
【応募総数】
中学生 5481編  高校生 787編

広告募集
あなたの会社やお店を納税協会広報紙「三十石船」でＰＲしてみませんか。「三十石船」は年４回（５.８.11.２月）発行しております。
ご事業のＰＲに是非ご活用ください。お問い合せは協会事務局まで ＴＥＬ（843）6321
広告掲載料　１スペース（120mm×45mm）税込　  9,900 円　２スペース（120mm×90mm）税込　19,800 円

　中学生の「税についての作文」は、納税貯蓄組合と
税務署、高校生の「税に関する作文」は国税庁が、そ
れぞれ、中学生・高校生の皆さんに、税を正しく理解し
ていただくことを目的に、学校での授業や租税教室で
学ばれたことを参考に、また、テレビや新聞などの税の
ニュースなどを題材に、夏休みの課題として取り組んで
いただいているものであります。今年度も枚方市・寝屋
川市・交野市の中学校・高等学校から多数の応募をい
ただき、このほど選考審査が終了し、優秀作文が選考
され、それぞれの賞が決定いたしました。
　優秀作文は、12月10日、枚方税務署会議室におい
て、それぞれの賞に表彰状と副賞が贈呈されます。
　また、税の作文の応募に継続して取り組んでいただ
いた中学校には、全国納税貯蓄組合連合会 会長、枚
方納税貯蓄組合連合会 会長から学校賞として、感謝
状と副賞がそれぞれ表彰式において贈呈されます。
　各賞を受賞される皆さんは、右記のとおりです。

毎年の恒例行事「秋
の観劇会」は初の試
みで『宝塚歌劇』を
企画しました。美し
いステージ、歌やダ
ンスなど豪華絢爛な
世界に、常連の方は
勿論、初めての方も
感激され堪能したよ
うです。

毎年恒例！秋の観劇会 秋の日帰り研修ツアー

宝塚歌劇観劇会宝塚歌劇観劇会宝塚歌劇観劇会

秋の日帰り研修会の目玉でもある昼食。今年
はポートピアホテルの「日本料理 神戸たむら」
のテーブルマナー講習会付きで、美味しい料
理に舌鼓を打ち、丹波立杭では、初心者向け
陶芸教室体験を楽しみました。2 ヶ月後の焼
き上がりが楽しみです。
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令和元年度
中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
寝３
枚２
寝１
寝５

会　社　名
（同） ア バ イ ン
㈱Ｎ’sエンタープライズ
㈲ 大 和 土 木 工 業
㈲ ミ チ ヒ サ

新入会員のご紹介（法人）
（令和元年７月～９月）

所　在　地
寝屋川市黒原旭町
枚方市山之上
寝屋川市点野
寝屋川市大成町

地区
本　部
本　部
税理士
本　部
本　部
本　部

氏　　　名
阿 部 貴 則
江　本　八重子
木 上 宗 則
窪 薮 成 記
佐 藤 大 輝
米 田 健 治

所　在　地
枚方市山之上
寝屋川市木田元宮
枚方市小倉町
枚方市岡南町
寝屋川市池田中町
寝屋川市池田

新入会員のご紹介（個人）
（令和元年７月～９月）

税 の こ よ み
11月 ･所得税及び復興特別所得税の予定納

税額（2期分）の納付     （12月2日まで）
･9月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付　　　  （12月2日まで）

･3月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　　  （12月2日まで）

･消費税（個人）の中間申告と納付
（12月2日まで）

･個人事業税（第2期分）の納付
（12月2日まで）

12月 ･給与所得者の年末調整
（本年最後の給与の支払をする時）

･消費税簡易課税制度選択届出書等
　（個人）　　　　　　  （12月31日まで）

１月 ･10月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付            （1月6日まで）

･4月末決算法人の法人税及び消費税の
  中間申告と納付　　　   （1月6日まで）
･納期特例（7月～12月）源泉所得税の納付

 （1月20日まで）
･11月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付          （1月31日まで）

･5月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　　  （1月31日まで）

･法定調書等の提出       （1月31日まで）

＜中学生＞
国税庁長官賞
　枚方楠葉中 髙田　悠名
全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
　枚方楠葉西中 松下　あゆ
近畿納税貯蓄組合連合会会長賞
　枚方第一中 小玉　彩乃
納税貯蓄組合大阪府総連合会
会長賞
　枚方招提北中 末松花穂里
　枚方東香里中 齋藤　菜名
　枚方第四中 杉本　真凜
　寝屋川第二中 伊藤　綾音
納税貯蓄組合大阪府総連合会
優秀賞
　枚方支援学校 花田　絵里
　寝屋川第九中 森田　　遼
　寝屋川第十中 大熊　彩夏
　関西創価中 小笹　　光
　同志社香里中 中谷　文香
枚方税務署長賞
　枚方蹉跎中 園田　悠弥
　寝屋川第五中 大水　咲良
枚方市長賞
　枚方第二中 江本　真凜
寝屋川市長賞
　寝屋川第六中 平戸　陽菜
交野市長賞
　交野第四中 中川　弥咲
大阪府北河内府税事務所長賞
　枚方第四中 舟橋美咲希
北大阪商工会議所会頭賞
　枚方中宮中 竹縄　咲愛
枚方税務署管内租税教育推進
協議会会長賞
　枚方第一中 内丸　春香
　寝屋川第二中 弦本　亮汰
　寝屋川第二中 工藤　雪乃
近畿税理士会枚方支部長賞
　交野第二中 岩田　姫愛
　交野第三中 藤井　優花
　香里ヌヴェール学院中 小松　有羅

公益社団法人枚方納税協会会長賞
　枚方楠葉西中 谷口　空良
　枚方長尾西中 三宅　晴日
　寝屋川第一中 梶原　凜香
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　枚方杉中 久　なつ美
　寝屋川第四中 下村　　葵
枚方納税貯蓄組合連合会奨励賞
　枚方津田中 藤井玲以亜
　枚方長尾中 仲西　紗希
　東海大仰星中 向井　冬馬
（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　交野市立第三中学校
　交野市立第四中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立中宮中学校
　寝屋川市立友呂岐中学校

＜高校生＞
大阪府租税教育推進連絡協議会賞
　　関西創価高 太田美由紀
枚方税務署長賞
　　関西創価高 中野　秀徳
　　府立牧野高 藤澤こころ
北大阪商工会議所会頭賞
　　常翔啓光学園高 西口　莉央
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　　香里ヌヴェール学院高 豊村　亮成
近畿税理士会枚方支部長賞
　　常翔啓光学園高 野見山心優
公益社団法人枚方納税協会会長賞
　　常翔啓光学園高 國友　香那
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　　常翔啓光学園高 森　いこい

納税協会指針
納税協会は

健全な納税者の団体として
税知識の普及に努め
適正な申告納税の推進と
納税道義の高揚を図り

企業および地域社会の発展に
貢献します

中学生・高校生の皆さん多数の
応募ありがとうございました

税についての作文税についての作文税についての作文

12月10日「作文表彰式」が執り行われます

国税庁長官賞国税庁長官賞国税庁長官賞
入選決定!!入選決定!!入選決定!!

新企画

令和元年9月20日（金）

令和元年10月10日（木）令和元年10月10日（木）

枚方市立楠葉中学校
３年  髙田 悠名さん

⑿　令和元年１１月２５日 三　　十　　石　　船 第　１９５　号 令和元年１１月２５日　⑴三　　十　　石　　船第　１９５　号



納税表彰式納税表彰式 （敬称略・五十音順）
令和元年度中学生の

「税についての作文」

国税庁長官賞入選国税庁長官賞入選

「税への感謝」枚方市立樟葉中学校
   ３年  髙田 悠名（たかだ はな）

納税表彰式
　枚方税務署・公益社団法人枚方納税協会・枚方
納税貯蓄組合連合会の三者共催による令和元年度
納税表彰式が、去る11月18日（月）、ひらかた仙亭に
おいて、大阪府北河内府税事務所長並びに枚方・寝
屋川・交野各市長をはじめ多数のご来賓をお迎えし
挙行されました。
　納税表彰式では、夏休みの課題として取り組んで
くれた寝屋川市立第二中学校の伊藤綾音さんの税
についての作文「なくてはならない存在」が朗読さ
れ、参列者の皆さんから喝采の拍手が贈られました。

○枚方税務署長納税表彰
（功績の概要）
　税務署長表彰を受彰される各位は、多年にわたり、
各種の団体の要職にあって、組織の拡大・育成に努め
られるとともに、申告納税制度の普及・発展と納税道
義の高揚に極めて顕著な功績を挙げられました。

　鎌　田　徳一郎　枚方納税協会　副会長

　林　　　　　武　枚方納税協会　常任理事

　森　川　正　敏　枚方納税協会　常任理事

○枚方税務署長感謝状（租税教育推進校等表彰）
（功績の概要）
　税務署長感謝状を受けられる団体は、多年にわた
り、租税教育の推進に努め、正しい税知識の普及・拡
大に顕著な功績を挙げられ、納税道義の高揚に寄与
されました。

　枚方市立　香陽小学校

○枚方納税協会会長感謝状
（功績の概要）
　納税協会会長感謝状を受けられる各位は、枚方
納税協会の事業活動に常に率先して取り組まれ、
その活動を通じて、納税道義の高揚に多大な貢献
をされました。

　【法人の部】
　安積建設株式会社
　　安　積　輝　義　枚方納税協会　常任理事
　株式会社前田組
　　⻆　田　茂　記　枚方納税協会　常任理事
　三幸化工株式会社
　　宮　武　正　和　枚方納税協会　理事
　向井鉄工株式会社
　　向　井　秀　行　枚方納税協会　代議員

　【個人の部】
　時　光　敏　夫　枚方納税協会　理事

　仲　　　光　男　枚方納税協会　理事

　依　岡　和　俊　枚方納税協会　代議員

○枚方納税貯蓄組合連合会会長感謝状
（功績の概要）
　納税貯蓄組合連合会会長感謝状を受けられる方
は、枚方納税貯蓄組合連合会の組織の拡充・強化に
尽力されるとともに、その活動を通じて、納税道義の
高揚と組織の発展に多大な貢献をされました。

　西　田　董　正　寝屋川第八地区納貯組合　組合長
　　　　　　　　　　  枚方納税協会　理事

　「高校の為に節約やね。」
　高校受験を半年後に控えた私に、最近母がよく言う言
葉です。その言葉で、私は以前語学留学に行ったフィリピ
ンでの出来事を思い出しました。それは、私が外出に利用
した自転車タクシーの運転手が当時の私と同じ年齢の子
供だった事です。
　私は同い年の子供が学校に行かず働いている事にと
ても驚き、帰国してからフィリピンの教育制度について調
べてみました。フィリピンには日本と同じ義務教育制度が
あり授業料は無料なものの、教科書や学校の設備費用、
特別授業料などは自己負担の為、裕福でない家に生まれ
た子供はその負担により学校に行き教育を受ける事が出
来ず、安定した十分な収入を得る職に就く事が出来ない
ので税金が納められません。そしてその子供も…そのまた
孫も…と悪循環が続き、学校に行く事が出来ない子供が
多くいる事が分かりました。
　学ぶ事は新しい力を身に付け、その力を使って新しい
世界を広げる事に繋がります。教育を受ける事の出来な
い彼らは未来への可能性を奪われてしまっているのです。
　それに比べて日本はどうでしょう。授業料、教科書、机、
椅子…全て税金で賄われています。六歳になれば小学
校に、十三歳になれば中学校に、当たり前のように入学
できます。つまり、私たちの未来への可能性は保証されて
いるのです。それなのに最近は、学校に行く事、教育を受

けることを嫌がる人が大勢います。「勉強なんて面倒くさ
い。」「なぜ学校に行くのかが分からない。」そう言える事
自体が贅沢だという事に気づいていません。
　今、私は何不自由なく毎日学校に行き、授業を受けてい
ます。しかし、これは当たり前の事ではないのだと改めて実
感しました。様々な人が納めてくれている税金での支えが
あるからこそ、恵まれた環境があるのです。
　これだけの環境を与えられてきた私に出来る事。当然
収入もない今の私が納税しているのは消費税しかありま
せん。でも、こうして税について深く考えるきっかけを得た
事は、私にとって大きな出来事となりました。今まで私には
面倒なものでしかなかった「税」は人と人との支えあい、繋
がりあいだったのです。税金を払う事はすなわち、誰かの
為に役に立てた証拠でもあります。その事をもっと多くの人
が理解し、全員が納得して税を納めるようになればきっと
社会は今よりも素晴らしいものになると思います。そんな日
が来る事を願います。この作文も、誰かが考えを改める
きっかけになればいいなと思います。
　私は春から高校生になり、義務教育制度は終わります。
「税」があったからこそ得られた数えきれないほどの知識
や発見を無駄にしないよう、また、日本の未来を担っていけ
るような大人になれるよう、日々勉強に励もうと思います。そ
して、税の大切さをきちんと理解し、しっかりと税金を納め
ます。

西　美智子
枚方納税貯蓄組合連合会  理事
枚方美容師会納税貯蓄組合  組合長
公益社団法人 枚方納税協会  理事

（功績の概要）
　近畿納税貯蓄組合総連合会会長感謝状
を受けられる方は、多年にわたり納税貯蓄組
合の組織の拡充･強化に努められるとともに、
税知識の普及と納税道義の高揚に多大な貢
献をされました。

近畿納税貯蓄組合
総連合会会長
感謝状受贈者

近畿納税貯蓄組合
総連合会会長
感謝状受贈者

近畿納税貯蓄組合
総連合会会長
感謝状受贈者

大林　洋一郎
全国納税貯蓄組合連合会  理事
近畿納税貯蓄組合総連合会  常任理事
納税貯蓄組合大阪府総連合会  副会長
枚方納税貯蓄組合連合会  会長
公益社団法人枚方納税協会  副会長

大阪国税局長納税
表彰受彰者

大阪国税局長納税
表彰受彰者

大阪国税局長納税
表彰受彰者

財務大臣納税表彰
受彰者

財務大臣納税表彰
受彰者

財務大臣納税表彰
受彰者

（功績の概要）
　財務大臣表彰を受彰された方は、多年にわ
たり、各種の団体の要職にあって、常に率先して
組織の拡大・育成に努められるとともに、申告納
税制度の普及・発展及び納税道義の高揚並び
に国税電子申告・納税システム（e-Tax）の一層
の普及と定着に極めて顕著な功績を挙げられ
ました。

藤尾　憲一
公益社団法人枚方納税協会
常任理事

（功績の概要）
　大阪国税局長表彰を受彰された方は、多
年にわたり、各種の団体の要職にあって、常に
率先して組織の拡大・育成に努められるととも
に、申告納税制度の普及・発展及び納税道義
の高揚並びに国税電子申告・納税システム

（e-Tax）の一層の普及と定着に極めて顕著
な功績を挙げられました。

表彰式で作文朗読する
寝屋川市立第二中学校
伊藤　綾音さん

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑵　令和元年１１月２５日 令和元年１１月２５日　⑶第　１９５　号 第　１９５　号



納税表彰式納税表彰式 （敬称略・五十音順）
令和元年度中学生の

「税についての作文」

国税庁長官賞入選

「税への感謝」枚方市立樟葉中学校
   ３年  髙田 悠名（たかだ はな）

納税表彰式
　枚方税務署・公益社団法人枚方納税協会・枚方
納税貯蓄組合連合会の三者共催による令和元年度
納税表彰式が、去る11月18日（月）、ひらかた仙亭に
おいて、大阪府北河内府税事務所長並びに枚方・寝
屋川・交野各市長をはじめ多数のご来賓をお迎えし
挙行されました。
　納税表彰式では、夏休みの課題として取り組んで
くれた寝屋川市立第二中学校の伊藤綾音さんの税
についての作文「なくてはならない存在」が朗読さ
れ、参列者の皆さんから喝采の拍手が贈られました。

○枚方税務署長納税表彰
（功績の概要）
　税務署長表彰を受彰される各位は、多年にわたり、
各種の団体の要職にあって、組織の拡大・育成に努め
られるとともに、申告納税制度の普及・発展と納税道
義の高揚に極めて顕著な功績を挙げられました。

　鎌　田　徳一郎　枚方納税協会　副会長

　林　　　　　武　枚方納税協会　常任理事

　森　川　正　敏　枚方納税協会　常任理事

○枚方税務署長感謝状（租税教育推進校等表彰）
（功績の概要）
　税務署長感謝状を受けられる団体は、多年にわた
り、租税教育の推進に努め、正しい税知識の普及・拡
大に顕著な功績を挙げられ、納税道義の高揚に寄与
されました。

　枚方市立　香陽小学校

○枚方納税協会会長感謝状
（功績の概要）
　納税協会会長感謝状を受けられる各位は、枚方
納税協会の事業活動に常に率先して取り組まれ、
その活動を通じて、納税道義の高揚に多大な貢献
をされました。

　【法人の部】
　安積建設株式会社
　　安　積　輝　義　枚方納税協会　常任理事
　株式会社前田組
　　⻆　田　茂　記　枚方納税協会　常任理事
　三幸化工株式会社
　　宮　武　正　和　枚方納税協会　理事
　向井鉄工株式会社
　　向　井　秀　行　枚方納税協会　代議員

　【個人の部】
　時　光　敏　夫　枚方納税協会　理事

　仲　　　光　男　枚方納税協会　理事

　依　岡　和　俊　枚方納税協会　代議員

○枚方納税貯蓄組合連合会会長感謝状
（功績の概要）
　納税貯蓄組合連合会会長感謝状を受けられる方
は、枚方納税貯蓄組合連合会の組織の拡充・強化に
尽力されるとともに、その活動を通じて、納税道義の
高揚と組織の発展に多大な貢献をされました。

　西　田　董　正　寝屋川第八地区納貯組合　組合長
　　　　　　　　　　  枚方納税協会　理事

　「高校の為に節約やね。」
　高校受験を半年後に控えた私に、最近母がよく言う言
葉です。その言葉で、私は以前語学留学に行ったフィリピ
ンでの出来事を思い出しました。それは、私が外出に利用
した自転車タクシーの運転手が当時の私と同じ年齢の子
供だった事です。
　私は同い年の子供が学校に行かず働いている事にと
ても驚き、帰国してからフィリピンの教育制度について調
べてみました。フィリピンには日本と同じ義務教育制度が
あり授業料は無料なものの、教科書や学校の設備費用、
特別授業料などは自己負担の為、裕福でない家に生まれ
た子供はその負担により学校に行き教育を受ける事が出
来ず、安定した十分な収入を得る職に就く事が出来ない
ので税金が納められません。そしてその子供も…そのまた
孫も…と悪循環が続き、学校に行く事が出来ない子供が
多くいる事が分かりました。
　学ぶ事は新しい力を身に付け、その力を使って新しい
世界を広げる事に繋がります。教育を受ける事の出来な
い彼らは未来への可能性を奪われてしまっているのです。
　それに比べて日本はどうでしょう。授業料、教科書、机、
椅子…全て税金で賄われています。六歳になれば小学
校に、十三歳になれば中学校に、当たり前のように入学
できます。つまり、私たちの未来への可能性は保証されて
いるのです。それなのに最近は、学校に行く事、教育を受

けることを嫌がる人が大勢います。「勉強なんて面倒くさ
い。」「なぜ学校に行くのかが分からない。」そう言える事
自体が贅沢だという事に気づいていません。
　今、私は何不自由なく毎日学校に行き、授業を受けてい
ます。しかし、これは当たり前の事ではないのだと改めて実
感しました。様々な人が納めてくれている税金での支えが
あるからこそ、恵まれた環境があるのです。
　これだけの環境を与えられてきた私に出来る事。当然
収入もない今の私が納税しているのは消費税しかありま
せん。でも、こうして税について深く考えるきっかけを得た
事は、私にとって大きな出来事となりました。今まで私には
面倒なものでしかなかった「税」は人と人との支えあい、繋
がりあいだったのです。税金を払う事はすなわち、誰かの
為に役に立てた証拠でもあります。その事をもっと多くの人
が理解し、全員が納得して税を納めるようになればきっと
社会は今よりも素晴らしいものになると思います。そんな日
が来る事を願います。この作文も、誰かが考えを改める
きっかけになればいいなと思います。
　私は春から高校生になり、義務教育制度は終わります。
「税」があったからこそ得られた数えきれないほどの知識
や発見を無駄にしないよう、また、日本の未来を担っていけ
るような大人になれるよう、日々勉強に励もうと思います。そ
して、税の大切さをきちんと理解し、しっかりと税金を納め
ます。

西　美智子
枚方納税貯蓄組合連合会  理事
枚方美容師会納税貯蓄組合  組合長
公益社団法人 枚方納税協会  理事

（功績の概要）
　近畿納税貯蓄組合総連合会会長感謝状
を受けられる方は、多年にわたり納税貯蓄組
合の組織の拡充･強化に努められるとともに、
税知識の普及と納税道義の高揚に多大な貢
献をされました。

近畿納税貯蓄組合
総連合会会長
感謝状受贈者

近畿納税貯蓄組合
総連合会会長
感謝状受贈者

近畿納税貯蓄組合
総連合会会長
感謝状受贈者

大林　洋一郎
全国納税貯蓄組合連合会  理事
近畿納税貯蓄組合総連合会  常任理事
納税貯蓄組合大阪府総連合会  副会長
枚方納税貯蓄組合連合会  会長
公益社団法人枚方納税協会  副会長

大阪国税局長納税
表彰受彰者

大阪国税局長納税
表彰受彰者

大阪国税局長納税
表彰受彰者

財務大臣納税表彰
受彰者

財務大臣納税表彰
受彰者

財務大臣納税表彰
受彰者

（功績の概要）
　財務大臣表彰を受彰された方は、多年にわ
たり、各種の団体の要職にあって、常に率先して
組織の拡大・育成に努められるとともに、申告納
税制度の普及・発展及び納税道義の高揚並び
に国税電子申告・納税システム（e-Tax）の一層
の普及と定着に極めて顕著な功績を挙げられ
ました。

藤尾　憲一
公益社団法人枚方納税協会
常任理事

（功績の概要）
　大阪国税局長表彰を受彰された方は、多
年にわたり、各種の団体の要職にあって、常に
率先して組織の拡大・育成に努められるととも
に、申告納税制度の普及・発展及び納税道義
の高揚並びに国税電子申告・納税システム

（e-Tax）の一層の普及と定着に極めて顕著
な功績を挙げられました。

表彰式で作文朗読する
寝屋川市立第二中学校
伊藤　綾音さん
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　「税を考える週間（11月11日～17
日）」中の11月10日、枚方宿「くらわ
んか五六市（毎月第２日曜日開催）」
に参加し、広報キャンペーンを行い
ました。
　例年より暖かく、日中でも過ごしや
すい気候の中、五六市に来場された親
子連れを中心に、税金クイズに挑戦し
ていただき、参加された方全員に景品
をプレゼントしました。今年は、朝か
ら人通りが多くブース前に人だかり
が出来る程、大盛況でした。
　お昼からは、内閣府マイナンバー
ＰＲキャラクター“マイナちゃん”が
プリントされた袋で、協会の「納税協
会のご案内」・「税の無料相談」チラ
シ、税務署の「パソコン、スマホから
確定申告」チラシ、税金アラカルト小
冊子、ティッシュ、マイナンバーまる
わかりガイド、マイナちゃんシール

を配布しました。可愛いマイナちゃんのエコバックが
良かったのか、多くの方々が手に取ってくださり、納税
協会のＰＲにも繋がりま
した。
　納税協会役員、青年部会
と納貯連役員のほか、税務
署の方々も参加していた
だき有意義な一日となり
ました。

　「税を考える週間」（11月11日～11月17日）を前に10
月29日（火）、ひらかた仙亭において枚方納税協会・枚
方納税貯蓄組合連合会共催による講演会を開催致
しました。
　講師の藤井氏は、京都大学卒業後同大学助手、
助教授、スウェーデン・イエテボリ大学客員研究員など
を経て、現在は京都大学大学院工学研究科にて教
鞭をとられています。また第二次安倍内閣　内閣官
房参与に就任や、メディアへの出演など幅広く活躍さ
れています。主な専門分野は、国土計画論や公共政
策論であり、社会工学者として「関西経済の活性化～
経済政策はどうあるべきか～」をテーマに、関西経済
の現状、関西だけでなく日本全土としての経済事情に
ついてのお話しと、落ち込んでいる景気が回復するに
は関西、そして日本はどうするべきかを講演していただ
きました。また、企業として納税への意識のお話もあり、
納税協会として充実した講演会でした。
　私たちの住む関西の経済状況を知る良い機会にな
り、関西が以前の様に、「活気溢れる関西」へと変わる
と良いなと感じました。

枚方宿くらわんか五六市
税を考える
週間

【講師】
藤井　聡 氏

（京都大学大学院 教授）
関西経済の活性化

～経済政策はどうあるべきか～

税を考える週間協賛講演会

広報キャンペーン

「税を考える週間」

　国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行
政に対する知識と理解を深めていただくため、１年を通じて租
税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日～17
日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策
を実施しています。
　今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマ
として、国民の皆さんに国民生活と税の関わりを理解してもら
うことにより、国民各層の納税意識の向上を図ることとしてい
ます。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

【国税庁ホームページ www.nta.go.jp】

○   「税を考える週間」とは……

［主な実施行事］
10 月24日（木） 職場体験学習～ 25日（金）
 枚方市立第四中学校
10 月29日（火） 職場体験学習～ 30日（水）
 枚方市立津田中学校
10 月31日（木） 職場体験学習～ 11 月１日（金）
 枚方市立東香里中学校
11 月７日（木） ＦＭひらかたに税務署職員出演
 「税を考える週間」をＰＲ
11 月10日（日） 枚方宿　くらわんか五六市キャンペーン
11 月11日（月） 枚方市・交野市小学生の税に関する
 習字展～ 15日（金）
 寝屋川市小学生の税に関する
 習字展～ 17日（日）
11 月18日（月） 納税表彰式

11月7日  FMひらかたに税務職員が出演 「税を考える週間」をＰＲ 習字展

納税表彰式　受彰者代表あいさつ 納税表彰式　広瀬寝屋川市長祝辞

（各種行事風景）

小学校での租税教室の様子

税務署の職場体験学習に来た中学生が、講師になるために研修を受け、各小学校で小学生に対し租税教室を行った。

10月24日～25日  山之上小学校 10月29日～30日  津田小学校 10月31日～11月１日  香陽小学校10月24日～25日  山之上小学校 10月29日～30日  津田小学校 10月31日～11月１日  香陽小学校
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　「税を考える週間（11月11日～17
日）」中の11月10日、枚方宿「くらわ
んか五六市（毎月第２日曜日開催）」
に参加し、広報キャンペーンを行い
ました。
　例年より暖かく、日中でも過ごしや
すい気候の中、五六市に来場された親
子連れを中心に、税金クイズに挑戦し
ていただき、参加された方全員に景品
をプレゼントしました。今年は、朝か
ら人通りが多くブース前に人だかり
が出来る程、大盛況でした。
　お昼からは、内閣府マイナンバー
ＰＲキャラクター“マイナちゃん”が
プリントされた袋で、協会の「納税協
会のご案内」・「税の無料相談」チラ
シ、税務署の「パソコン、スマホから
確定申告」チラシ、税金アラカルト小
冊子、ティッシュ、マイナンバーまる
わかりガイド、マイナちゃんシール

を配布しました。可愛いマイナちゃんのエコバックが
良かったのか、多くの方々が手に取ってくださり、納税
協会のＰＲにも繋がりま
した。
　納税協会役員、青年部会
と納貯連役員のほか、税務
署の方々も参加していた
だき有意義な一日となり
ました。

　「税を考える週間」（11月11日～11月17日）を前に10
月29日（火）、ひらかた仙亭において枚方納税協会・枚
方納税貯蓄組合連合会共催による講演会を開催致
しました。
　講師の藤井氏は、京都大学卒業後同大学助手、
助教授、スウェーデン・イエテボリ大学客員研究員など
を経て、現在は京都大学大学院工学研究科にて教
鞭をとられています。また第二次安倍内閣　内閣官
房参与に就任や、メディアへの出演など幅広く活躍さ
れています。主な専門分野は、国土計画論や公共政
策論であり、社会工学者として「関西経済の活性化～
経済政策はどうあるべきか～」をテーマに、関西経済
の現状、関西だけでなく日本全土としての経済事情に
ついてのお話しと、落ち込んでいる景気が回復するに
は関西、そして日本はどうするべきかを講演していただ
きました。また、企業として納税への意識のお話もあり、
納税協会として充実した講演会でした。
　私たちの住む関西の経済状況を知る良い機会にな
り、関西が以前の様に、「活気溢れる関西」へと変わる
と良いなと感じました。

枚方宿くらわんか五六市枚方宿くらわんか五六市枚方宿くらわんか五六市
税を考える
週間

【講師】
藤井　聡 氏

（京都大学大学院 教授）
関西経済の活性化

～経済政策はどうあるべきか～

税を考える週間協賛講演会

広報キャンペーン

「税を考える週間」

　国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行
政に対する知識と理解を深めていただくため、１年を通じて租
税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日～17
日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策
を実施しています。
　今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマ
として、国民の皆さんに国民生活と税の関わりを理解してもら
うことにより、国民各層の納税意識の向上を図ることとしてい
ます。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

【国税庁ホームページ www.nta.go.jp】

○   「税を考える週間」とは……

［主な実施行事］
10 月24日（木） 職場体験学習～ 25日（金）
 枚方市立第四中学校
10 月29日（火） 職場体験学習～ 30日（水）
 枚方市立津田中学校
10 月31日（木） 職場体験学習～ 11 月１日（金）
 枚方市立東香里中学校
11 月７日（木） ＦＭひらかたに税務署職員出演
 「税を考える週間」をＰＲ
11 月10日（日） 枚方宿　くらわんか五六市キャンペーン
11 月11日（月） 枚方市・交野市小学生の税に関する
 習字展～ 15日（金）
 寝屋川市小学生の税に関する
 習字展～ 17日（日）
11 月18日（月） 納税表彰式

11月7日  FMひらかたに税務職員が出演 「税を考える週間」をＰＲ 習字展

納税表彰式　受彰者代表あいさつ 納税表彰式　広瀬寝屋川市長祝辞

（各種行事風景）

小学校での租税教室の様子

税務署の職場体験学習に来た中学生が、講師になるために研修を受け、各小学校で小学生に対し租税教室を行った。

10月24日～25日  山之上小学校 10月29日～30日  津田小学校 10月31日～11月１日  香陽小学校10月24日～25日  山之上小学校 10月29日～30日  津田小学校 10月31日～11月１日  香陽小学校

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑷　令和元年１１月２５日 第　１９５　号 令和元年１１月２５日　⑸第　１９５　号



所　在　地 枚方市伊加賀東町６－８
　　　　　　 （鮮魚・塩干 藤益商店）
　　          　枚方市伊加賀東町５－３３（割烹 藤）
事 業 内 容 鮮魚店・割烹料理屋
創 業 年 月 割烹「藤」創業・設立年
 創業　１９７９年
 設立　１９９２年

☆ 個人的なことについて
　先代（義父）が10年前に亡くなり、現在は義母、私達夫婦、
次男家族と７人４世代で一緒に生活をしています。同居してい
た長男が仕事で東京へ行くことになり、私が次男家族（まずは
お嫁さん）に「一緒に住まないか」と言う話を持ちかけたことで、
同居を決断してくれました。同居していると良い事、悪い事は
色々ありますが、自分自身は良い事の方が多かったので、是非
同居したいと思ったのです。「一番この家で大事にしないとい
けないのはお嫁さん」と常に思っておりますし、家内ともそのこと
を話しています。　
　実は私自身も婿入りで、家内の家に入りお嫁さんと同じ立場
ですので、気持ちがよく理解できますし、なかなか実の娘のよう
にはいかないかも知れませんが、大切にしないといけないと心
から思っています。
　そして、同居により孫の世話もできますし、パワーも貰え元気
になります。
　私は家族が基本という考えでいます。家族が上手くいかない
と商売も上手くいかないと思っています。何のために働いている
かというと「家族のため」と答えます。
　実は私は、大学卒業後に警察官を目指していました。１次試
験、２次試験と合格し次は３次試験という時、家内との結婚話
の中で先代に、「この家は女の子２人なので嫁には出されへ
ん」と言われ、私は次男でしたので、「それなら警察官を目指す
のは止めて婿入りしよう、家業の鮮魚店を継ごう」と決心いたし
ました。最初は右も左も解らない分野で魚の内臓を見ただけで

“ワァー”という気持ちになりましたが、今となっては天職と思って
いますし、先代にはとても感謝しています。
　息子（次男）自身も大学までサッカーに打ち込み、将来はど
うしよう?就職先はどうしよう？と悩んでいた時、私が「料理屋は
どうや？」って言ったことで、料理人を目指すきっかけとなったよ
うです。

　そして、辻調理専門学校へ１年、京料理 美濃吉本店２年、
支店５年の修業を経て、昨年４月から割烹「藤」を継いでくれて
います。息子が料理人を志すと決断してくれた時は非常に嬉し
かったのですが、同時にこの仕事は務まるだろうか？と内心不
安でありました。しかし、こちらに帰って来てからの仕事ぶりを見
て感心し、ほっと安心しましたし、今では信頼しています。
☆ お店の特色について
　鮮魚店が経営する割烹料理屋です。毎朝仕入れに行き、新
鮮な魚介類を使用してお客様にお料理を提供させていただい
ています。毎日仕入れに行くと旬の新鮮な魚が手に入りますし、
私が仕入れた魚を見て板場でメニュー変更をしてくれますの
で、お客様には「旬の新鮮な食材を口にすることができる」と喜
ばれています。
☆ こだわり
　安心・安全をお客様に提供することが“こだわり”です。昔、先
代と２人で食材の仕入れに行っていた20代、30代の頃は、先
代に付いて行っているだけという感じでしたが、45歳ぐらいから
独りで仕入れを任されるようになり、魚を見る目に自信がついて
いったという状態です。先代も私も魚屋ですので、割烹料理屋
は人に任せていましたが、昨年の４月から息子が料理人として

「藤」を継いでくれることになり、嬉しく思っています。
☆ 夢
　今は、孫の成長も見られていますし、次は孫の結婚式を見る
のが“夢”です。維持していくだけで大変なこの店を、これからも
上手く切り盛りできて、従業員や家族が幸せでいることが一番
嬉しいです。後は息子に任せたいですし、体力のある限り協力
したいと思っています。
今、思うことは、昔よく先代と意見の相違でけんかをしましたが、
自分が先代と同じ立場になり、同じ考え方になってきているなと
思うと「あほやったな」と反省しています。
☆ 誇れるもの
　家族と新鮮な魚が提供できるお店が“誇れるもの”です。
☆ 「税」や「納税協会」について
　納税は日本人の義務であると思っています。
　私のお店の申告は税理士さんに頼んでいますが、納税協会
の行事には日程や時間が合えば、出来る限り参加したいという
気持ちでいます。

株式会社 藤益商店

＊インタビューの感想
　社長様は、インタビューの中で「家族が大事。その中ではお嫁
さんが一番」。と、お嫁さんの立場の方々が聞きますと、とても
嬉しいことをおっしゃっていました。家族を大切にされていること
がよく解りましたし、家族にとって、とてもやさしいお父さんなんだ
ろうなと感じました。「鮮魚店を継ごう」と決心された時から、色々
なことがあったことでしょう。人生は何処でどうなるか分かりませ
んが、今では「天職や」って言い切れる社長様は幸せでしょう
し、素晴らしいなと思いました。社長様家族の仲の良さが感じら
れたインタビューでした。

『安心・安全で新鮮な旬の食材を
　　　　　　　　　　　　提供します』

　藤下　秀次 氏代表取締役

プロフィール
　昭和３４年４月生まれO型。大学を
卒業後、魚屋修業、先代（義父）から
鮮魚店、割烹料理屋を継ぐ。趣味はお
酒を飲むこと、月３、４回の一人キャンプ

（学生時代から自然好き、自然を満喫し
ながらボーッと過ごすとリフレッシュでき
楽しい）。好きな言葉は感謝と恩。座右
の銘は「独立自尊」（他人に頼らず自
分の力だけで事を行い、自己の人格・
尊厳を保つこと）。尊敬する人物は家
内と私の両親。家族は義母、妻、次男
夫婦、孫２人の４世代７人家族。

　10月3日（木）枚方納税協会において、「青年部会事業報告
会及び研修会」を開催いたしました。
　事業報告会は、加山部会長の開会の挨拶に始まり、渡辺副
部会長により昨年度の青年部会活動状況と今後の事業計画
等が報告されました。
　研修会では、 枚方税務署 黒澤津副署長を講師にお迎え
し、「改正消費税法への対応について」を講話していただきまし
た。令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入
税額控除の方式として、適格請求書保存方式（インボイス制
度）が導入されるにあたっての登録申請のスケジュール説明
や、今年の10月1日から消費税率が10％にとなったことにより、
課税事業者は計画的な納税資金の準備が必要であり、ダイレ
クト納付を利用した予納について説明していただき、関心のあ
る内容だけに熱心に耳を傾けておられました。
　研修会後は、親睦のBBQでしたが、あいにく不安定な天候と
なり４階会議室での開催となりました。屋上で秋空の心地よい
風を受けながら楽しみたいところでしたが、参加された皆様は
毎年同様、異業種交流に会話が弾んだのではないでしょうか。

青年部会事業報告会及び研修会開催

部会の活動だより

法人部会地区研修会
　法人部会の地区研修会が、税を考える週間(11月11日～17
日)の前後を中心として、随時計画実施されています。
　今年は統一テーマとして、『外国人雇用に係る税務』と『消
費税10％引き上げ後の留意点等について』、『民法改正によ
る相続税の概要について』の研修をいたします。

　11月7日（木）、交野第1、第2地区では、交野ゆうゆうセンタ
ーにおいて、第1部、統一テーマの講師として 枚方税務署 村
岡副署長と 岩本法人１統括官に講師をしていただき、第2部、
交野独自の特別講演として、『人間力の向上が企業発展の
原動力』をテーマに、箕面・学問の道「時習堂」北山顕一館長
をお迎えし講話していただきました。
　第1部では働き方改革により今後増加するであろう外国人
労働者雇用についての税務と、10月1日より10％に引き上げら
れた消費税について引上げ後の留意点等について研修し、
特別講演ではビジネスは「人」が鍵であり、どんなビジネスも「人」
次第で良くも悪くもなるものであり、「人間力」の向上こそ繁栄・
発展の原動力ということでわかりやすく講話していただき、経
営者の皆様にとっては興味のある内容でした。
　その後の意見交換会では、税務署の皆様、北山氏にもご出
席いただき、地区内の企業同士、質問形式で情報交換をする
など、有意義な交流の場となりました。

交野第1・第2地区研修会開催

＊ 寝屋川地区合同
　 令和元年11月20日（水）17：00～
　 ホテルニューコマンダー
　 講師　村岡副署長
　　　　 本田法人2統括官
　　　　 藤原法人4統括官
＊ 枚方第４地区
　 令和元年11月28日（木）18：00～
　 きらら会議室
　 講師　村岡副署長
　　　　 田中法人5統括官

＊ 枚方第５地区
　 令和元年12月3日（火）17：30～
　 くずはゴルフリンクス
　 講師　村岡副署長
　　　　 田中法人5統括官
＊ 枚方第６地区
　 令和２年1月17日（金）17：00～
　 エムケイ産業㈱会議室
　 講師　村岡副署長
　　　　 岩本法人1統括官
＊ 枚方第１・第２・第３地区
　 未定
　 講師　村岡副署長
　　　　 岩本法人1統括官

今後の研修会の日程今後の研修会の日程

渡辺副部会長

講話風景

黒澤津副署長

加山部会長

村岡副署長 北山顕一氏岩本法人1統括官

渡辺副部会長

加山部会長
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所　在　地 枚方市伊加賀東町６－８
　　　　　　 （鮮魚・塩干 藤益商店）
　　          　枚方市伊加賀東町５－３３（割烹 藤）
事 業 内 容 鮮魚店・割烹料理屋
創 業 年 月 割烹「藤」創業・設立年
 創業　１９７９年
 設立　１９９２年

☆ 個人的なことについて
　先代（義父）が10年前に亡くなり、現在は義母、私達夫婦、
次男家族と７人４世代で一緒に生活をしています。同居してい
た長男が仕事で東京へ行くことになり、私が次男家族（まずは
お嫁さん）に「一緒に住まないか」と言う話を持ちかけたことで、
同居を決断してくれました。同居していると良い事、悪い事は
色々ありますが、自分自身は良い事の方が多かったので、是非
同居したいと思ったのです。「一番この家で大事にしないとい
けないのはお嫁さん」と常に思っておりますし、家内ともそのこと
を話しています。　
　実は私自身も婿入りで、家内の家に入りお嫁さんと同じ立場
ですので、気持ちがよく理解できますし、なかなか実の娘のよう
にはいかないかも知れませんが、大切にしないといけないと心
から思っています。
　そして、同居により孫の世話もできますし、パワーも貰え元気
になります。
　私は家族が基本という考えでいます。家族が上手くいかない
と商売も上手くいかないと思っています。何のために働いている
かというと「家族のため」と答えます。
　実は私は、大学卒業後に警察官を目指していました。１次試
験、２次試験と合格し次は３次試験という時、家内との結婚話
の中で先代に、「この家は女の子２人なので嫁には出されへ
ん」と言われ、私は次男でしたので、「それなら警察官を目指す
のは止めて婿入りしよう、家業の鮮魚店を継ごう」と決心いたし
ました。最初は右も左も解らない分野で魚の内臓を見ただけで

“ワァー”という気持ちになりましたが、今となっては天職と思って
いますし、先代にはとても感謝しています。
　息子（次男）自身も大学までサッカーに打ち込み、将来はど
うしよう?就職先はどうしよう？と悩んでいた時、私が「料理屋は
どうや？」って言ったことで、料理人を目指すきっかけとなったよ
うです。

　そして、辻調理専門学校へ１年、京料理 美濃吉本店２年、
支店５年の修業を経て、昨年４月から割烹「藤」を継いでくれて
います。息子が料理人を志すと決断してくれた時は非常に嬉し
かったのですが、同時にこの仕事は務まるだろうか？と内心不
安でありました。しかし、こちらに帰って来てからの仕事ぶりを見
て感心し、ほっと安心しましたし、今では信頼しています。
☆ お店の特色について
　鮮魚店が経営する割烹料理屋です。毎朝仕入れに行き、新
鮮な魚介類を使用してお客様にお料理を提供させていただい
ています。毎日仕入れに行くと旬の新鮮な魚が手に入りますし、
私が仕入れた魚を見て板場でメニュー変更をしてくれますの
で、お客様には「旬の新鮮な食材を口にすることができる」と喜
ばれています。
☆ こだわり
　安心・安全をお客様に提供することが“こだわり”です。昔、先
代と２人で食材の仕入れに行っていた20代、30代の頃は、先
代に付いて行っているだけという感じでしたが、45歳ぐらいから
独りで仕入れを任されるようになり、魚を見る目に自信がついて
いったという状態です。先代も私も魚屋ですので、割烹料理屋
は人に任せていましたが、昨年の４月から息子が料理人として

「藤」を継いでくれることになり、嬉しく思っています。
☆ 夢
　今は、孫の成長も見られていますし、次は孫の結婚式を見る
のが“夢”です。維持していくだけで大変なこの店を、これからも
上手く切り盛りできて、従業員や家族が幸せでいることが一番
嬉しいです。後は息子に任せたいですし、体力のある限り協力
したいと思っています。
今、思うことは、昔よく先代と意見の相違でけんかをしましたが、
自分が先代と同じ立場になり、同じ考え方になってきているなと
思うと「あほやったな」と反省しています。
☆ 誇れるもの
　家族と新鮮な魚が提供できるお店が“誇れるもの”です。
☆ 「税」や「納税協会」について
　納税は日本人の義務であると思っています。
　私のお店の申告は税理士さんに頼んでいますが、納税協会
の行事には日程や時間が合えば、出来る限り参加したいという
気持ちでいます。

株式会社 藤益商店

＊インタビューの感想
　社長様は、インタビューの中で「家族が大事。その中ではお嫁
さんが一番」。と、お嫁さんの立場の方々が聞きますと、とても
嬉しいことをおっしゃっていました。家族を大切にされていること
がよく解りましたし、家族にとって、とてもやさしいお父さんなんだ
ろうなと感じました。「鮮魚店を継ごう」と決心された時から、色々
なことがあったことでしょう。人生は何処でどうなるか分かりませ
んが、今では「天職や」って言い切れる社長様は幸せでしょう
し、素晴らしいなと思いました。社長様家族の仲の良さが感じら
れたインタビューでした。

『安心・安全で新鮮な旬の食材を
　　　　　　　　　　　　提供します』

　藤下　秀次 氏代表取締役

プロフィール
　昭和３４年４月生まれO型。大学を
卒業後、魚屋修業、先代（義父）から
鮮魚店、割烹料理屋を継ぐ。趣味はお
酒を飲むこと、月３、４回の一人キャンプ

（学生時代から自然好き、自然を満喫し
ながらボーッと過ごすとリフレッシュでき
楽しい）。好きな言葉は感謝と恩。座右
の銘は「独立自尊」（他人に頼らず自
分の力だけで事を行い、自己の人格・
尊厳を保つこと）。尊敬する人物は家
内と私の両親。家族は義母、妻、次男
夫婦、孫２人の４世代７人家族。

　10月3日（木）枚方納税協会において、「青年部会事業報告
会及び研修会」を開催いたしました。
　事業報告会は、加山部会長の開会の挨拶に始まり、渡辺副
部会長により昨年度の青年部会活動状況と今後の事業計画
等が報告されました。
　研修会では、 枚方税務署 黒澤津副署長を講師にお迎え
し、「改正消費税法への対応について」を講話していただきまし
た。令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入
税額控除の方式として、適格請求書保存方式（インボイス制
度）が導入されるにあたっての登録申請のスケジュール説明
や、今年の10月1日から消費税率が10％にとなったことにより、
課税事業者は計画的な納税資金の準備が必要であり、ダイレ
クト納付を利用した予納について説明していただき、関心のあ
る内容だけに熱心に耳を傾けておられました。
　研修会後は、親睦のBBQでしたが、あいにく不安定な天候と
なり４階会議室での開催となりました。屋上で秋空の心地よい
風を受けながら楽しみたいところでしたが、参加された皆様は
毎年同様、異業種交流に会話が弾んだのではないでしょうか。

青年部会事業報告会及び研修会開催

部会の活動だより

法人部会地区研修会
　法人部会の地区研修会が、税を考える週間(11月11日～17
日)の前後を中心として、随時計画実施されています。
　今年は統一テーマとして、『外国人雇用に係る税務』と『消
費税10％引き上げ後の留意点等について』・『民法改正による
相続税の概要について』の研修をいたします。

　11月7日（木）、交野第1、第2地区では、交野ゆうゆうセンタ
ーにおいて、第1部、統一テーマの講師として 枚方税務署 村
岡副署長と 岩本法人１統括官に講師をしていただき、第2部、
交野独自の特別講演として、『人間力の向上が企業発展の
原動力』をテーマに、箕面・学問の道「時習堂」北山顕一館長
をお迎えし講話していただきました。
　第1部では働き方改革により今後増加するであろう外国人
労働者雇用についての税務と、10月1日より10％に引き上げら
れた消費税について引上げ後の留意点等について研修し、
特別講演ではビジネスは「人」が鍵であり、どんなビジネスも「人」
次第で良くも悪くもなるものであり、「人間力」の向上こそ繁栄・
発展の原動力ということでわかりやすく講話していただき、経
営者の皆様にとっては興味のある内容でした。
　その後の意見交換会では、税務署の皆様、北山氏にもご出
席いただき、地区内の企業同士、質問形式で情報交換をする
など、有意義な交流の場となりました。

交野第1・第2地区研修会開催

＊ 寝屋川地区合同
　 令和元年11月20日（水）17：00～
　 ホテルニューコマンダー
　 講師　村岡副署長
　　　　 本田法人2統括官
　　　　 藤原法人4統括官
＊ 枚方第４地区
　 令和元年11月28日（木）18：00～
　 きらら会議室
　 講師　村岡副署長
　　　　 田中法人5統括官

＊ 枚方第５地区
　 令和元年12月3日（火）17：30～
　 くずはゴルフリンクス
　 講師　村岡副署長
　　　　 田中法人5統括官
＊ 枚方第６地区
　 令和２年1月17日（金）17：00～
　 エムケイ産業㈱会議室
　 講師　村岡副署長
　　　　 岩本法人1統括官
＊ 枚方第１・第２・第３地区
　 未定
　 講師　村岡副署長
　　　　 岩本法人1統括官

今後の研修会の日程今後の研修会の日程

渡辺副部会長

講話風景

黒澤津副署長

加山部会長

村岡副署長 北山顕一氏岩本法人1統括官

渡辺副部会長

加山部会長
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　以前に掲載した寝屋川市の民話「鉢かづき姫」に続いて、今回は、「枚
方の民話」をご紹介しよう。『孝子鈴見と別子山』、木下順二作の戯曲『夕
鶴』で知られる「鶴の恩返し」をそのテーマとする動物報恩譚であり、
かつ「鶴女房」で知られる異類婚姻譚でもある。類似する話は全国で
見受けられ、それぞれ細部には差異がみられる。
　時は、推古天皇の御代（西暦 600 年頃）、およそ 1400 年もの昔の話、
枚方市岡南町辺りの小高い山の麓に鈴見という若者が住んでいた。病
床の母は長い間足腰の立たない不自由な身で、孝行息子の鈴見はいや
な顔一つせず、親の面倒を見ていた。ただ、しがない日雇い人夫であ
りおいしいものも買ってあげられないのが悩みだけど、という。
　ある日、鈴見はいつものように交野の里の農家に雇われ一日精を出
して働いた後、もらったばかりの賃金を懐に天の川沿いの道を急ぎ帰
るところでした。天の川の河原の方に目をやると子供たちが5～ 6人、
捕まえたばかりの一羽の鶴を殺そうとしているのです。「逃がしてあ
げなさい！」といいましたが、言うことを聞かない子供たちは「お金
を出して買うておくれよ」というのです。一番年上の子供が値段をつ
けたのですが、今日もらってきた一日の給金と同じだったのです。鈴
見は大いに迷い、待っている母に何も買ってあげられないことが心配
で、家に帰ろうと一度帰りかけたのですが、怪我をした鶴がどうにも
不憫でならず、すぐに引き返しなけなしのお金を渡したのです。とて
も飛べそうにない鶴を抱き上げ家に連れて帰りました。
　母に怪我をした鶴を見せて、一部始終を話し聞かせ、薬も食べ物も
買えなかったことを詫びました。しかし母は「縁起のいい鶴の命を助
けてあげるなんて、父さんの菩提を弔うことにもなるし、お前のそう
いう優しいこころねが大好きなのだよ」と。鈴見は鶴のケガの手当て
をし、餌もやりました。鶴は十日程ですっかり元気になりました。鶴
を山へ連れて行き大空へ返してやりました。
　「仏様、今から鶴を放生しますがこの功徳により母の病が早く良くな
りますように…」と祈りを捧げ、鶴を放してやりました。鶴は嬉しそ
うに大きな翼を羽ばたいて舞い上がりましたが、この恩を忘れません
そしてお母さんのご病気が良くなりますように、陰ながらお祈りして
いますと言うかのように、頭上で大きな円を描きながら淀川の方に向
かって一直線に飛んでいきました。この後も母の病は悪くなるばかり
で夜昼なく付きっ切りの看病をし、仕事にも出かけられません。親子
二人飢え死にかという時、近所の人達がお米やおかずの差し入れをし
てくれます。とはいえ人の情にすがってばかりもおれません。こうい
うときに女房がいてくれたら…。でも、こんな貧乏暮らしには誰も来
てくれないわなあと、途方に暮れた鈴見は思わず男泣きに泣きました。
　するとある日、一人の気品ある美しい娘がやってきました。「あな
たのお母さんの看病をさせて。苦しんでいる人をお助けして功徳を
積みたいのです。」と、返事も聞かないうちから、たすきがけをして、
かいがいしく看病を始めてく
れました。娘の懸命な看病に
より母は喜び元気になってき
ました。私も母のことは任せ
て、交野の里へ働きに出られ
るようになり稼いだお金は全
部その娘に渡して家事をすべ
て任せました。
　そのうちに母は二人を枕元
に呼び、娘の手厚い看病と日
本一の果報者に感謝し、「お蔭
様で大往生を遂げられます。
私の亡き後、二人は夫婦にな
り仲良く暮らしてください。
最後の願いです」と言い残し
て…。その翌日に、母は亡く
なり、二人は泣く泣く野辺の
送りを済ませました。喪が明
けてから二人は母の望みどお
り晴れて夫婦となったのです。

それまでの二人はまだきれいな仲のままでした。夫婦は村人たちがう
らやむほど仲むつまじく、やがて元気のいい男の子が生まれ、すくす
くと成長したこの男の子が五歳になった時、鈴見の妻はこの子を連れ
て鈴見が鶴を放してやった山に登りました。この山は、後に別子山
( べっしやま ) と呼んだ。（この山は意賀美神社がある万年寺山の続き
に近年まであり、昭和 15 年淀川築堤工事の際、大量の土砂を採掘し
形がなくなった）母はこの山でわが子に涙ながらに次のような告白を
しました。

　「お前のお母さんはもともと天上界に住
む天女です。この国は、人皆善業を行い安
養浄土の様子、その様子を見届けるように
との命を受けたのです。そこで一羽の鶴と
なって地上すれすれに飛んでいたら流れ矢
に傷つけられ、天の川の川原に落ちてきた
ところを子供たちに捕らえられ、殺されか

かったのです。そこへお前の
お父さんが通りかかり、私の
命を助けてくださったのです。
私はこの恩に報いる為、美し
い人間の娘となってお父さん
のお家に入り、おばあさまに
お仕えしてからお父さんと夫
婦の契りを結び、お前を生ん
だのです。私はここにいてい
つまでも親子三人暮らしてい
たいのですが、天上界の掟に

よりそれも許されず、今日を限りに天上界へ帰ります。幼いあなたに
はわからないと思うけど、愛別離苦は世の習い、母がいなくても嘆か
ず悲しまず、お父さんと幸せに暮らしておくれ。お
父さんにもこのことを、しっかりとお伝えしてね。
わが子よ、さようなら…」こうして天女は、一羽の
鶴と化し大空へ舞い上がりました。飛び立つ母を見
て、大声で泣き叫ぶわが子に、鶴は再び舞い降りて
きました。「そんなに泣かないで、お願いだから…」
と。ふたたび淀川の方に向かって一直線に飛び去っ
たのです。これらのことを父に泣く泣く話しました。

「お母さんは天女だったのか。美しくやさしいはずだ。
これからは三人の思い出を大切にして二人で頑張っ
て生きていこうよ」と子供に
言い聞かせたのです。
　この話は都の聖徳太子の耳
に入り、太子は孝行息子鈴見
と天女の話に感動され、手ず
から作られた地蔵尊を鈴見に
授けられ、大切におまつりし
深く帰依したところ、たいへ
んお金持ちになりその子供と
幸せな生涯を送ったというこ
とです。このときの別子山の
近くに鈴見の思い出の為、世
の人が「鈴見が松」とよぶ、
樹齢何百年の松の大木があっ
たそうです。今はその場所に
はないが、「鈴見が松」という
札が添えられた松が、あると
ころにあるらしい。探してみ
てください。一乗寺横の岡東
公園とか？

〔参考文献〕　「枚方風土記」　枚方市発行　その他 HP 参照

一乗寺（別子山付近）

鈴見が松（今は岡東公園に）

岡東公園の松

万年寺山付近

別子山付近

鶴が飛び立つ淀川方向へ

飛び立つ鶴
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スマートフォン決済を利用した府税の納付について（お知らせ）

スマートフォン決済アプリ「PayB（ペイビー）」を利用して大阪府税の納付ができます！
＊納付書のバーコードを読み取ることで、アプリに登録されている口座から直接お支払できる方法です。
コンビニエンスストアや銀行窓口に行かなくてもお支払できます。
＊１日30万円まで。納付書にコンビニ収納用バーコードが印字されているものに限ります。
※対象税目　コンビニ収納と同じです。
　個人事業税・不動産取得税・自動車税・法人府民税・法人事業税（地方法人特別税を含む）・
　府民税利子割・府民税配当割・府民税株式等譲渡割・ゴルフ場利用税・軽油引取税・宿泊税

セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店
※MMK設置店とは、MMK（マルチメディアキオスク）端末が設置されているスーパーマーケットやドラッグストア等の
　店舗のことです。

お問い合せ先 大阪府北河内府税事務所 個人事業税課  TEL 072－844－1331

▶詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

個人事業税の第２期分の納期限は、１２月２日（月）です。
期限内に納付していただきますよう、よろしくお願いします。

【利用可能な金融機関】
りそな・ゆうちょ・みずほ・三菱ＵＦＪ・イオン・青森・伊予・愛媛・大分・大垣共立・鹿児島・紀陽・
佐賀・北九州・関西みらい・埼玉りそな・滋賀・じぶん・七十七・ジャパンネット・十六・南都・肥後・
広島・百五・武蔵野・宮崎・もみじ・山形・山口
（関西みらい銀行は旧近畿大阪銀行の口座のみ利用可能。）

第２期分の納付書は、令和元年８月にお送りした個人事業税の納税
通知書に同封しております。（口座振替をご利用の方を除きます。）

＊第２期分の納付書を破損・紛失された場合は、府税事務所へお問い合わせ下さい。
　（口座振替をご利用いただいている場合は、納付書は送付していません。）
＊年間の税額が１万円以下の場合は、第２期分の納付書はありません。
＊個人事業税の納付用紙のうち、コンビニエンスストア収納用のバーコードが印刷されたもの
　（３０万円以下のもの）については、以下の全国のコンビニエンスストアで納めることができます。
＊納付には、便利で安心・安全な口座振替制度をご利用ください。

※「PayB（ペイビー）」はビリングシステム株式会社が提供するサービスです。詳しくは、ビリング
システム株式会社のホームページ（http://payb.jp/（外部サイトへリンク））をご覧ください。

府税ホームページ 「府税あらかると」 http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte

大阪府北河内府税事務所からのお知らせ
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【応募総数】
中学生 5481編  高校生 787編

広告募集
あなたの会社やお店を納税協会広報紙「三十石船」でＰＲしてみませんか。「三十石船」は年４回（５.８.11.２月）発行しております。
ご事業のＰＲに是非ご活用ください。お問い合せは協会事務局まで ＴＥＬ（843）6321
広告掲載料　１スペース（120mm×45mm）税込　  9,900 円　２スペース（120mm×90mm）税込　19,800 円

　中学生の「税についての作文」は、納税貯蓄組合と
税務署、高校生の「税に関する作文」は国税庁が、そ
れぞれ、中学生・高校生の皆さんに、税を正しく理解し
ていただくことを目的に、学校での授業や租税教室で
学ばれたことを参考に、また、テレビや新聞などの税の
ニュースなどを題材に、夏休みの課題として取り組んで
いただいているものであります。今年度も枚方市・寝屋
川市・交野市の中学校・高等学校から多数の応募をい
ただき、このほど選考審査が終了し、優秀作文が選考
され、それぞれの賞が決定いたしました。
　優秀作文は、12月10日、枚方税務署会議室におい
て、それぞれの賞に表彰状と副賞が贈呈されます。
　また、税の作文の応募に継続して取り組んでいただ
いた中学校には、全国納税貯蓄組合連合会 会長、枚
方納税貯蓄組合連合会 会長から学校賞として、感謝
状と副賞がそれぞれ表彰式において贈呈されます。
　各賞を受賞される皆さんは、右記のとおりです。

毎年の恒例行事「秋
の観劇会」は初の試
みで『宝塚歌劇』を
企画しました。美し
いステージ、歌やダ
ンスなど豪華絢爛な
世界に、常連の方は
勿論、初めての方も
感激され堪能したよ
うです。

毎年恒例！秋の観劇会 秋の日帰り研修ツアー

宝塚歌劇観劇会宝塚歌劇観劇会宝塚歌劇観劇会

秋の日帰り研修会の目玉でもある昼食。今年
はポートピアホテルの「日本料理 神戸たむら」
のテーブルマナー講習会付きで、美味しい料
理に舌鼓を打ち、丹波立杭では、初心者向け
陶芸教室体験を楽しみました。2 ヶ月後の焼
き上がりが楽しみです。

TASAKI神戸本店＆

和食テーブルマナー＆

丹波立杭陶芸教室

TASAKI神戸本店＆

和食テーブルマナー＆

丹波立杭陶芸教室

TASAKI神戸本店＆

和食テーブルマナー＆

丹波立杭陶芸教室

令和元年度
中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
寝３
枚２
寝１
寝５

会　社　名
（同） ア バ イ ン
㈱Ｎ’sエンタープライズ
㈲ 大 和 土 木 工 業
㈲ ミ チ ヒ サ

新入会員のご紹介（法人）
（令和元年７月～９月）

所　在　地
寝屋川市黒原旭町
枚方市山之上
寝屋川市点野
寝屋川市大成町

地区
本　部
本　部
税理士
本　部
本　部
本　部

氏　　　名
阿 部 貴 則
江　本　八重子
木 上 宗 則
窪 薮 成 記
佐 藤 大 輝
米 田 健 治

所　在　地
枚方市山之上
寝屋川市木田元宮
枚方市小倉町
枚方市岡南町
寝屋川市池田中町
寝屋川市池田

新入会員のご紹介（個人）
（令和元年７月～９月）

税 の こ よ み
11月 ･所得税及び復興特別所得税の予定納

税額（2期分）の納付     （12月2日まで）
･9月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付　　　  （12月2日まで）

･3月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　　  （12月2日まで）

･消費税（個人）の中間申告と納付
（12月2日まで）

･個人事業税（第2期分）の納付
（12月2日まで）

12月 ･給与所得者の年末調整
（本年最後の給与の支払をする時）

･消費税簡易課税制度選択届出書等
　（個人）　　　　　　  （12月31日まで）

１月 ･10月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付            （1月6日まで）

･4月末決算法人の法人税及び消費税の
  中間申告と納付　　　   （1月6日まで）
･納期特例（7月～12月）源泉所得税の納付

 （1月20日まで）
･11月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付          （1月31日まで）

･5月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　　  （1月31日まで）

･法定調書等の提出       （1月31日まで）

＜中学生＞
国税庁長官賞
　枚方楠葉中 髙田　悠名
全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
　枚方楠葉西中 松下　あゆ
近畿納税貯蓄組合連合会会長賞
　枚方第一中 小玉　彩乃
納税貯蓄組合大阪府総連合会
会長賞
　枚方招提北中 末松花穂里
　枚方東香里中 齋藤　菜名
　枚方第四中 杉本　真凜
　寝屋川第二中 伊藤　綾音
納税貯蓄組合大阪府総連合会
優秀賞
　枚方支援学校 花田　絵里
　寝屋川第九中 森田　　遼
　寝屋川第十中 大熊　彩夏
　関西創価中 小笹　　光
　同志社香里中 中谷　文香
枚方税務署長賞
　枚方蹉跎中 園田　悠弥
　寝屋川第五中 大水　咲良
枚方市長賞
　枚方第二中 江本　真凜
寝屋川市長賞
　寝屋川第六中 平戸　陽菜
交野市長賞
　交野第四中 中川　弥咲
大阪府北河内府税事務所長賞
　枚方第四中 舟橋美咲希
北大阪商工会議所会頭賞
　枚方中宮中 竹縄　咲愛
枚方税務署管内租税教育推進
協議会会長賞
　枚方第一中 内丸　春香
　寝屋川第二中 弦本　亮汰
　寝屋川第二中 工藤　雪乃
近畿税理士会枚方支部長賞
　交野第二中 岩田　姫愛
　交野第三中 藤井　優花
　香里ヌヴェール学院中 小松　有羅

公益社団法人枚方納税協会会長賞
　枚方楠葉西中 谷口　空良
　枚方長尾西中 三宅　晴日
　寝屋川第一中 梶原　凜香
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　枚方杉中 久　なつ美
　寝屋川第四中 下村　　葵
枚方納税貯蓄組合連合会奨励賞
　枚方津田中 藤井玲以亜
　枚方長尾中 仲西　紗希
　東海大仰星中 向井　冬馬
（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　交野市立第三中学校
　交野市立第四中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立中宮中学校
　寝屋川市立友呂岐中学校

＜高校生＞
大阪府租税教育推進連絡協議会賞
　　関西創価高 太田美由紀
枚方税務署長賞
　　関西創価高 中野　秀徳
　　府立牧野高 藤澤こころ
北大阪商工会議所会頭賞
　　常翔啓光学園高 西口　莉央
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　　香里ヌヴェール学院高 豊村　亮成
近畿税理士会枚方支部長賞
　　常翔啓光学園高 野見山心優
公益社団法人枚方納税協会会長賞
　　常翔啓光学園高 國友　香那
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　　常翔啓光学園高 森　いこい

納税協会指針
納税協会は

健全な納税者の団体として
税知識の普及に努め
適正な申告納税の推進と
納税道義の高揚を図り

企業および地域社会の発展に
貢献します

中学生・高校生の皆さん多数の
応募ありがとうございました

税についての作文税についての作文税についての作文

12月10日「作文表彰式」が執り行われます

国税庁長官賞国税庁長官賞国税庁長官賞
入選決定!!入選決定!!入選決定!!

新企画

令和元年9月20日（金）

令和元年10月10日（木）令和元年10月10日（木）

枚方市立楠葉中学校
３年  髙田 悠名さん

⑿　令和元年１１月２５日 三　　十　　石　　船 第　１９５　号 令和元年１１月２５日　⑴三　　十　　石　　船第　１９５　号


