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今月のホワイエ 
（ＰＬＡＺＡ内ロビー） 

 

お正月らしい飾り付けのホワイエ。 

飾ってある角松の竹は、なんと… 

（株）ネオスの西山さん宅の庭から 

もってきたものです！ 

ダイバーシティ組織始動！！ 
  ～仕事始めの風景～ 

例年と異なり、雪がまったくない中で 

１年がスタートしました。 

「１月４日（月） ９時～」 

ホワイエにて各法人・事務所代表より、 

年頭の挨拶＆訓辞の後、 

２０１６年の営業開始です。 
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 パートナーズプロジェクト税理士法人の前身

にあたる、税理士法人パートナーズプロ・フジ

イの最後の採用者である清水税理士が１月末を

もって退職されました。 

 公認会計士の試験に合格し、新たなフィール

ドで仕事を始めるそうです。 

 １２年間にわたり勤務された清水税理士に、

感謝と慰労の意をこめて花束の贈呈が行われま

した。今まで本当にお疲れ様でした。 

パートナーズプロジェクト税理士法人に 

12月7日より入社された 

阿部さんをご紹介いたします。 

阿部 友幸 さん 

１．仕事の担当 

   監査担当者           

２．出身地     

   柏崎出身で柏崎在住  

３．好きな食べ物 

   チャーハン 

４．嫌いな食べ物 

   酢の物全般 

５．好きなタレント 

  好きなタイプ 

   仲里依紗、タイプは気さくな人 

６．好きな曲 

  スピッツ「空も飛べるはず」 

７．趣味  

   ビリヤード、将棋 

８．今、はまっていること 

  漫画喫茶でダラダラ             

９．今までに一番感動したこと 

  子供が生まれたこと    

１０．今までで一番恥ずかしかったこと 

  身長が２０㎝高い人と座高が同じだった事 

１１．自分を動物にたとえると 

  ナマケモノ 

１２．１１の理由 

  家庭での自分（何もしない）        

１３．ふるさと自慢 

  柏崎は「水球の町」です。 

   また、ゆるキャラ「えちゴン」も可愛いです。 

   ゆるキャラグランプリでは清き一票を！      

１４．何か一言 

   前職での経験を生かし 

   お客様のお役に立てるよう励んでいきます。 

   何でも気軽に御相談下さい。 

清水 勝康 税理士 退職 

（写真：清水税理士） 

写真展 開催中 

 今年も写真展の時期がやってまいりました。 

 スペースの関係上ど～らのバックナンバー掲示は今回か

ら廃止となりましたが、パートナーズプロジェクトの１年

間を写真で振り返るムービーは健在です。眺めて思い出に

浸りつつ、作成者の和田守を労ってあげてください。 

（齊藤） 

（ＰＬＡＺＡ内従業員交流の場） 
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 既に、高齢化社会と言われて久しいが、平成27年
に、100歳以上の人が1万人、80歳以上の人が1000
万人と報道された。 

 一方、IT（情報技術）の進歩・発展にも驚くべき

ものがある。 

 この二つの趨勢が、結びつくと、世の中が変わる

のではないか。 

 私も、56歳となった。少しは、高齢者の考えが実

感として分かる様になった。 

 高齢者は、「安心」「安全」を、より望む。然る

に、IT（情報技術）は、進歩する事に意義を見出

す。高齢者が、ソフトに慣れた頃には、既に、時代

遅れとなる。これでは、高齢者は、「安心」出来な

い。「安心」出来ないものに、手を出さない。何千

万人もの高齢者の「安心を求める気持ち」に寄り

添ったIT（情報技術）こそが、これからの社会が望

むものであろう。 

代表社員  

税理士法人近藤まこと事務所 

 常々お客様から聞かれることがあります。 

 「いい会社ってどんな会社でしょうか？」と。 

 私の回答は決まっていて、「給料の高い会社です」

と答えます。2020年を境に多少の変化はあるかもしれ

ませんが、長期的には「仕事はあるけど人が足りな

い」という刹那的な人材難はさらに深刻化するでしょ

う。我々中小企業経営者は良い人材を確保するために

何をすべきでしょうか。 

私はキャリアプランの明確化とフェアな人事考課が

必須であると考えます。 

「貴方は当社においてどのような立場とやりがいを

目指すのか？」「当社は成果を見逃さず、ミスを咎め

る考課を保証する」と語りかけ話し合わずに良い人材

は確保できません。そしてその人材に満足いく待遇を

与えることのできる利益を確保することが我々経営者

には求められるのではないでしょうか。さらに、その

待遇を続けることが世代を紡いで経営を続ける秘訣で

あることをお客様そして自らの経験にもとづき私は確

信しています。付加価値のないところに継続的な高い

給料は存在しません。給料が安いのは経営者の責任で

す。 
経営とは、どんな時代においても「雇用と納税（利

益を出すこと）」なのです。 
 

日頃の経営問題の解決に役立つ 

 弊社ホームページにて、好評掲載中のＱ＆Ａが今年も冊子 

になりました。「法務」「税務」「労務」について、普段お悩みの問題

の解答が見つかるかも！！是非、手に取って御一読ください。 

「良い会社」の定義とは  

高野 毅 近藤 信  

所 長  

「高齢化とＩＴ社会」 

弁 護 士  税 理 士  

２０１６年２０１６年  

ユニットリーダー挨拶ユニットリーダー挨拶  
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第２７回 武士俣 奈々恵 

 
我が家に 

   眠る宝物 

 探してみましたがお宝なる物は見当たらず…笑 

 これからお宝になるかもしれないものをご紹介させ

ていただききます。 

 今から３０年以上前に東京ディズニーランドで祖父

母に買って貰ったミッキーマウスデザインのネックレ

スです。当時できて間もない東京ディズニーランドに

連れて行ってもらい、一歳上の従姉妹とお揃いで買っ

てもらいました。 

 年末に片付けをしていて発見。正直その存在は完全

に忘れていたのですが、きちんと子供の頃の宝物入れ

の様なお気に入りの箱にしまってあり、キレイな状態

で出て来てびっくり。当時の宝物だった事を一気に思

い出しました。おもちゃ的なネックレスですがディズ

ニーファンには貴重な物らしいです。それにしても子

供なのにぬいぐるみとかではなくネックレスを欲し

がった私達って…とちょっと笑える思い出です。 

 同時に祖父母はまだ健在、まだまだ元気でいて欲し

いなと思いました。 

オープン ユニット 
（２２名） 

目黒 大樹 

ＰＬＡＺＡ ユニット 
（１６名） 

磯部 浩一 

未来づくり ユニット 
（６名） 

笠原 千晴 

 オープンユニットでは、各

種セミナー・相談会の企画・運

営や、様々な媒体を通じた広

報活動によって、パートナー

ズプロジェクトとお客様を結び

つけ、お客様のお役に立てる

活動を行っていきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 今年からヒトづくりとしくみづく

りが統合されＰＬＡＺＡユニットと

なりました。 

 今年のスローガン「ダイバーシ

ティ」を念頭に組織の基礎となる

「ヒト」を「人財」に育て、変化に

対応できる「ダイバーシティ組

織」を作り上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 未来づくりユニットでは、今年も

毎年恒例のＰＬＡＺＡ入口の植物

栽培やＢＢＱ（バーベキュー大会）

の開催を予定しています。さら

に、皆様のコミュニケーション活

性化につながるような新しいこと

を積極的に実施していきたいと

思っております。こんなことをやっ

てみたい等アイディアは随時募集

しておりますので、ユニットメン

バーまでお声掛け頂きますよう、

よろしくお願いいたします。 
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・エフエム魚沼 

・燕三条エフエム（ラヂオは～と） 

２月より２局拡大放送決定！ 

燕三条エフエム 

ＮＥＷ！ 

ＮＥＷ！ 

    

 

  

お知らせ 
※長岡ケーブルテレビの11ｃｈにて放送 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

初 回：２／５（金）１７：３０～  再放送：２／８（月）１４：００ 他 

今回は、岩塚製菓株式会社の槇春夫社長さんにご登場いただきます。米どころ

新潟ならではの米にこだわり、安心・安全の美味しいおせんべいやおかきを提供

している企業のチカラについてお話しを伺います。 

キーワードは、「品質へのこだわり」  

国産米１００％で、かつその中でも良質な原材料で、鮮度にもこだわり、できた

てを提供しています。旺旺グループとの技術提携で米菓を世界へ発信しているこ

とや、南相馬の小学生とのコラボ企画などについてもお話しをお聞きしました。 

 

  「勝組企業の情報収集！ 

            ワンポイント通信」 

  第３３１号 :  ダイバーシティ   

  第３３２号 ： ストレスチェック知ってますか？ 

  

  「法律・税務・社会保険の 

        問題を解説 Ｑ＆Ａ」 

法律 ： ｢未成年のオンラインゲームの決済について」 

社労 ： 「ストレスチェックの準備 」 

税務 ： 「財産債務調書について 」   

 （写真右：岩塚製菓株式会社 槇社長さん） 

 

  「新潟・長岡の豆知識！ 

           米百俵クイズ」 

  １月 ８日分 ： 自動販売機の設置制限      

  １月２２日分 ： 長岡ナンバーで登録されている 

           車両の台数は？  

（写真：ＦＭ放送収録風景 小西 直美） 

「ＦＭワンポイント通信」 

放送日  

 FMながおか   ※毎週水曜 ８時０５分～  １７時５２分～ 

 

 

 

 

 

ラジオをお聞きの皆様に、経営に役立つ情報をわかりやすく、ワンポイントでお伝えしています。 
 

  ２月 ３日 「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 

 ２月１０日 「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 

 ２月１７日 「ストレスチェック知ってますか？」 

 ２月２４日 「教育資金一括贈与の範囲拡充！」 
 

 ※「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」は、各専門家によるフリートークです 

FMゆきぐに    ※毎週水曜 ８時１２分～ 

出演：髙野 洋子 

出演：山本 敦 

出演：小西 直美 

出演：金子 光 

ＦＭゆきぐに 

今月のひとこと  
   １月末をもって退職することになりました。最後の仕事に社内報作成という大仕事！！過去の社内

報を懐かしく見入ってしまい作業は思うように進まず・・・。自分の退職の記事を自分で書くのは、

とても違和感がありました。皆様今まで本当にお世話になりました。（清水） 

ホクギンMonthly 
㈱ホクギン経済研究所様より発行されている、ホク

ギンマンスリー「くらしと経営の相談室」というコーナー

に星野徹弁護士・藤井英雄税理士によるＱ＆Ａ形式

の記事が掲載されています。 

１月号掲載は＜法律編＞「家事調停で主張しな

かった生前贈与の主張」、＜税務編＞「青色欠損金

の繰越期間延長」です。  

是非ご一読ください。 

毎月一回(第３火曜日) 

長岡新聞にて、藤井英雄税理士の記事「虫の眼鳥

の眼」が好評連載中です。  

第３６回目の内容は、「車イスとベビーカー」。自分自

身が実際に体験してみることで、新たな発見があり、感

動が見えてくるものですね。改めて、相手の立場に立

つということを考えさせられる内容でした。 

次回は２月１６日(火)掲載予定です。お楽しみに。 

長岡新聞 

エフエム魚沼   ※毎週水曜 ８時２０分～ 

   燕三条エフエム ※毎週水曜 ８時０５分～ 
    （ラジヂオは～と）  
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