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新春講演会開催 

 ダイバーシティとは多様性のことである。単一組織の単一価値で

の経営に行き詰まり感がみられる昨今、ダイバーシティの考え方を

取り入れることは必然ともいえる。組織に根づかせるためには「渦」

を作り出すという視点が新鮮だった。（横田） 

 毎年恒例の米百俵プログラムでは、最近話題のフェイスブックを活

用した事柄や景品表示法等々内容は多岐に渡りましたが、参加さ

れた方が大変興味を持たれる内容でした。途中、会場から吉井先

生のサプライズ解説があるなど、充実した内容でした。（上村） 

日 時：２月５日（金） 

場 所：ホテルニューオータニ長岡 

 講演会１１４名・懇親会９７名 

    

～お客様の声～ 
・タイムリーな演題でおもしろかった  

です。 

・すぐに職場に活かせる知識を習得でき

ました。大変わかりやすかったです。 

・マイナポなど最新情報が得られた。 
  (マイナボとは・・マイナポータルの略。 

   インターネット上で自分のマイナンバーに関する情報に 

                 アクセスできる行政サービスです。） 

司会進行 

税理士 藤井 英雄 

税理士 藤井 章雄 

社会保険労務士  

    大谷 実 

弁護士 星野 徹 

公認会計士 

  丸山 利彦 

弁理士 吉井 剛 

中小企業診断士・税理士・ＩＴコーディネーター 
               髙野 裕 
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 懇親会に参加させていただきました。既に顔見

知りの方は勿論、あまり面識が無い方々も楽しそ

うにご歓談されていました。お客様が一人になら

ないよう、スタッフも会場内に目を配っていて良

かったと思いました。大きなハプニングもなくス

ムーズな運営ができたことに、当社スタッフとホ

テルのスタッフの方に感謝いたします。 

                 （小林ゆ） 

～運営スタッフより～ 

サプライズライブに協力して下さったユニッ

トメンバーをはじめ、休憩中にピアノの演奏を

して下さった笠原さん大変ありがとうございま

した。 

「サプライズライブなだけに、あっと驚くよ

うな演出をしたい。けどピアノを動かすことは

容易でない。さてどうしようかと・・・・。」

講演ぎりぎりまで演出が決まらず、ご迷惑をお

掛けしましたが、当日は笠原さんの演奏と、杵

淵さんの歌声、金山さんの演奏が素晴らしかっ

たもので、結果大成功だったと思っておりま

す！皆様大変ありがとうございました！ 

               （髙野健） 

開会挨拶：高野 毅 

 中締め：吉井 剛 

ピアノ演奏者 金山 志保様 

声楽家 杵淵 直子様 

 今年のサプライズライブは声楽家 杵淵直子様とピアノ演奏者 金山志保様

より唱歌などをご披露頂きました。弊社髙野裕より「日本の曲を是非」との

要望により、私達にもなじみのある曲を選曲していただき、なつかしさと透

き通った歌声に大変感動しました。 

乾杯挨拶：長岡造形大学 

    学長 和田 裕様 

お越しいただいたお客様！ 

第２部にて三択問題にお答えいただきました。 

司会：目黒 講演会開会挨拶：髙野 洋子 
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主 催：上越市 後 援：上越ものづくり協議会 

講 師：髙野 裕（中小企業診断士・税理士） 

日 時：２月８日（月）１０：００～１６：００ 

場 所：上越市市民プラザ 第２会議室 

受講生：２５名 

経営者の役割とはなにか、を考えるセミナーでした。

“決算書の裏には人がいる”ということを念頭に、決算書

の読み方や財務分析を行いました。（金子） 

経営者・管理者向け 

経営力向上セミナー 

（写真：髙野 裕 セミナーの様子） 

主 催：朝日酒造㈱ 松籟塾 

講 師：藤井 英雄（税理士） 

日 時：２月１６日（火）１１：２０～１２：２０ 

場 所：朝日酒造㈱ 

受講生：１３名（久保田契約酒販店後継者） 

決算書と経営分析 

（写真：藤井 英雄  

   セミナーの様子） 

 昨年に引き続き、松籟塾の講師を務めさせていただき

ました。  

 松籟塾は、朝日酒造様の契約酒販店の後継者育成の塾

です。４回のコースのスタート日で、緊張とやる気がみ

なぎった会場の雰囲気でした。当日は質問も出て熱心に

お聞きいただきました。  

 夜は、懇親会にもお邪魔して、全国各地からお集まり

いただいた塾生の方々と楽しく過ごさせていただきまし

た。（藤井英） 

主 催：新潟県電気工事工業組合 

講 師：髙野 裕（中小企業診断士・税理士） 

日 時：２月１２日（金）１０：００～１７：３０ 

    ２月１３日（土） ９：００～１６：３０ 

場 所：中小企業大学校三条校 中教室 

受講生：１４名 

リーダーシップとはなにか、ということをテーマにグルー

プディスカッションで学ぶセミナーでした。それぞれ課題を

通じて、問題点と対策を考え、最後にグループごとに発表し

ました。（金子） 

リーダー育成セミナー 

受講者の皆様と一緒に 
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左：砂山法律事務所 砂山 雅人弁護士 

右：㈱パートナーズプロジェクト 髙野 裕 

 ２月５日ニューオータニ長岡におきまして、新春講演会開始時間までの約１時間半という短い時間

でしたが、今年度第１回目のグループ会議が開催されました。情報交換を交えながらの昼食会で始ま

り、各社近況報告・新会員「砂山法律事務所」の調印式セレモニーを含めた議事を無事終了すること

が出来ました。本年も会議へのご出席をはじめ活動にご協力をお願い致します。（小林ま） 

日 時：２月５日（金）１３：１５～１４：３０ 

場 所：ホテルニューオータニ長岡 

 

  
 私のお宝は、「幸せの蛙」の置物

です。５～６年前に市内の雑貨屋さ

んで買いました。身長約１７セン

チ、腹囲約３０センチ、股下約５セ

ンチの笑顔の素敵な蛙に、私は一目

惚れでした。確か「お腹を優しく

触ってあげると幸せになれる」と、

テロップに書いてありました。最近

発見しました。中二の息子が、玄関

に置いてあったこの蛙のお腹を触って、「行ってきます♡」と挨拶して学校に

行く姿を。その後、追跡調査をしたところ、高三の娘が、外出時、帰宅時

に、蛙の頭を撫でている姿を。もしかしたら、この蛙が我が家を守ってくれ

ているのかもしれないと、お宝探偵団の宝探しを通して、最近思ったところ

です。 

第２８回 高野 朋子 

 
我が家に 

   眠る宝物 

会議の様子 

 

～講演会準備の様子～ 
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 土地の相続を受けたら、その土地は何処にあっ

て、境界標はしっかりしているのか確認しておく事

をお勧め致します。 

 境界はブロックを積んだ所もあるが境界標は無く

この辺である、とか この水路からこの道路までが

境界だ、等とはっきりとした境界標が無いと、大変

です。たとえば、その土地を売却したいと思っても

境界標が無く測量図も無いと、安価に値切られた

り、又は測量する期間と費用が必要となり思った通

りに進めることができません。 

 先日は亡くなられた親が知人に昔住んでいた土地

を売ったがその人が家を建てようとして銀行に話し

たら、一部他人の土地が入っているので家が建てら

れない、という事が分かって買い戻しさせられた、

という事があって調べると、隣の人と先代同士で不

整形の土地を交換して登記をしていなかったという

事が分かり、子供同士で話し合わなければならない

という事がありました。 

 調べるにはまず法務局に行って所有する地番の更

正図をもらって、その形状の通りに現地があって

角々に杭が入っているかを確認しておけば安心だと

いう事です。 

 この事が自分で出来ない、面倒だという事であれ

ば私達土地家屋調査士に気軽に相談してみたらいか

がでしょうか？ 

2014年の私たち日本人の平均寿命は女性86.83歳、

男性80.50歳でともに過去最高を更新するとともに、

女性は3年連続世界一、男性は前年の4位から3位にな

り、世界有数の長寿国になりました。これから考える

と2014年生まれの女性の半数近くは90歳の卒寿を迎え

るであろうし、中には120歳、130歳という人もでてく

るのではないでしょうか。 

では、企業の平均寿命はどのくらいなのか? 以

前、日本の企業寿命は30年という説が話題になったこ

とがありますが、これらの正式な統計資料はありませ

ん。しかし、リサーチ会社の調査によると、2014年の

倒産企業の存続年数の平均(平均寿命)は23.5年で前年

より0.1年縮まり、長期的にみれば短命化していると

のことである。 

 人間は長寿化傾向、企業は短命化傾向!これでよい

のか考えさせられる。日本特有の長期的視点で経営を

考え、家族・社員や社会の利益を重視するという考え

は通用しないのであろうか? 

いや決してそうではないと思う。企業は一度生まれ

ると「死ぬ」ことが予定されていません。貴重な働く

場であり、社会に有益な商品・サービスを提供する源

泉です。そのために倒産や廃業をしないように、半永

久的に継続していくことが社会的責任です。改めて

ゴーイングコンサーン(継続企業)を考えてみましょ

う。 

「企業と平均寿命」  

高橋 利春 

代表取締役 

土地家屋調査士 

「相続と境界」 

江部 誠一 

中小企業診断士 

医業経営コンサルタント 

高橋調査設計株式会社 

 パートナーズＰＬＡＺＡ入口の自動

ドアにネオスさんがデザインしたロゴ

マークが入りました。ガラスが透明だ

とわかりにくくぶつかってしまう危険

性があるため、わかりやすくするため

という配慮ですが、少しデザインが変

わっただけで何か新しい社屋の様？！ 

デザインのチカラですね！ 
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 ２月３日に、プラザ内で「日本政策金融公庫の概要と創業支援」

をテーマに勉強会を開催いたしました。大勢の方に参加していただ

きありがとうございました。公庫の制度を上手に利用して頂き、経

営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。 

 また、公庫の公式ホームページ上には、経営Ｑ＆Ａやビジネス

マッチング等、経営に役立つ情報が揃っていますので、是非ご覧く

ださい。 

 毎月第一水曜日の資金繰相談会も引続きパートナーズＰＬＡＺＡ

内にて行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 日本政策金融公庫 

  長岡支店 平野さん 写真：勉強会の様子 

初めての池の平でしたが、幅が

広くとても滑りやすかったで

す。ただ、約半分は休憩してし

まいました。（野澤） 

 

２年ぶりにウィンタースポーツ同好会が会員もパワーアップして戻ってきました。 

当日は天候にも恵まれ、頂上から雪山が一望。楽しいひと時に心もリフレッシュできました。 

 今年もお雛様の時期がやって参りました！ 

 お客様から「またこの時期がやってきましたね～。１年はあっという間で

すね！」とのお声をお聞きし、お雛様で３月を感じることができます。 

 また来年もパートナーズＰＬＡＺＡでお雛様に会いましょう！ 
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燕三条エフエム 

    

 

  

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」 

放送日 月曜１４：００～ 火曜６：３０～ 水曜７：００～ 木曜２３：３０～ 金曜１７：３０～ 

今回は、患者の立場に立って納得できる医療サービスを提供すべ

く、医療・介護・福祉の面で密接な連携を図って地域医療に取り組んで

いる長岡医療と福祉の里から、医療法人 崇徳会の田宮崇理事長、森

啓顧問にご登場いただきます。 

 

  「勝組企業の情報収集！ 

            ワンポイント通信」 

 第３３３号 :教育資金一括贈与の範囲拡充！   

 第３３４号：直系尊属からの贈与 税額が安くなる場合が！ 

  

  「法律・税務・社会保険の 

        問題を解説 Ｑ＆Ａ」 

法律 ： ｢保証債務と相続について」 

社労 ： 「ストレスチェックの実施 」 

税務 ： 「中古機械装置の減価償却費 」   

 （写真中：田宮 崇 理事長 写真右：森 啓 顧問） 

 

  「新潟・長岡の豆知識！ 

         米百俵クイズ」 

  ２月 ８日分 ： 長岡市の避難所の地域区分はいくつ？      

  ２月２２日分 ： 長岡市に滞在するブラジル人は何人？ 

            

（写真：ＦＭ放送収録風景 髙野 健太郎） 

「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。 
 

  ３月 ２日 「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 

 ３月 ９日 「直系尊属からの贈与 税額が安くなる場合が！」 

 ３月１６日 「ペットの公共交通機関利用について」 

 ３月２３日 「髙野裕社長のヒロキ心で見渡せばの時間」 
   

 ※「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：砂山 雅人 

出演：髙野 健太郎 

出演：星野 徹 

出演：髙野 裕 

ＦＭゆきぐに 

今月のひとこと  
  

 入社当時担当をしていたど～ら編集部に約５年ぶりに戻ってきました。久しぶりの作業、楽し

いです！普段は数字とにらめっこの世界で、このような写真や色や配置を考える作業は気分も

変わり、夢中になってしまいます。右脳が活性化されますね！（樋口） 

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・藤井章雄税理士によるＱ＆Ａ形式

の記事が掲載されています。 

２月号掲載は＜法律編＞「改正個人情報保護法

について＜第１回＞」、＜税務編＞「確定申告留意

事項」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３７回目の内容は、「佐藤さんと鈴木さん」。財産

は表面上の数字で判断はできず、資産と負債のバラン

ス、財産の内容、そして将来も見なければなりません。

もう一度、ご自身や御社の内容を見直してみません

か？次回は３月１５日(火)掲載予定です。お楽しみに。 

長岡新聞 

ＮＥＷ！ 

ＮＥＷ！ 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～ 
    （ラヂオは～と）  
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