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最優秀賞授与（江口月姫さん）　岩船小学校朝会にて

税務署長賞授与（佐藤心美さん） 関川小学校校長室にて

第 66 号
（春号）

第８回小学生の「税に関する絵はがきコンクール」
　（公社）村上法人会女性部会では、税金は毎日の生活の中でどのように役立っている
かということを小学生に知っていただき、理解と関心を深めていただくために郡市内小
学６年生を対象に租税教育の一貫として「税に関する絵はがきコンクール」と青年部会
が主体の「租税教室」と共に実施しております。令和２年度は、小学校４校から66名の
児童から応募がありました。
〈応募校〉�岩船小学校、瀬波小学校、保内小学校、関川小学校
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　公益社団法人「村上法人会女性部会」が税務署管内
の小学六年生に呼びかけた、税に関する全国「絵はが
きコンクール」に繋がる取り組みが八回を数えるまで
になりました。審査会として令和３年１月22日金曜日
に、来賓の鈴木昭弘村上税務署長様、蟻塚広志統括国
税調査官様始め、今井栄一村上法人会会長、岩間美果
部会長、そして理事の皆様と共に、審査させて頂きま
した。今回は、例年にない大雪の中、そして今まで世
界中が経験したことがなかった新型コロナ感染症拡大
の心配の中、万全のコロナ感染症の対策のもと行われ
ました。このコロナ禍の中、以前より参加作品は少な
かったものの、寄せられた力作に審査員の方々から毎
回のことながら感嘆の声が上がりました。村上法人会
青年部会の税の学習会もままならない環境の中よくぞ、
こんなにも参加頂き、応募くださった児童の皆さんや
支えて頂いたご家族、学校の先生方に心から感謝する
声が上がりました。どの作品も「税の大切さ」や「税
の果たす役割」を、その全てをはがきの中に絵や言葉
で表現されておりました。今までの入賞作品を参考に

それぞれ創意工夫がされており、使用する筆記道具も
色鉛筆やクレヨン、サインペン、ポストカーラーと様々
で、縦書きや横書きと内容によって工夫され、毎回、
技術や紙面構成も上達しています。さらに内容も自分
や親が払った税金が福祉や教育などに大きく役立って
いることを学び、自分のことと捉えている作品が増え
てきたことは、大変素晴らしい成果と感じました。今
回はコロナの影響で表彰式が出来なく優秀校２校に出
向いて表彰をさせて頂いたと事務局からお聞きいたし
ました。それぞれの学校では是非とも全校生徒の前で、
子ども一人一人の努力に敬意を払い、校長先生から授
与して頂けたら、子ども達も喜ぶと感じております。
やはり、どんなことでも子どもは、自分の努力に対し
て大人たちが敬意を払い、認め褒め称えてくれること
を望んでいると思うのです。そのことが子ども達の自
尊感情や自己肯定感を高め、いじめをしない、いじめ
があっても止める子を育て、色々なことに失敗を恐れ
ず、挑戦し、皆の幸せを考える人にと成長させるのだ
と考えています。この絵ハガキコンクールの一連の流
れは、教育活動であり、地域の子どもを健全に育てる
一助になっていると確信いたします。この活動が児童
にとって更に、掛け替えのない事業になっていくこと
を期待しております。

（新発田市教育長）
審査委員長　工藤ひとし 　

税に関する絵はがきコンクール
審査会を終えて

挨拶する工藤審査委員長

真剣に会議中の風景

審　査　風　景

会員増強運動最終報告（共益・厚生委員会）
　法人会では、去る２月25日に共益・厚生委員会を開催し、
会員増強運動期間中（９月～12月）の成果を各支部役員から
報告がありました。ちなみに期間中の増減は、関川支部１社、
村上支部３社、朝日支部１社、山北支部１社で期間中６社の
増となり、目標である純増10社に対し６社にとどまり今少し
の結果となりました。今後とも会員拡大にご協力お願いいた
します。
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だくために小学校に訪問し講義をします。この活動は、
全国の法人会青年部会でも活発に行われており、未来
を担う子供達に税金の大切さ、税金を通じての社会と
の関わりを知ってもらうことにより、社会の貢献に繋
がっていると実感しております。
　授業の内容としては、主にパネル等を使ったレク
チャーを中心に行いながら進行し、アニメDVDの視
聴・１億円レプリカの体験をしてもらいます。税金が
どのように使われているか、納税の大切さを学んでい
ただきます。学校でも勉強はされているとの事で私た
ち講師が問いかけると積極的に発言が返ってきます。
各学校の子供達は、とても素直で元気が良く将来が楽
しみです。
　今年度もコロナ禍ではありますが、小学校全14校で
の開催を予定しております。
　青年部会員一同これからも努力し租税教室中心に地
域社会貢献を行ってまいります。

村上南小学校にて

保内小学校にて

　村上法人会青年部会の年間事業のメインでもある租
税教室は、昨年度に村上岩船郡管内の小学校12校を訪
問し開催致しました。新型コロナウイルス感染症によ
る影響で、講師・アシスタントは、マスク着用での授
業となりました。気温が高い時期で喋りづらく声を一
層出さなければいけないので例年になく大変ではあり
ましたが、役員・部会員の協力により完遂いたしまし
た。
　租税教室は、次代を担う児童に税金がこの社会で果
たす役割の重要性を正しく理解し、関心を持っていた

青年部会の重要な柱に位置づけている第12回目となる令和２年度の租税教室も終了いたしました。
小学校12校を担当していただきました派遣講師の方々大変ありがとうございました。

村上小学校 ６月19日 服部　滋　㈲ダイメックス　  津島健二　㈱高建　　
村上南小学校 ６月10日 津島健二　㈱高建　  服部　滋　㈲ダイメックス　  瀬賀　功　事務局長　
岩船小学校 ６月16日 今井伸一　㈱大進建設　  瀬賀　功　事務局長　
山辺里小学校 ９月15日 東　圭一　㈲小泉屋　  今井伸一　㈱大進建設　
保内小学校 ６月25日 須貝圭介　㈱SHK　  三田敏志　㈲夢ファームあらかわ  原　孝介　税務署　
平林小学校 11月25日 中原大輔　北越瓦工業㈱　  今井伸一　㈱大進建設　
神納小学校 12月２日 今井伸一　㈱大進建設　  中原大輔　北越瓦工業㈱　
小川小学校 ８月25日 齋藤　彰　大江戸温泉物語汐美荘  東　圭一　㈲小泉屋　
朝日みどり小学校 ７月９日 齋藤　彰　大江戸温泉物語汐美荘  東　圭一　㈲小泉屋　
朝日さくら小学校 １月18日 今井伸一　㈱大進建設　  瀬賀　功　事務局長　　
さんぽく小学校 ６月24日 今井伸一　㈱大進建設　  瀬賀　功　事務局長　
関川小学校 ９月９日 須貝圭介　㈱SHK　  渡辺　健　㈲三栄農産　  渡辺拓也　（農）上関ふぁーむ

租税教室

青年部会長　東　　圭一　

青年部会

小学校６年生を対象とした
租税教室を終えて
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役員12名と鈴木税務署長様・蟻塚統括官様・今井会

長・三原税制委員長をお迎えし、最優秀賞をはじめと

する各入賞作品９点を選出いたしました。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、例年行っております一堂に

会した表彰式は中止となりましたが、上位入賞された

小学校のご配慮をいただき３月１日、最優秀賞と村上

税務署長賞を受賞された２名が通う岩船小学校の全校

朝会の場にて、村上税務署長様・村上法人会長に同席

いただき表彰状の授与を行いました。同日、関川小学

校へ訪問し、学校の昼休み時間に校長室にて賞状と記

念品を受賞者の皆さんへ直接手渡すことができました。

子どもたちが受賞したことをとても喜んで何度も賞状

を見入る姿が微笑ましく、嬉しい限りです。

　昨年から世界中で拡大している新型コロナウイルス

感染症は、あらゆる場面に大きな影響を及ぼしてい 

ます。

　コロナ禍の今だからこそ、子どもたちに大人が伝え

ることで税の使い方・使われ方について気づき、社会

をつくる一員としての繋がりになることを願っており

ます。審査会女性部会長挨拶

最優秀賞　江口月姫さん

　村上法人会女性部会では、小学６年生を対象とした

「税に関する絵はがきコンクール」を実施しています。

子どもたちが租税教室を通じて、税の大切さや税の果

たす役割について学んだ知識や感想を「絵はがき」に

表現することで、税に対する理解をより深めてもらう

ことを目的とした活動です。これは全国法人会連合女

性部会が主催している事業でもあり、村上法人会女性

部会に於いては、今回で８年目の取り組みとなりまし

た。新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い臨時休校

や学校行事の変更などの折にも関わらず、管内の各小

学校にはご協力いただきまして感謝申し上げます。応

募くださいました児童の皆さん、ありがとうございま

した。

　また、審査会では新発田市教育長でもあります審査

委員長の工藤ひとし先生にご指導いただき、女性部会

第８回税に関する絵はがき
コンクールを終えて

女性部会長　岩間　美果　

女性部会

村上法人会からインターネットセミナーのご案内
村上法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます。

会員ID：hj1023　パスワード：1871 100タイトル以上が無料で受講できます。
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税に関する絵はがきコンクール入賞作品

最 優 秀 賞

江
え
口
ぐち
　月

る
姫
な
 さん

岩船小学校 ６年

（公社）村上法人会女性部会長賞

髙
たか
橋
はし
　彩

さ
姫
き
 さん

関川小学校 ６年

奨 励 賞

渡
わた
辺
なべ
　璃
りん
夏
か
 さん

保内小学校 ６年

奨 励 賞

須
す
貝
がい
　宜

き
立
だち
さん

関川小学校 ６年

奨 励 賞

藤
ふじ
井
い
　千

ち
明
あき
 さん

瀬波小学校 ６年

（公社）村上法人会会長賞

近
こん
　　恋

れ
那
な
 さん

関川小学校 ６年

村上税務署長賞

佐
さ
藤
とう
　心
ここ
美
み
 さん

岩船小学校 ６年

奨 励 賞

竹
たけ
内
うち
　詩

し
栞
おり
 さん

岩船小学校 ６年

奨 励 賞

米
よね
野
の
　紗

さ
良
ら
 さん

関川小学校 ６年
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新潟支社/新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2（大同生命新潟ビル4F）
TEL 025-228-6226

新潟支店/新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2（大同生命新潟ビル6F）　
TEL 025-223-6231


