暖化の足音」（共著、扶桑社刊）、「新
ライバル物語　闘いが生む現代の伝説」（共
著、柏書房）などがある。

研究進む夢のクルマ社会
　　　　　　　　高速道路で自動運転も

産経新聞科学部　伊　藤　壽一郎
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　オリンピック日本開催、おめでとうございます。
　ところで、そのオリンピックの日本のプレゼンテーションで、審査員の耳に残ったのが、「おもてな
しの心」という言葉だったそうです。外国にも似たような「ホスピタリティ」という言葉があります。
にもかかわらず、わざわざ「OMOTENASHI」と語りかけたのですから、違いがハッキリあるのでしょう。

「ホスピタリティ」との違い

　ところが、２つの言葉が「どう違うのか説明せ
よ」といわれても、日本人の私たちですら上手く
言えない気がします。ちょうど、「侘びさび」が
日本文化の特徴の一つだといいながら、それがど
ういうものだか、日本人でですら上手く説明でき
ないのと似ています。
　「ホスピタリティ」と「おもてなし」。例えば、

「ホスピタリティ」は病院などでも使いますが、「も
てなす」は使いません。医療の現場では、まずは
患者の状態を正しく観察し、治療の視点から患者
にとって最適なことを行うわけですから、確かに

「もてなす」という感じではありません。
　相手が、喉が渇いていそうだなと思ったら、「も
てなす」は「お茶要りませんか？」と訊く前に、
お茶を出してくる感じですが、「ホスピタリティ」
は訊いて、欲しいと答えたら出すという感じです。
　欲しいという“意思表示”に応えるのが「ホス
ピタリティ」、欲しいという気持ちが潜在的にあ
るのを汲み取って対応するのが、「もてなし」と
いう感じがします。
　ただ、「ホスピタリティ」は「もてなす」と違って、
欲しいという意思表示には何度でも対応してくれ
そうな感じはします。病院では患者の意思表示に
応え続けることは必要でしょう。だから、「ホスピ
タリティ」は病院で使われるのかも知れません。
　もちろん「もてなす」でも、欲しいという意思
表示には何度も対応してくれるのでしょうが、そ
れはもう「応接」とか別の言葉の範疇に入ってし
まうような気がします。
　その違いはなぜ起きるのかと考えると、たぶん

「もてなす」時には、相手の“心に寄り添う” と
いう心構えが最初にあるからと思いました。相手
の心に寄り添うことでまず、「心の会話」が始ま
ります。そして次に「言葉の会話」が始まるとい
う、２段階会話術を「もてなす」は秘めているよ
うに思います。言葉の会話が始まった後では、「ホ
スピタリティ」との差異は薄くなる。その違いが、
それぞれの特徴と感じるのではないでしょうか。

相手の心に寄り添う気持ち

　そういえば、日本のもので、心の会話を得意と
することで、世界にヒットしているものがありま
した。それが、“キティちゃん”です。キティには、
お口がありません。開発担当者の話では、これは
忘れたのではなくて、もともと、付けることを考
えなかったそうです。元気いっぱいなミッキーマ
ウスとの違いを作ることを考えたときに、心の会
話の存在に気づき、キティを手にした子供の心が
自然にキティに寄り添うには、「キティにお口は
要らない」と決めたのだそうです。
　それが大成功。以来、キティは世界中の子供
や、子供の頃にキティとの会話になじんだ大人ま
でマーケットに取り込んで、日本を飛び出し世界
のキャラクターとなりました。
　言葉の会話の前に、「心の会話」。７年後のオリ
ンピックの時に備えて、今から日本の得意な２段
階会話力に磨きをかけておきましょう。

【筆者紹介】
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。

ハローキティと「おもてなしの心」
㈱アルティスタ人材開発研究所代表　玄　間　千映子
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税務署からのお知らせ
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税務署からのお知らせ
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税務署からのお知らせ
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お申込 
 
◎借借入入申申込込書書をご提出していただきます。 

◎添付していただく書類は次のとおりです。 
 

＊決決算算書書、、試試算算表表など営業状況のわかるもの 

＊設備資金の場合は、見見積積書書 

＊法人の方は、履履歴歴事事項項全全部部証証明明書書  

＊はじめてご利用される方は、企企業業概概要要書書 

ご面談
 
◎事業計画などについてお伺いします。 

◎次のような書類のご提出をお願いする

場合があります。 
 

＊営業状況（計画）や資産・負債のわかる

書類 
◎施設や事務所をお訪ねすることがあ

ります。

ご融資
 
◎ご融資が決まりますと、

ご契約に必要な書類を

お送りいたします。 

◎ご契約の手続きが終わ

りますと、ご融資金をご

希望の銀行などの口座

へ送金いたします。 

ご 利 用 の 手 続 き   ～ お 申 込 い た だ く 前 に 、 お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い ～

※ お使いみち、ご返済期間、担保・保証人の有無によって異なる利率が適用されます。 
※ ご相談の結果、お客さまのご希望に沿えないことがあります。

日本公庫からのお知らせです!! 

日本公庫（国民生活事業）は中小企業の皆さまのための政策金融機関です。 

✔ 幅ひろい業種の事業を営む方にご利用いただけます。 

✔ 新たに事業を始める方にもご利用いただけます。 

✔ 無担保・無保証人での融資を取り扱いしています。 

✔ 長期のご返済で、お利息は固定金利です。 

         
★★代代表表的的なな融融資資制制度度ののごご紹紹介介★★   

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほとんどの業種の方

の運転資金・設備資金

に 

売上が減少してい

るなど業況が悪化

している方に 
 

卸売業、小売業、飲

食サービス業、サー

ビス業を営む方の設

備投資に 

情報化投資に 

(コンピュータ、自動搬送

装置、CNC 工作機械、デ

ジタルレントゲン購入な

ど) 

企業活力強化貸付

【IT 資金】 

普通貸付 企業活力強化貸付 

【企業活力強化資金】 

〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目経済センター３F

☎０１１－２３１－９１３２ 

セーフティネット貸付

【経営環境変化資金】

大学、高校、専修学校、各種学校の入学・在学に必要な資金をご融資します。 

～国の教育ローンがお手伝い～ 

日本政策金融公庫からのお知らせ
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商工会議所からのお知らせ

マル経融資は小規模事業者の方々の経営をバックアップするた
めに、無担保・無保証で商工会議所の推薦に基づき融資される
日本金融の融資制度です。

＜制度概要＞

ご利用いただける方

商工会議所の経営指導員が実施する経営指導を原則６ヶ月以上
受けられた、以下の条件を全て満たす方が対象となります。
・常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業の場合５
人以下）の法人、または個人事業主
・所得税、法人税、事業税、道市民税を全て完納している方
・原則として最近１年以上同一地区内で事業を行っている方
・商工業者であり、かつ日本政策金融公庫国民生活事業の融資
対象業種を営んでいる方

ご 融 資 限 度 額 1,500万円

ご 返 済 期 間
運転資金　７年以内（うち据置期間１年以内）
設備資金　10年以内（うち据置期間２年以内）

利　　　　　　　率 年1.75％（平成25年８月16日現在）

担 保・ 保 証 人 無担保・無保証

＜融資実行までのしくみ＞
（商工会議所）　　　　　（商工会議所）　　　　　　（日本公庫）

マル経融資（経営改善貸付）のご案内

＜お問合せ＞
札幌商工会議所　中小企業相談所　豊平支所

札幌市豊平区平岸２条５丁目２－14　第５平岸グランドビル５階

TEL　０１１－８２３－７１６６

ご相談･お申込 実地調査 推　　薦 融資実行
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　法人会女性部会では小学4年生から6年生を対象に「税に関する絵はがきコン
クール」の募集を本年も行いました。
　その結果本年は361通の作品が寄せられました。
　札幌５法人会連絡協議会主催で優秀作品の作品展が下記のとおり開催されます。
　地域の子供たちのすばらしい作品を　ぜひご覧いただきますようお知らせいたします。
　当会からは北海道法人会連合会入賞作品他、全部で42作品が展示されます。

　絵はがきの優秀作品は本紙（ふりこ129号）P16でご紹介しておりますが、11月には全入賞
作品が札幌南法人会ホームページにも掲載されますのでご覧ください。

http://www.satsu-minami.jp

　札幌南法人会では12月に皆様の企業や家庭で余っているカレンダーをとりまとめ、老人福祉
施設やユネスコのリサイクルカレンダー市に寄贈しています。
　年々カレンダーを作成する企業も減少傾向にあり、毎年福祉施設の皆さんに喜んで頂いており
ますので、ぜひ今年もたくさんの方のご協力をお願いいたします。

けん た からのお知らせ
見に
　来てね！

税に関する絵はがきコンクール 作品展

日時　　11月10日（日）　10時～17時
　　　　（11時～11時30分までは表彰式会場となります）
会場　　札幌駅地下歩行空間　北大通交差点広場（東側）

開催
案内

期間　　平成25年12月5日～12月25日まで
対象　　平成26年版カレンダー、手帳、書き損じハガキ
方法　　札幌南法人会　事務局へ送付または持参願います。
　　　　札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター９階
　　　　TEL　011-251-7863

募集
要領

リサイクルカレンダー事業

平成26年版カレンダーをお寄せください

老人福祉施設へ
　昨年は、「万葉閣う
ららか」「長生園」へ
各60本寄贈しました。
　お年寄りの皆さんか
ら「それぞれの部屋に
かざれて嬉しい」と感
謝されています。

リサイクルカレンダー市へ
　年明けににユネスコ主催で行わ
れる札幌市リサイクルカレンダー
市へ寄贈。
　その収益は地球の砂漠化防止
「みどり1本」運動や北海道社会
福祉協会ボランティア支援等に使
われています。

書き損じハガキ
　ユネスコ協会のカンボジア
寺子屋運動に協力しています。
　ハガキ１枚（45円）でカ
ンボジアでは消しゴム２個、
ネパールでは鉛筆７本、ラオ
スではチョーク36本が買え
ます。

ぜひ、
ご協力ください
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斡旋図書のご案内
№ タ　　イ　　ト　　ル 発　行　元 価　　　格

１ 経営幹部必見！　中小企業のための経営分析入門
（自社の健康状態をチェックしよう！）

税務研究会
2013年８月

無　　料
Ｂ５版（32頁）

２ 消費税率引き上げの経過措置と転嫁対策　Ｑ＆Ａ
（ここがポイント！）

清　文　社
2013年７月

無　　料
Ｂ５版（16頁）

３ 知っておきたい　社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度のポイント）

清　文　社
2012年６月

無　　料
Ａ５版（55頁）

＊上記の図書をご希望の方に差し上げます。但し送料のご負担はお願いします。
＊数量に限りがございますので、先着順とさせて頂きます。

＊＊＊　お問合せ・申込先　＊＊＊

公益社団法人　札幌南法人会　事務局
札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター９階　TEL 011（251）7863　FAX 011（241）3218

差し上げます！

当会では札幌南法人会の「広報誌ふりこ」に掲載する広告を募集します。

「ふりこ」は年間３回（７月・９月・１月）、会員企業をはじめ約3,000社へお届けしています。

会社や賞品のＰＲ等目的に応じて、ぜひご利用くださいますようお願いいたします。

詳細は下記のとおりです。

広 告 サ イ ズ……縦６㎝　横17㎝
広 告 料……3,000円（税込）
申し込み期限……発行月の１ヶ月前　（７月号：５月末日、　９月号：７月末日、　新年号：11月末日）
申 込 方 法……電話かFAXでご連絡いただき、期日までに原稿をメールまたは郵送でお届けください。
申 込 み 先……札幌南法人会　事務局

Tel 011-251-7863　Fax 011-241-3218　メールアドレス　info@satsu-minami.jp

［注意事項］　◎１回の会報で４社までの掲載とさせていただきます。
　応募多数の場合は申込順とさせていただきます。

　◎掲載内容について、以下のような場合はお断りします。
　　・誹謗中傷　・公序良俗に反するもの　・法律上禁止されているもの
　　・その他、適当でないと判断されるもの

お店や会社の広告を広報誌に出しませんか？
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札幌南法人会
 税に関する　絵はがきコンクール　優秀作品平成25年度  税に関する　絵はがきコンクール　優秀作品

西岡北小6年　丹羽　妃来さん

西岡小6年　宮本　來夢さん 西岡北小6年　久末　梨鶴さん

旭小6年　齋藤　博華さん 西岡北小6年　森　信太朗さん

平岸小6年　工藤　　遥さん 西岡小6年　渡辺　　雅さん西岡北小6年　佐藤　日奈さん

西岡小6年　三田　央龍さん 千歳東小6年　森本　知春さん 石山小6年　石川　奈々さん

常盤小4年　木村　紋女さん

最優秀賞最優秀賞

優 秀 賞優 秀 賞

たくさんのご応募

ありがとうございました！
たくさんのご応募

ありがとうございました！




