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情報 
■拝啓経営者殿  ■公庫からこんにちは！ ■周年記念パーティー 

■今月のトピックス 「年末大清掃・仕事納め」「お宝探偵団」 

■お知らせ 「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」「ＦＭワンポイント通信」 

          「長岡新聞」「今月のひとこと」 

特集 
 

2017年 グループ会社の各代表の新年挨拶 

 謹賀新年、平成２９年の幕開けとなりました。 

 ここ数年、「想定外」の出来事が発生しています。昨春に九州地方で熊本地

震が、昨夏に北海道十勝地域で大洪水が、トランプ米大統領、米山新潟県知事

等…です。平成２９年も、同じです（『平成』３０年は、あるのでしょう

か）。過去の経験が活かせない年となるでしょう。 

 一方、少子・高齢化、人口減少、ＩＴの進展（人工知能の時代）、増税の趨

勢は、変わりません。過去の経験に囚われず、時代の趨勢を見て、直感・感性

を信じて生きて行く時代、重荷を背負うて、下り坂を下りながら、（お金の掛

からない）生きがいを見つける時代でしょうか。自助・共助・励まし合いで

生き延びましょう。未来は、必ず、あります。 

「冒険心〜大航海時代！ 」 
 企業も個人も、リスクが低くて効率の良い道を選択し歩んできたケースが多

いように感じる。つまり船に例えると定期航路的な航海していたことになる。

しかし、第４次産業革命と少子超高齢化による人口減少の時代は、今までの延

長線上で進むことはできない。目的地は見えづらくなり、リスクを避け続けて

いては進むことすらままならない状況となる。しかし逆に考えれば、大海原に

航路は無限にあり、新たな人・文化・情報・市場との出会いがあるとも考えら

れる。アンテナを高く冒険心を持って大航海時代を生き抜くチカラを身に

つけよう。 

 あけましておめでとうございます。 

今年は注目すべき事項が３つあります。１つ目は６５歳以降の高年齢者も

雇用保険加入が義務となります。２つ目は育児に関する休業等、介護離職を

防ぐために介護休業等の条件が緩和され取りやすくなるように改正された。

３つ目は原則２５年の保険料納付が必要であった年金受給が８月から１０年

の条件で可能となることになりました。 

今後も情報の提供を心掛けたいと思っています。今年もよろしくお願いい

たします。 

パートナーズプロジェクト税理士法人  代表社員 藤井 英雄 

パートナーズプロジェクト社会保険労務士法人  代表社員 髙野 洋子 

高野・星野法律事務所   所 長  高野 毅 

 新しい年を迎えて、心新たに前に向かって進みたい。 

 さて、今年は「地域で生きる」をテーマに活動を進めたいと思っている。

そのためには、まず地域の良さを知ることから始まる。我々は地域の宝のうえ

に立っている。地域の良さを知るためには、他と比較してみることが認識

への第一歩だと考える。積極的に他を見て、自分たちの地域と比較してみる

と良さが見えてくる。そんな気持ちで今年も頑張っていきたいと思っている。

本年もよろしくお願いいたします。 

 
株式会社パートナーズプロジェクト  代表取締役 髙野 裕 
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「ココロを動かすデザイン」で地域資源を世界ブランドへ 

「地域の再生はなくして、日本の成長はない」と言われている中、地域のみなさ

まに元気になってもらいたいと思います。地域資源を全国・世界に発信していく

ためには「デザイン」は重要なキーポイントです。私たちネオスは、コミュニ

ケーション・デザインを通して、地域の企業様の成長・発展に貢献して参りた

いと思っております。  

株式会社ネオス  代表取締役 山本 敦 

 新年明けましておめでとうございます。 

 今年は米国大統領の交代、昨年末来の韓国朴大統領の弾劾問題。大統領が代わ

ると世界景気に何らかの変化が起こると言います。これが良い方向へ日本に影響

することを期待しています。私個人も健康第一に焦らず穏やかな一年を送りたい

と願っています。本年も宜しくお願い致します。 

 

司法書士大野豊事務所  所長 大野 豊 

 あけましておめでとうございます。 

 当事務所は会計事務所業界のトヨタではなくスバルを目指しています。そのた

めに今年も、人と出会い、人に教わり、謙虚に人に尽くします。本年もよろし

くお願いいたします。 

 

税理士法人近藤まこと事務所  代表社員 近藤 信 

 昨年は、日経平均、円相場、原油相場等の変動が激しく、翻弄された１年でし

た。今年も、トランプ米大統領の政策をはじめ様々な問題に振り回されそうで

す。 

 日本経済が、確実な成長軌道にのることを期待します。 

 今年１年、よろしくお願いします。 

 

丸山公認会計士事務所  所長 丸山 克巳 

 新年、あけましておめでとうございます。 

 従業員ひとりひとりの生産性が向上するために、心身ともに健康で働けるよ

うな環境づくりを、今年も全力でサポートします。 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

ＨＡＮＡメンタルマネジメント  代表 大﨑 華子 

 明けましておめでとうございます。 

 パートナーズプロジェクトに関わる皆様方と、更に連携を深め、依頼者様に、

適切・迅速な法的サービスを提供していきたいと考えております。 

 今年もよろしくお願い致します。  

                          

砂山法律事務所  所長 砂山 雅人 

 新年、明けましておめでとうございます。 

 最近は登記業務以外の仕事も依頼されることが多くなりました。お客様の要求

にお応えするとともに、さらにもう一つお客様のためにできることがないか
を心にとどめて日々精進して参ります。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

司法書士法人長谷川合同事務所  代表社員 長谷川 幹 

新年明けましておめでとうございます。 

 昨年末、「私の事務所の従業員から弁理士を出す」という私の願いがついに叶い

ました。したがって、今年から私の事務所には、私を含め弁理士が４人となりま

す。夫々専門は化学、電子、機械及び電気の４分野で、私の予定していた特許の全

分野をカバーできる万全の体制となったのです。嬉しい限りです。 

 したがって、本年は吉井国際特許事務所、前進あるのみです。本年もよろしく

お願い申し上げます。 

吉井国際特許事務所  所長 吉井 剛 

新年あけましておめでとうございます。 

 ２０１７年の私のテーマは、「仕事は趣味、運動は義務、健康は財産」です。

自分がいい状態にないといい仕事をすることはできません。 

常にお客さまのことを考えていますが、今年は自分のことも考えていきたいと思いま

す。 

今年もどうぞよろしくお願いします。 

ターナルアンドパートナーズ 代表 中俣 誠 

弊社の理念である“風を生む場を創る”、“風を生む人を創る” に、今年から、 

“風を生むときを創る” を加えます。 

「場」・「人」創りは勿論、今年は機会やきっかけといった「とき」創りについ

ても取組み始めます。 
 

株式会社ＧＦＮ  代表取締役 五味 由紀子 

あけましておめでとうございます。今年は、「中小企業等経営強化法」に基づき、

中小企業の経営力向上のため、中小企業の皆様の「経営力向上計画」策定を強力

にご支援申し上げます。 

今年もよろしくお願いします。 

税理士相田哲事務所 所長 相田 哲 

 

 あけましておめでとうございます。昨年は日本のスポーツ選手の活躍に多くの感

動をいただきました。リオオリンピックを始め、各種世界大会で柔道、卓球、バト

ミントン、体操、スケート、水泳と日本を代表しての活躍は本当に素晴らしいもの

でした。その選手達の小さい時からのたゆまぬ努力と精神力には心からエールを送

りたいと思います。私達もそれに及ばないまでも皆様のお役に立てますように研

鑽・努力し今年一年を進みたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

高橋調査設計株式会社  代表取締役 髙橋 利春 

明けましておめでとうございます、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

今年のテーマはただ一つ、“黒字化支援”です。高い志を抱いて起業された社長

さん、誰しもが黒字経営を目指して欲しい。 

私たちにも出来ることがあるはず、欲張らず一点突破で臨みたいと思います。 

 

株式会社経営ブレインサポートセンター 取締役会長 小林 富佐夫 

新年おめでとうございます。これまでは、企業再生や生産管理、ＢＣＰなどが中心で

したが、今年は更に「ＩＴ支援」を重点化したいと考えています。システム導入支

援だけでなく「活用支援」にも取り組みます。よろしくお願いいたします。 

 

中小企業診断士山崎勝雄事務所 代表 山崎 勝雄 
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 １２月９日（金）に、毎年恒例となりました移

転周年パーティがＰＬＡＺＡ内にて開催されまし

た。今回も多くの方に参加していただき、大盛況

のうちに終わらす事ができました。 

 今回からプラザユニットが主催となり、ちょっ

としたハプニングもありましたが、変わりバー

ジョンのビンゴゲームが皆さんに結構受けて、楽

しんでいただけたのかなと思いました。 

                （藤澤よ） 

（写真：グループ会議の様子） 

 第２回経営改善計画策定支援についての、グループ内での勉

強会、情報交換会が開催されました。 

   日 時：１２月９日（金） １５：００～１６：３０ 

   講 師：エビス・コンサルティング 

       代表 上村 修様（中小企業診断士） 

   テーマ：経営改善計画策定支援のノウハウ 
（写真：勉強会、情報交換会の様子） 

 １２月９日（金）１６時３０分より、ＰＬＡＺＡ内・夢空間

を会場に、グループ会議が開催されました。 

 当日は１４名の方が出席され、グループ会員の皆様の近況報

告をしていただきました。２８年度最後のグループ会員の情報

交換の場となりました。 

あけましておめでとうございます。 

「ポスト２０２０」まであと３年。今年は「かつてない３年の始まり」と言われ

ていますが、「諸行は無常である」ので殊更に大仰に変化を意識することな

く、「べき論」を捨て出来ないことはやらないと決め、自然体に心を広く

もって過ごしていきます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

渡辺佐千雄税理士事務所  所長 渡辺 佐千雄 

 

企業の持続的な成長には経営革新が欠かせません。 

２０１７年は、中小企業・小規模事業者の新たな挑戦である経営革新をこれ

まで以上に強力にサポートします！ 

 

コアコンサルティング  代表 土田 正憲 

 

「心・技・体 」 
「心技体」とはスポーツの世界で使われる言葉としてよく知られています。テニ

スの錦織圭選手も世界一を目指すために「心」の強さを高めたいと言っていま

す。 

私も新年にあたり強い意志と優しさ、勉強そして健康維持に努めてお客様企業

の発展に貢献したいと念願しています。 

 

県央つばさコンサルティング  代表 野水 敏勝 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、ワーク・ライフ・バランス推進企業として人材育成の観点から、各企業

にて出張セミナーやコンサルティングに取り組んでまいりました。 

今年は、益々、先行き不透明な経営環境のもと、「当たり前のことを当たり前

に愚直に行動する」こと、「『凡事徹底』に徹すること」を念頭に、多くの

お客様のニーズにお応えすべく、より一層尽力してまいりますので、昨年同様の

ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

株式会社エム・エスオフィス  代表取締役 笠原 廣 

新春講演会開催 
 

毎年、弊社で開催しております新春講演会。２０１７年のチラシが

完成いたしましたので、お知らせいたします。 

 

日付：２０１７年２月２日（木） 

時間：講演会 １５時～１７時４５分 

   懇親会 １８時～１９時４５分 

会場：ホテルニューオータニ長岡２Ｆ（講演会・懇親会とも） 

会費：講演会１社様 ３，０００円 

   懇親会１名様 ２，０００円 

※会費は当日会場にてお受けします。上記は全て税込です。 

 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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    日曜日  ２３時３０分～  

お知らせ 
 

 

 １月１１日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 

 １月１８日 「公社債投信等の譲渡損失と 

        上場株式の譲渡益との損益通算」 

 １月２５日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 

 ２月 １日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 

 ２月 ８日 「Ｐ’ｓＰ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。 

（写真：ＦＭ放送収録風景 髙野 健太郎） 

出演：藤井 英雄 

出演：髙野 健太郎 
 

出演：高野 毅 

出演：髙野 洋子 

出演：山本 敦 

ＦＭゆきぐに 
燕三条エフエム 

 放送日 

 ●ＦＭながおか 毎週水曜 ８時０５分～・１７時５２分～     ●エフエム魚沼   毎週水曜 ８時２０分～ 

 ●ＦＭゆきぐに 毎週水曜 ８時１２分～             ●燕三条エフエム  毎週水曜 ８時０５分～ 
                                  （ラヂオは～と） 

「ＦＭワンポイント通信」 

    （写真右： ㈱GFN 五味由紀子社長） 

 

今回は税理士、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士な

ど、企業をサポートしている専門家の方々に２０１７年に注目すべ

きキーワードをお聞きします。 

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

放送日 金曜日   ８時３０分～ １２時００分～ １７時３０分～ 

         ２０時３０分～ ２４時３０分～    

長 

岡 

新 

聞 

毎月一回(第３火曜日) 

長岡新聞にて、藤井英雄税理士のコラ

ム「虫の眼鳥の眼」が好評連載中です。  

第４７回目の内容は、「夫婦の税金」。 

共働きが増え、専業主婦が減る現在。

税金の見直しに注目が集まっています。銀

＆金婚式時に特典を得られたらいいという

話を紙面でしていますが、みなさんはどん

な特典だったら嬉しいですか？ 

次回は１月１７日（火）、２月２１日（火）に

掲載予定です。お楽しみに。 

 

今月のひとこと 
皆さんは初夢を見ましたか？縁起のいい初夢として『一富士、二鷹、三茄子』と言いま

すが、その続きがあるのをご存知ですか。『四扇、五煙草、六座頭』と続くそうです。今の

時代にそぐわないものもあるようですが、何にせよ今までに私の夢には現れたことがあり

ません。（小山） 

ホームページはこちら ☞ ＜☞ 
日本政策金融公庫 

  長岡支店 渡貫さん 

 当事務所の原さんからいただいたガラ

スのお皿（ブルーとグリーン）です。 

デザイン、色が綺麗なので観賞用として

玄関脇の棚の上に飾っています。また、

写真には載せていませんがグラスも２つ

いただいておりましてこちらは毎日愛用

しています。どちらも永く大切に使用し

ていきたいです。 

     

第３８回 佐藤 太洋    

 
我が家に 

   眠る宝物 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうござい

ます。 

平成２９年１月８日に東京大

学本郷キャンパスにおいて、

日本公庫が開催する、「高校

生ビジネスプラン・グランプ

リ」の最終選考が行われま

す。年々参加校・プラン数は

増えており、若い世代の起業

への関心度が高まっていることを感じます。高校生な

らではの柔軟な発想から生まれたビジネスプランにご

期待ください。 

また、今年も毎月第一水曜日にプラザ内にて相談会を

行っております。お気軽にご利用ください。 

 

 

今月は、こちらのお二人の記事が掲載されています。弊社ホーム

ページにて毎月更新しております。是非ご覧になってください。 

 

株式会社パートナーズプロジェクト 

 中小企業診断士 

 税理士      髙野 裕 

「ローカルブランドを目指す」 

 

砂山法律事務所 

 弁護士  砂山 雅人 

「債務者財産の開示制度に 

      関する法律改正 」 

ホームページはこちら    ＜http://www.3d-m.jp/＞ ☞ 

 

今月のトピックス 

 
 

年
末
大
清
掃 

12月28日 

今年最後の大清掃

が行われました。 
 

新年を迎える 

準備も進行中!！ 

 

大清掃の後のPLAZA終礼 

皆さま大変お疲れ様でした！ 

締めは一本締めで 

よぉ～パチチ・・・♪ 

日本政策金融公庫 

  長岡支店 渡貫さん 

 


