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『壺屋總本店』和菓子

寛永年間に菓子司として創業。老舗らしい風格が漂う。名を冠した
「壺最中」「壺汁粉」はじめ「湯島の白梅」など上品で味わい深い。
文京区本郷3 -42-8　☎03 -3811-4645
営業時間：月～金 9：00～19：00　土・祝 9：00～17：00
休 店 日：日

『すみれ堂』せんべい

昭和30 年代に CM で有名になった欧風かきもちバタータンで知ら
れる。ほか、せんべいやあられなど多彩。
文京区本郷6 -25 -14　☎03 -3811-5200
営業時間：9：00～18：00
休 店 日：土・日・祝
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引　　用：「食の文京ブランド100選 おいしゅうございまっぷ」より
※「食の文京ブランド100選」とは、区内商工団体が中心となって食生

活ジャーナリストの岸朝子氏を委員長に「食の文京ブランド選考委
員会」を設置。文京区内の優良な飲食店やお土産品店100店を推奨
し、区内の地域活性化を図ることを目的としている。
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租税教室の講師を担当して
■大勢の相手に理解してもらえるよう丁寧に話す

経験は、仕事上においてとても有益です。
　みなさんも一度講師を経験してみませんか？来

年度は是非青年部とペアを組んで教壇に立ちま
しょう！　　　　　　　　部会長　田中　元浩

租税教室をスタートして4年目になりました。
■これまでは自分達が「講師」になる為の 3年間

でした。4年目は、①税への関心を授業中だけ
でなく、永続・定着させる　②新たな講師養成を
通じて、青年部が一体感を持つ　ことを目指し、

“本郷オリジナルシナリ”を作成し、50種類あ
る税金が書かれた「貯金箱」を作り、児童に配
布をしました。

　「講師養成講座」の開催や「50種類も税金っ
てあるんだ」などと生徒の反応も良くなり、小職
にとって大変有意義な租税教室4年目でした。

副部会長　塙　英幸

租税教室を実施した小学校より感想文が寄せられる
─青年部会活動報告─ 本郷小学校／湯島小学校／根津小学校

■2年程前、広報官の方の試演を見学させて
頂きましたが、まさか自分が教壇に立って講
師を担当するなどとは想像がつきませんでし
た。同じ年頃の子供がいるので、子供の扱い
は何とかなりそうでしたが、無垢な子供達に

物事を伝える、ましてや税金という崇高なお題
で・・・。しかし教壇から見る子供達は思ってい
た以上に話を聞いてくれているし、集中してく
れている。こちらが教えているようで伝えるこ
との大切さや大事さを学ばさせて頂きました。

副部会長　佐藤　潤一

■回を重ねるごとに「租税教育は大切
な事業だ」という思いが強くなります。
子供たちにとっては無論の事、それ以
上に『我 ・々法人会にとって』です。
　本年度の目標は未だ開催できてい
ない千駄木小と汐見小の二校を含む
全校開催の実現。中長期の目標とし
ては、本事業が法人会の発展＝会員
増強に寄与できるようになる事です。

副部会長　吉田　宗之

（湯島小学校）

【問1】国の税金の納め方（税法）は、どこで決められるでしょうか。
 　税務署　 　国　会　 　裁判所

【問2】次のうち、税金（所得税）がかかるものはどれでしょうか。
 　クイズ番組の賞金　 　くじの賞金　 　オリンピックの報奨金

【問3】1年間に公立小学校の児童一人当たりに使われる教育費で、
	 国や地方公共団体が負担している金額はどのくらいでしょうか。
 　約28万円　 　約54万円　 　約83万円

【問4】次のうち、実際にある税金はどれでしょうか。
 　印　税　 　とん税　 　脱　税

【問5】税金は、何歳になったら納めるのでしょうか。
 　18歳　 　20歳　 　年齢制限はない

小学校で実施した税金クイズ
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税金クイズ（回答）

【問1】　		国会
　国会で、国税に関する法律が決められ、それに従って、
税務署が税金を集める仕事をしています。
　日本の消費税率は現在5% ですが、これを決めるのも国
会議員（私たちの代表）です。

【問2】　		クイズ番組の賞金
　宝くじの当選金やオリンピックで活躍した人がもらう
報奨金（金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダ
ル100万円）は、法律によって税金がかからないことに
なっています。他にもノーベル賞の賞金にも税金はかかり
ません。

【問3】　		約83万円（平成18年度全国平均）
　正確には 833,000円、ちなみに中学生が 952 ,000円、
義務教育は小学校の 6年間と中学校の 3年間を合わせて
9年間ですから、実にこの間約785万円の税金が使われ
ています。

【問4】　		とん税
　実際にある税金は、外国の船が港に入った時に船のトン数
に応じてかかる「とん税」です。印税は税という言葉を使い
ますが、税金の種類ではなく、作家などに支払われる金銭を
いいます。もちろん、脱税は税金の種類ではありません。

【問5】　		年齢制限はない
　子供でも買い物などをすると消費税がかかりますし、1
年間の収入が一定の金額を超えた場合（タレントなど）所得
税がかかります。
　また、財産を相続したり、もらったりすれば相続税また
は贈与税がかかる場合があります。

（根津小学校）

（本郷小学校）

（本郷小学校）
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　幕末、明治、大正、昭和…。時代が変わり、周囲の環境が変わっても、
決してぶれることなく、常にエネルギッシュに生きた一人の女性がいま
した。彼女の名は「新島八重」。26歳で生まれ故郷の会津を後にする
まで、彼女は激動の時代を一体どのように過ごしていたのでしょうか。

■裁縫よりも家芸の砲術　男まさりの幼少期
　嘉永6（1853）年、黒船の来航により事実上の開国に追い込まれ、
幕府の権力が徐々に失われつつあった江戸幕末。そこからさかのぼ
ること 8年前の弘化2（1845）年、新島八重は会津藩の砲術師範で
あった山本権

ごんぱち

八・佐久夫妻の子として、現在の会津若松市に生を受け
ます。幼少期から非常に活発で、男まさりな性格だった八重。裁縫よ
りも家芸の砲術に興味を示し、特に実兄の覚

か

馬
くま

からは洋式砲術の操
作法を学びました。

■白虎隊への操銃指南もした“幕末のジャンヌ・ダルク”
　慶応4（1868）年、鳥羽・伏見の戦いでの敗北を機に、薩摩藩・長州藩らを中核とする新政府軍から「逆賊」として
扱われた会津藩。新政府軍の攻撃は、日を追うごとに激しさを増していきます。戦火は会津各地そして鶴ヶ城にも広
がり、籠城戦になった際には、八重は髪を断ち、男装。スペンサー銃を持って銃撃戦に参加します。のちに「幕末の
ジャンヌ・ダルク」とも呼ばれるようになったゆえんは、こんな姿からきているのかもしれません。また、飯盛山で自刃
したことで知られる白虎隊。彼らに操銃を指南したのは、銃術に心得のあった八重だったともいわれています。

◎写真提供／同志社大学（新島八重帯刀姿・結婚間もない頃の新島夫妻）　　　◎記事提供／福島県観光交流課委託事業　新島八重調査事業
八重をもっと知り隊（事務局 ： ㈱ル・プロジェ内）

東北がんばれ！ シリーズ1ＮＨＫ2013年（平成25年）大河ドラマをご紹介 

八重の桜   【作】山本むつみ

新島八重
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女性部会が東北復興支援・バス視察研修会を実施します。

※交通事情により、スケジュールの変更及び帰着時間が遅くなる場合もある事ご了承下さい。（現在当該地区は道路工事等で渋滞が多発しております。）
　お申込みは FAX、又はお電話でお願いいたします。
　参加申込者には、後日、お振込みのご案内をいたします。なお、ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。

平成24年6月3日（日）〜4日（月）
消防署前通り  午前7時00分  出発

45名（先着順）
法人会事務局まで  ☎3812-0595（野原）

法人会特別料金 26,000円日 時 旅 行 代 金
集 合 場 所

定 員
お問い合わせ先

本郷　　　首都高・東北自動車道　　　平泉前沢 IC　　　東北初  世界文化遺産「中尊寺」

（金色堂・本堂など）  【昼食】　　　毛越寺（車窓）　　　秋保温泉（泊）

秋保温泉　　　三陸道　　　石巻市内（地元ボランティアガイドの説明で県内最大の被災地視察）

　　 　松島／五大堂など（復興視察、お買物）  【昼食】　　　塩釜　　多賀城　　　仙台市若林区

／かまぼこの鐘崎（七夕飾り見学、お買物）　　　仙台東IC　　　仙台東部道路・東北自動車道・首都高

　　 　本郷

日 程 行　　　　　　程

宿泊：秋保温泉「ホテルニュー水戸屋

1

2

7：00 13：00～15：30

8：00 10：00～11：00

17：00頃

14：00～

14：40

11：40～13：20

19：30～20：00頃

戊辰戦争の際、八重も銃撃戦を繰り広げた鶴ヶ城 

▲ 会津若松市米代にある八重生誕の碑

※集合場所　6 時 50 分（時間厳守）

（一般料金 28,000円）

交通費・宿泊費・食事代（朝1回、昼 2 回、夕1回）・入場料・
その他雑費等一切を含みます。
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平成23年度税に関する絵はがきコンクール  受賞者作品（誠之小学校）
─ 女性部会事業報告 ─ 

税に関する絵はがきコンクール選考会が 3月2日
（金）、午前11時と午後3時より法人会事務局会
議室と本郷税務署会議室で行われ、誠之小学校
から寄せられた税に関する絵はがきを選考した
結果、下記のとおりになりました。なお、表彰状
の授与式と副賞は 3月19日（月）誠之小学校に
於いて岡田税務署長と松沼女性部会長より授与
されました。

【本郷法人会  会長賞】

【本郷税務署  署長賞】

【
優
秀
作
品
賞
】

【
女
性
部
会
長
賞
】
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【優秀作品賞】

（順不同）

【
優
秀
作
品
賞
】

【
優
秀
作
品
賞
】

【
優
秀
作
品
賞
】
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「はやぶさ」にみる、だましだましの宇宙船運用術
（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）／工学系研究科・教授　川口　淳一郎 氏

2003年に打ち上げられた「はやぶさ」は、
地球引力圏外の天体へ着陸し、人類初の往
復の宇宙飛行を達成しました。 
「はやぶさ」は、イオンエンジンでの惑星間

の航行や、地球スウィングバイを併用して加
速する新型の飛行技法、光学観測情報をも
とにした自律的な航法・誘導機能、そして、試
料回収カプセルを惑星間を飛行する軌道から
直接に地球大気へ再突入させるなどの新技
術を満載した大きな挑戦でした。我が国の
惑星探査分野は、世界レベルに遅れをとって
いましたが、この「はやぶさ」はそれを一挙に
挽回して、なお余りあるほどの成果を狙う思
い切った計画でした。
「はやぶさ」は、2005年9月に小惑星イ

トカワへ到着し、近傍観測を行った後、同年
11月に 2回にわたって、表面への降下・着陸
を果たし、試料採取を試みました。そして、
2010年6月13日、7年間60 億 km の往復
の宇宙飛行を終え、オーストラリアのウーメラ
砂漠地帯に帰還し、試料回収カプセルを無事
降下させ、回収することにも成功しました。

その飛行は、往路、そして離着陸時や帰
路で数々のトラブルに遭遇しました。姿勢制
御装置であるリアクションホイールの故障に
はじまり、探査機から燃料ガスが漏洩し姿
勢を崩して全電力を喪失し、7週間にわたっ
て通信を途絶したことや、のこり半年を残し
て全イオンエンジンが寿命を迎え、飛翔計画
全体は致命的な状況に陥り危機的な状況に
見舞われました。通信途絶の危機の中、は
るかかなたで待つ「はやぶさ」にむけて、あら
ゆる周波数でまた考えられるかぎり細切れ
に分割して指令を送る努力が実を結び、復旧
にむけて探査機「はやぶさ」をなんとか目覚
めさせることができました。復活したイオン

エンジンの運転では、異なるエンジンの機
能を保った部位同士を連動させるという離
れ技にも成功しました。これらは、この育て
上げた「はやぶさ」を、だましだまし、手とり
足とりで、回復させた作業だったといえるで
しょう。
「はやぶさ」プロジェクトメンバは、「はやぶ

さのゴールは地球なのだ」という目的を高い
レベルで共有していました。これがあったか
らこそ、モーティベーションを維持して、これ
らの故障や困難を克服し、今回の地球帰還
の成功へとつなげることができました。

その後、2010年11月には、回収されたカ
プセルからイトカワ起源の試料が確認され、
世界ではじめての小惑星サンプルリターンの
成功が達成されることとなりました。国際研
究公募に先行して、初期分析が始まりました。
ほどなく第一報が届くと思います。

回収されたカプセルは全国各地で展示され
ています。3億 km かなたの地球圏外天体に
着陸し、7年間60 億 km の往復飛行の末帰
還したカプセルは、けっしてコンピュータで
描かれた仮想の CG ではなく、実体のある本
物です。それがもつ、我が国の科学技術の水
準を世界に発信する、アポロのカプセルにも
引けをとらない証拠でもあります。この成果
を活かして、我が国が将来にむかって自信と
希望をもてるよう、次世代を担う若者が新た
な挑戦を続けていける契機とならんことを願
います。高いところにのぼらなければ、新た
な水平線は見えてきません。無茶でも、積極
的に挑戦を行う、次の世代の登場を期待して
います。
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　あまりよく知られていませんが、人工衛星や惑星探査機は、

実は試験機兼実機を１つしか作りません。メンテナンスできな

いのが最大難点です。とくに惑星探査機では通信回線も細く難

易度はもっと高くなります。どうしたら窮地を克服できるか。

その一端を語ります。

専 門 分 野

最近の研究テーマ

ホ ー ム ペ ー ジ

最 近 の 主 な 著 書

今回のテーマを深めたい人のための参考文献

航空宇宙工学。とくにアストロダイナミクス（航法・誘導・制御）。

深宇宙探査機の応用誘導制御

h t t p : // w w w. m u s e s - c . i s a s . j a x a . j p / k a w a l a b /

『はやぶさそうまでして君は』（宝島、2010 年）
『小惑星探査機はやぶさ－「玉手箱」は開かれた』（中公新書、2010 年）
『はやぶさ式思考法』（飛鳥新社、 2011年）

『人工衛星と宇宙探査機』（コロナ社、 2001年）
『航空宇宙における制御』（コロナ社、 1999 年）
『ビークル 』計測・制御テクノロジーシリーズ（コロナ社、 2003 年）

講師のプロフィール

川 口  淳 一 郎（かわぐち じゅんいちろう）

（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）／工学系研究科・教授

資料提供　東京大学公開講座より【東京大学本部社会連携推進課】
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理事会に引き続き
福利厚生制度推進連絡協議会を開く

第1回理事会が 4月10日（火）、午後4時30
分より湯島天満宮「参集殿」で開催された。

理事会は松尾総務委員長の司会で始まり、
定数報告に続き議長に利根川政明会長を選出、
また議事録署名人を選出した後議事に入った。
第1号議案「平成23年度事業報告」及び「平成
23年度収支決算」／第2号議案「平成24年度
事業計画及び平成24年度収支予算（案）」につ
いて川井専務理事並びに熊谷財務委員長が資
料に基づき詳細な説明をした後、議長が採決し
異議のない事を認めた。第3号議案「第1回通
常総会次第（案）」について議事録署名人予定者
から変更の申し出があり対応することとした。
第4号議案「公益社団法人認定取得までの経過
報告」について、森田公益法人移行 PT 副委員
長が詳細に説明した。第5号議案「会費改定の
実施時期」について、熊谷財務委員長が資料に
基づき説明した後、議長が採決し異議のない事

を認めた。第6号議案「ブロックの名称変更」
と第7号議案「準会員の取り扱い」について及
び第8号議案「支店等の会員資格の変更」につ
いて川井専務理事が資料に基づき詳細な説明
を行った後、議長が採決し異議のない事を認め
た。第9号議案「東日本大震災等に対する寄附
金活動」について、松沼女性部会長が東北復興
支援バス視察研修会の参加要請を含め説明を
した。最後に平成25年度税制改正に関するア
ンケート調査についてのお願いをした。

第3回理事会で報告

公益法人認定後の第1回理事会を開催

福利厚生制度推進連絡協議会が第1回理事
会後に同会場で開催された。協議会の司会は
星野文化厚生副委員長が務め、まず利根川会
長並びに富永委員長があいさつを述べた後、受
託会社3社の担当者から本年度の取り組み状
況や新商品が紹介された。

第1回理事会で審議される議案

大同生命保険㈱ 東京支社  安部支社長
大同生命保険㈱
営業第2課  喜多川課長

AIU保険会社　河田本部長

AIU保険会社  青田部長 アフラック東京総合支社
土信田副支社長
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新会員歓迎会及び税務研修会が 3月7日(水)
午後5時より湯島天満宮「参集殿」で開かれた。
歓迎会は加藤組織委員長の司会で始まり、利
根川会長が法人会の概況説明をした後、「この
ような会が皆様の企業に反映して頂けるよう今
後、活動して行きたい」とあいさつを述べた。そ
の後、本郷税務署の豊田第1統括官が挨拶、引
き続いて永峰上席調査官による「税の話」に移っ
た。また、加藤組織委員長と富永文化厚生委
員長が委員会内容を説明。当会の福利厚生制
度受託会社である大同生命保険の「如何にして
経営者大型保障制度が発足したのかを纏めた
DVD上映後、服部第2営業課長が商品説明を
行った。第2部では新会員の方々が壇上で会社
の概要説明をする時間などを設けた。( 参加さ
れた方々は次のとおり①フレンズコンサルティン
グ社会保険労務士法人・山田順一朗様／㈱カワ
ムラ・川村史郎様／㈱ミナト・澤村敬子様／㈲新
藤コルク工業所・新藤二三男様／㈱板橋商店・
板橋忠様／㈱ケーズエンジニアリング・近藤修司

私はフレンズコンサルティング社会保険労務士
法人の山田と申しす。当法人は入会3 年目になりま
すが、去る 3月7日に参加しました新会員歓迎会で
は、多くの新入会員の方々とご一緒に法人会の意義
や改正税法についてお話を伺い大変参考になりま
した。この地域で新たにビジネスを始められた方
も多いことから、今後も法人会でのお付き合いを
通じて共に寄り添い助け合い、研鑽していける関係
を皆様と作りたいと思っております。

フレンズコンサルティング社会保険労務士法人
山田  順一朗

本郷法人会員の皆様、初めまして、昨年10月  御
茶ノ水 駅北口の順 天堂横交差点そばに「アドレ・
コーポレーション」お茶の水不動産センターを開業
致しました。約十数年本郷の地に勤務しておりまし
た。旧藤和不動産グループでの経験を活かし皆様の
良きパートナーとなるべく努力して参りたいと思いま
す。「生涯一営業マン」がモットーです。いわば法人

会の新入社員です。皆様のご指導ご鞭撻をお願い致
します。

アドレ・コーポレーション㈱　小倉  憲一郎

本 郷 税 務 署 の方の講 演会を聞いて、税 務 署 の
「組織」「マルサ」「ナサケ」等について大変良く理解

する事ができました。
また、「法人会の概要」についても十分理解する

事ができました。今後も会員の方との交流を深め
させて頂きたいと思います。

㈱トータル保険サービス　池田  祐三

先般新会員歓迎会に御招待ありがとうございま
す。私共ケイズビルは事務所または医療関係診療
所などに適合する賃貸物件と日本興亜損害保険の
代理店、火災、自動車賠償保険等も営業いたしてお
りますので、いつでもご相談に応じますのでよろし
くお願い申し上げます。

㈱ケイズ　木津  昭美

様／東京コスモ石油協同組合・金子三津司様・
岡戸久雄様／アフラック募集代理店・川勝宏之
様／㈲石川保険事務所・高久晃一様／㈱ケイズ・
木津昭美様／㈱エビス・カンパニー・森下晃様／
アドレ・コーポレーション㈱・小倉憲一郎様・彭
艶叢様／㈱トータル保険サービス・池田祐三様・
平井孝夫様／ダイセーホールディングス㈱・田中
孝一様／㈱もりやの杜・山本一仁様、以上18名  
順不同 )

第3部懇談会は場所を移動して名刺交換会と
情報交換会が活発に行われ、午後8時大見副会
長の閉宴あいさつで終了した。

出席された方々よりの感想

第1回新会員歓迎会及び税務研修会を開く
（平成21年度～ 23年度対象）

司会を務める加藤組織委員長 税の話をする永峰上席調査官
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第7回　法人会全国女性フォーラムに1900名が集結
群馬大会「かかあ天下が未来を拓く！」　女性部会副部会長　山中  一江

第4回「法人会全国女性フォーラム」群馬大
会が 4月12日（木）グリーンドーム前橋にて開
催されました。震災・原発事故　社会保障や
増税など今日本に山積する問題に、女性部会
が結束し社会貢献活動を推進することで日本
の未来を切り拓こうとの大会宣言で始まりま
した。スローガンの「かかあ天下」と言う言葉
は恐妻を想像させますが、その意味は少々違
い、明治5年設立の富岡製糸場に代表される
織物産業を支えてきた女性を「うちのかかあ
は天下一」と讃えた事に由来するそうです。記
念講演は医学博士とプロ落語家の肩書を持つ
中島英雄氏の「笑いと健康」でした。1900名
の参加者の笑い声が会場一杯に響き、笑いの
パワーで 10歳は若返った気がします。女性の
持つ大らかさや忍耐強さで日本や地域を元気
にしたいと感じた 1日でした。

（左より）山中一江・岡内多恵子・川浦文子・土屋頼子・
松沼智性子・冨田留美子の各氏
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　昨年の東日本大震災から一年余り経ち、改め
て亡くなられた皆さまに哀悼の意を表すと共に
被災された皆さまに心から御見舞い申し上げま
す。そして震災直後より義援金をお寄せいただ
いた会員、地域の皆さまに厚く御礼申し上げま
す。本郷法人会は色々な場所や形で義援金活
動を行い、震災後1年間で 637,631円を被災
した地区の法人会、被災した福島県の孤児の
育英資金また、文京区社会福祉協議会に寄附
をいたしました。被災地の復興は始まったばか
りで、まだまだ応援が必要であると認識してお
ります。こりからも皆さまのご協力を心からお
願い申し上げます。

　会費の改定が平成 21年 5月19日第43回
通常総会で審議され、承認可決されておりまし
たが実施時期については未定の為、去る 4月
10日開催いたしました、第1回理事会におい
て実施時期について協議した結果、平成 25年
度【4月開始年度】からと決定いたしましたの
で、ご報告申し上げます。
　なお、詳細につきましては次号会報及びホー
ムページ等で随時ご案内していく所存ですの
で、会員皆様の更なるご理解とご協力を宜しく
お願い申し上げます。

　古関 伸一氏（理事・㈱本郷いわしや）が 3月
15日（木）、午前10時より文京シビック小ホー
ルで行われた文京区長表彰式で区政功労者と
して受彰されました。

例年より寒く長い冬
が終わり漸く桜が満
開の季節になりまし

た。一方、3.11から1年経過したにもかかわ
らずマグネチュード6、震度5クラスの余震が
続いております。また、マスコミでは東京直下
型地震で震度7 の揺れが襲うとの報道がされ
ているため、少し大きめの揺れを感じるといよ
いよ来たかなどと思ってしまう今日この頃であ
ります。地震の活動期に入ったなどと言われて
おりますが、地下の大鯰様には静かにしていた
だきたいと切に望んでおります。　村山　記

社会貢献活動を実施
東日本大震災から一年余りが経ちます
本郷法人会から皆さまにお伝えしたい
義援金への感謝と法人会決意です。

平成25年4月より
年会費が改定になります。

我社の一言PR
会社名＝株式会社 マツザキ
代表者＝松﨑 みどり
所在地＝文京区本駒込4-35-19-501
TEL：080-4401-6778 FAX：03-3822-0890
URL：http://tokyomatsuzaki.com/
株式会社マツザキは「おかあさんの笑顔はみんなの
笑顔」を原点にネットショップや相談室を運営してい
ます。中でも「リフレッシュ体操講習会」を通して心
と体の健康を体感して頂く事業に力を注いでいま
す。男女を問わず、ご興味のある事業所の方など是
非ご連絡ください。

我社の一言PR
会社名＝社会保険労務士法人グリーン
代表者＝中西 章夫・水下 智則
所在地＝文京区湯島3-27-11
TEL：03-3836-0260 FAX：03-3836-0260
URL：nakanishi.a@nifty.com
社会保険労務士法人グリーンは、常に挑戦を続け
る経営者や従業員の皆様を支援しています。人財
が輝く組織づくりを目指し、お客様の事業の発展と
ワークライフバランスの実現を支援いたします。｢人｣
のことなら人事労務管理の専門家、社会保険労務
士法人グリーンにご相談ください。

重要なお知らせ

おめでとうございます。
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