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グループ会議開催 

（写真：研修の様子） 

 ４月２２日（金）午後４時より当パートナーズＰＬＡＺＡの会

議室に於いて、定例のグループ会議を開催しました。折角会員の

方々にお集まりいただく機会にいつも通りの議題だけでは・・

と、外部の方の講話をお聞きする時間を設けました。 

 講師には最近石川県輪島市から長岡市に拠点を移された脱サラ

転身弁護士になられた“杉森芳博氏”をお迎えし、今までの経験

話をお聞きする事ができました。終始物腰の柔らかい口調は救い

を求める人にはとっても相談しやすい方の様な印象を受けまし

た。（小林） 

弁護士 杉森芳博 様 

 ＨＡＮＡメンタルマネジメントの

大﨑華子先生の指導の下、税理士法

人にて従業員のストレスチェック

を行いました。全体での説明後、

各自がパソコンにてストレス

チェックを

実施しました。自分の現在

のストレス状態を把握する

と共に、体験したことをお

客様にお話しできる良い機

会になりました。 

（写真：ストレスチェック説明会の様子） 

ストレスチェック実施説明会 

 

２ ど～ら 平成２８年５月１０日号  

４月２１日（木）にＰＬＡＺＡ内夢空間にて「相続対策・事業承継対策としての民事信託の

知識と事例」の社内研修が開催されました。講師の方は川嵜司法書士、蟹江税理士、プルデン

シャル生命 根津氏と信託についてそれぞれの分野でトップクラスで活躍されている方達でし

た。本を読んだ程度の知識しかなかった民事信託ですが、実務上の注意点や実際の事例、そし

て税務上の取扱い等を勉強する事が出来、大変に有意義な時間となりました。（阿部） 

 

テーマ：『相続対策・事業承継対策としての 

       民事信託（家族信託）の知識と事例』 

講 師：司法書士・中小企業診断士 川嵜 一夫 様 

    税 理 士                 蟹江 乾道 様 

    プルデンシャル生命株式会社 根津 剛 様 

日 時：４月２１日（木）９：３０～１１：３０ 

場 所：ＰＬＡＺＡ内夢空間 

受講者：２０名 

民 事 信 託 研 修 

 川嵜 一夫 様 

 蟹江 乾道 様 

 根津  剛 様 

 

＝外掃除再開＝ 
 

４月１２日（火）８：４５～９：００ 
 

 冬の間お休みしておりました外清掃をこの春、再開いたしました。 

天候にも恵まれた当日は、砂や落ち葉、ごみなどを回収しましたが、いつもよりごみ袋

の数が多いような気がしました。また今年の冬まで、毎月一回の実施予定です。 

＝今年もはじまりました！新潟大学ＭＯＴ＝ 

＝あなたは大丈夫？パスワードのこと＝ 

 新潟大学大学院技術経営研究科にて、パートナーズプロジェク

ト代表取締役・髙野裕が非常勤講師を務めております。毎月２回

の講義で、科目は企業会計です。今年の受講者は１５人、中には

外国人の方が４人いらっしゃいます。講義内容は、会計の仕組み

から損益計算書の読み方など、会計に関わる基礎的なことから学

び、最後には自分で分析ができるようになるというものです。 

 
“ＭＯＴ“とは 

 技術経営（ＭＯＴ）は「技術」と「経営」という２つの知識体系が有機的に結びつ

いて構築される概念です。（新潟大学ホームページより） 

 独立行政法人・情報処理推進機構（ＩＰＡ）は、恋愛漫画風

のポスター「パスワード―もっと強くキミを守りたい―」を４

月３日から９日までＪＲ原宿駅（東京）に掲示するという取り

組みを行いました。１コマ完結の全１５面の漫画になってお

り、でそれぞれにイラストとメッセージが描かれています。 

 ＳＮＳやフェイスブック、携帯アプリなどの普及により、若

者のパスワードに対する意識の低さを改善する取り組みだそう

です。弊社でもこのインパクトのあるポスターがホワイエ（Ｐ

ＬＡＺＡ内ロビー）に掲示されました。皆さんもこれを機に、

パスワードを見直してみませんか？ 

（写真：講義の様子） 
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 初めまして！日本政策金融公庫長岡支店の渡貫祥治です。４月より長岡支店へ

転勤で参りました。これからよろしくお願いします！ 
 新年度がスタートし、ソーシャルビジネス支援資金（保育サービス業や介護

サービス業を営んでいる方がご利用いただける制度）や海外展開資金・事業再編

資金など融資制度が拡充されているものもございます。詳細につきましては、お

気軽にお問い合わせください。 
 今年度も引き続き、毎月第１水曜日、パートナーズＰＬＡＺＡ内にて資金繰相

談会を行っております。相談会へのご参加もお待ちしております。 
日本政策金融公庫 

  長岡支店 綿貫さん 

桜 ギ ャ ラ リ ー 

今月のホワイエ 

残念ながら桜はすでに散ってしまってい

ましたが、庭から蛙の声が聞こえ、趣のあ

る風情でした。  

今年のギャラリーは、毎年恒例の髙野裕

の写真、両親の絵画に加え、カリグラ

フィー（西洋書道・飾り文字）の作品も展

示されていました。 

長岡大学の權（ごん）先生と学生さんた

ちによる十分杯レクチャーでは、杯の８分

目を超えて注ぐと中身がすべて零れてしま

う仕組みを、模型で実演しながら詳しく解

説していただきました。（小宮） 

ホワイエの空を 悠々と泳ぐこいのぼり 

  壁にはかわいいこいのぼりたちが 

♪～おもしろそうに およいでる～♪ 

 ～ご結婚おめでとうございます～ 
     

          

         税理士法人の従業員・髙野さんが 

           ４月に入籍されました。 

            おめでとうございます！ 
            

                     末永くお幸せに！！ 
（写真：髙野） 

日本では、“花見”と言えば桜見物が定番と

なっている。県内で有名な桜の名所は上越の高田

公園、長岡市内の名所は悠久山公園がある。最近

では外国人旅行者が多く、桜を見ることを目的に

日本を訪れる旅行プランが大人気らしい。桜の原

産地はヒマラヤ近郊らしいです。日本で有名な

「ソメイヨシノ」は江戸の「染井村」の造園師が

育成した花で、奈良県の「吉野山」のヤマザクラ

と区別するために命名した種なのだそうです。 
綺麗な花をみて楽しみ幸福感を十分に味わって

いるのですが、最後に必ず頭を過ぎるのは、どう

してか、林芙美子の詩のフレーズ「花のいのちは

みじかくて苦しきことのみ多かりき」と「いのち

短し、恋せよ乙女」（ゴンドラの唄）のフレーズ

である。 
可憐な「ソメイヨシノ」をみてそう感じてしま

うのは私だけでしょうか？ 
桜前線を追いかけて日本を縦断するのも一興か

と思っている今日この頃です。 

弁護士 

砂山法律事務所 

認知症で徘徊中の９１歳男性が轢死し、ＪＲ東海

が遺族に損害賠償を求めた事件につき、１審が妻子

に約７２０万円、２審が妻のみに３６０万円の支払

いを命じたところ、３月１日に、最高裁は、妻の損

害賠償責任を否定する判決を下しました。 

重症の認知症患者は、行動の是非を判断できない

ため、損害賠償責任を負いません。その代わり、

「監督義務者」が監督義務を果たしたかが問われま

す。本件では、監督義務者の解釈が争点となり、重

症の認知症患者につき、妻子は、当然には監督義務

者とならないと判断されました。認知症患者の増

加、介護の困難性等の社会事情を考慮してなされた

判決だと思います。 

判決内容が認知症介護に関する前例となることか

ら、当事者は、関係団体の支援を受けた上で、利益

衡量度外視で結果を求めたのだと思います。逆転勝

訴は通常得難いため、当事者の気概に感動を覚えま

す。なお、本件判決により、今後、認知症患者が原

因となる事故については、自然災害のような扱いに

なることが多くなると思われます。 

「認知症介護に関する、最高裁判所判決 」の定義とは  

髙野 洋子  砂山 雅人  

社会保険労務士 

「徒然なるままに・・・ 」 

代表社員 所長 

 

   我が家のお宝はなんといっても

４月に生まれた「初孫」です。最

近は夜泣きがひどく娘を悩ませて

いますが、私にとっては寝た子も

起こしたくなるほどかわいいかぎ

りです。ウン十年ぶりに我が家に

赤ちゃんの泣き声が響き、娘と３

人、時々旦那、猫３匹と幸せな時間もお宝かな。 

 ところで最近家で見つけた古い切手の収集帳２冊、中はインドネシア

の切手と中華民国、日本の切手が納められていました。もし価値がある

ものだったら孫に何か買ってあげたいので誰か鑑定をお願いします。 

第３０回 長谷川 加代子 

 
我が家に 

   眠る宝物 
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燕三条エフエム 

    

 

  

お知らせ 

（写真：丸山 建） 

「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。 
 

５月 ４日  「償却方法が定額法に一本化されました」 
５月１１日  「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 
５月１８日  「デザインでスムーズなコミュニケーションを実現」 
５月２５日  「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 
   

 ※「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  

出演：樋口 秀美 

出演：長谷川 幹 

出演：丸山 建 

出演：藤井 英雄  

ＦＭゆきぐに 

今月のひとこと  
   みなさんはゴールデンウィークどのようにお過ごしでしたか？今年は北陸方面へ出掛けることが多く、

ゴールデンウィークも富山県に行ってきました。その日は蜃気楼の町魚津市の海岸では40％の出現率という

ことで、大勢のカメラマンがシャッターチャンスを狙ってずっと待ってました。チャンスを掴むには忍耐力

が必要なのだと思いながらその場を後にしました。（小山） 

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、藤井英雄税理士よるQ&A形式の記事

が掲載されています。 

４月号掲載は＜法律編＞「改正個人情報保護法に

ついて（第３回）」、＜税務編＞「所得税還付申告と更

正の請求」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３９回目の内容は、「広がる世界」。人は同じ趣味嗜

好を持った人とはすぐに意気投合できるが、自分と違うタ

イプの人は避けてしまいがちになります。しかし拒まず接

することで、共感できることが見つかるかもしれません。 

次回は５月１７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）  

↓ ホームページにて掲載中 ↓＜ http://www.3d-m.jp/＞ ☞ 
  

 「法律・税務・社会保険の 

      問題を解説 Ｑ＆Ａ」 

  法律 ： ｢過払い金？ 何のこと！」 

  社労 ： 「緊急業務中の災害について」  

   税務 ： 「青色専従者への退職金は経費になる」

 

 「新潟・長岡の豆知識！ 

        米百俵クイズ」 

 

  ５月 ８日分 ： 平成２８年４月に新卒採用を実施した 

           企業の割合は？      

  ５月２２日分 ： 長岡市への転入者、どこからが多い？ 

 

「勝組企業の情報収集！ 

   ワンポイント通信」 
 

 

  第３３７号 :  健康保険料の上限額が 

         上がります！   

  第３３８号 ：償却方法が定額法に 

         一本化されました  

※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 金曜日 ８：３０～ １２：００～ １７：３０～ ２０：３０～  ２４：３０～    

長岡の情報満載フリーペーパー『まるごと生活情

報』、三条の地域密着情報誌『まるごと県央！』。  

今回は私たちに旬な情報を届けてくれる企業・生活

情報新聞社の長原信幸社長にお話しを伺います。  （写真右：生活情報新聞社 長原信幸社長） 

    日曜日 ２３：３０～  

  ※毎週水曜 ８時１２分～ 


