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No279：第４８回定時総会開催のご案内

公益社団法人松戸法人会

公益社団法人松戸法人会

第４8回定時総会開催のご案内
開催日

令和４年５月２６日（木）

場

柏 日本閣（流山市前ヶ崎717

所

第１部

TEL 04-7146-2222）

講演会 （午後4時～午後5時30分）
演題 ：「新型コロナウイルス
講師 ： 二木

現状と今後の流れ」

芳人氏

昭和大学医学部
内科学講座臨床感染症学部門

第2部

客員教授

第４８回定時総会 （午後5時40分～午後6時40分）
決議事項

令和３年度収支予算承認の件
監査報告

報告事項

令和３年度事業報告
令和４年度事業計画
令和４年度収支予算

第3部

懇親会 （午後6時50分～午後7時40分）

＊会員は無料

会員以外2,000円

※新型コロナウイルスの影響で、会場・開催時間等変更･懇親会が中止となる場合が
ありますので、当法人会のホームページでご確認ください。

重

要

出席できない場合は、ご面倒でも先に送付しました第４８回定時総会の開催の案内（往復はがき）の委任状に記名
押印をして必ず返送して下さい。委任状がないと総会の開催に支障をきたしますので、ご協力をお願い致します。
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表紙：吉高大桜
（樹齢300年以上） 下総国印波郡吉高郷の中心である須藤家の氏神祠に植えられた
「ヤマザクラ」

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No279：女性部会第４7回定例総会のご案内

女性部会第４7回定例総会のご案内
開催日

令和３年５月１９日（木）16：30～

場

聖徳大学10号館 14階ラウンジローカス（松戸市松戸1169

所

第1部

TEL 047-308-5300）

総会記念講演会
講師 ： 松戸税務署副署長

濱村 千穂殿

演題 ：「くらしと税のよもやま話」

第2部

第４７回定例総会
議案

第１号議案

令和３年度事業報告書承認の件

第２号議案

令和３年度決算報告書承認の件
監査報告

第3部

第３号議案

令和４年度事業計画（案）承認の件

第４号議案

令和４年度収支予算（案）承認の件

懇親会

なお、新型コロナウイルスの影響で、会場・開催時間等変更となる場合がありますので、
当法人会のホームページでご確認ください。

私の本棚
新型コロナウイルスが流行し早くも2年以上が経って

けでなく語彙力や文章力も高めることができ、企画書・プ

しまい生活様式に変化があった方々も多いと思います。

レゼン資料・メールなどを作るビジネスシーンでも生かせ

家の中で過ごす時間が増えている今は、読書の重要性
を見直すにはとても良い機会です。
読書について調べてみましたが、1カ月に1冊以上本を
読むという人は、全体の約半数で、1週間に1冊以上のペー
スで読書をしている人は全体の1割もいないようです。

ることができるかと思います。
多くの言葉を知り使える言葉が増えれば、分かりやすく
説得力のある文章が書けます。
読書を通して身に付けた語彙力や文章力は、仕事上の
評価が高まるきっかけになるかもしれません。

思っていたより少なく感じましたがインターネットが普

私自身も最近は本を読む機会があまりなくなってし

及している現代では、誰もが簡単に欲しい情報やデータ

まったのですが、これを機に読書を習慣化させていきた

を得ることができるので、わざわざ紙の本を手にする人

いです。

が少ないのかもしれません。
読書には、知識が深まったり、視野が広がったりするだ

広報委員

小杉

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.279
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No279：令和3年度 第３回理事会 ⁄ 事務局だより

公益社団法人松戸法人会

令和 3 年度 第３回理事会
開催日 令和4年3月28日（月）午後3時開催
場

所 松戸商工会館 5階会議室
議事

審議事項
（１）第48回定時総会開催について
（２）令和4年度事業計画（案）
について
（３）令和4年度収支予算（案）
について
（４）全法連・県法連功労者表彰の推薦について

報告事項
（１）代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について
（２）各ブロック、各委員会、各部会の業務状況について
（３）その他

上記の議案が上程されて、第3回理事会は、理事数60名中42名（うちリモート出席15名）が出席で有効に開催
されました。
審議事項につきましては、会場出席者及びリモート出席者ともに満場一致で承認可決されました。
また、報告事項につきましては、石井ブロック長より、支部組織の活性化及び松戸法人会員が楽しめるようなレク
レーション
（モルックというボーリングに似たスポーツ）
についての提案がありました。

大川会長のあいさつ

濱村副署長のあいさつ

理事会の様子

事務局だより
■ 新会員紹介
支部名

（令和4年2月9日～令和4年4月8日）
法人名

代表者

所在地

西馬橋

（一社）坂口尚作品保存会午后の風 坂口 いずみ 松戸市新松戸南３－１９０－３

新松戸

（同）
青栁企画

青栁 秀明

松戸市新松戸７－３０
ドゥウェルあじさい301

電話

080-5690-1730 著作権管理
047-374-5030 鉄鋼業

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No279：令和3年度地域別研修会

公益社団法人松戸法人会

写真で見る

令和3 年度

地域別研修会
研修内容

第1部

講師：松戸税務署法人課税第1部門

柴山審理上席

演題：
「社長のためのインボイス制度説明会」
第2部

馬橋・小金ブロック

大川会長のあいさつ

懇親会：中止

3月9日（水） 小金市民センター

駒野ブロック長のあいさつ

中戸１統括のあいさつ

鎌ケ谷ブロック ３月15日（火） 鎌ケ谷商工会館

大澤副会長のあいさつ

研修風景

星本ブロック長のあいさつ

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.279
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No279：令和3年度地域別研修会

公益社団法人松戸法人会

中央・明ブロック ３月17日（木） 松戸法人会館

青木副会長のあいさつ

研修風景

松戸税務署濱村副署長のあいさつ

東部、常盤平、五香六実ブロック ３月18日（金） 常盤平市民センター

浅野副会長のあいさつ

ご来賓の松戸税務署幹部の皆さん

村田五香六実ブロック長のあいさつ

流山ブロック ３月22日（火） 流山商工会館

坂巻副会長のあいさつ

研修風景

西村ブロック長のあいさつ

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No279：税務署だより

税務署だより

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No279：税務署だより

公益社団法人松戸法人会

税務署だより

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No279：税務署だより
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公益社団法人松戸法人会

No279：税務署だより

税務署だより

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No279：プロの視点

少額な減価償却資産の損金算入制度の見直し
税理士法人ＪＰコンサルタンツ
税理士 三浦 国彦

令和4年度の税制改正大綱で、少額減価償却資産を
使ったいわゆる
「ドローン節税」の規制が盛り込まれた
法案が3月に可決されました。

3中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損
金算入の特例
中小企業者等に限って適用できる特例です。それ

「ドローン節税」
とは、課税の繰り延べによる節税ス
キームです。

PROFESSIONAL

プロの視点

は、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成18年
4月1日から令和6年3月31日までの間に取得し、事業

それは、当期の利益を圧縮する目的で、30万円未満

の用に供した減価償却資産のうち、取得価額が30万円

のドローンや建設用の足場などを大量に取得し、その

未満のもの（上記、少額減価償却資産、一括償却資産

取得価額を
「少額減価償却資産の損金算入の特例」
を

の適用を受けた資産を除きます。）
を損金経理すると、

用いて一括で当期の損金に算入します。一方で、当該ド

事業の用に供した事業年度で損金算入することができ

ローンや足場などを貸付けの用に供することで当期以

る特例です。ただし、事業の用に供した時に損金算入が

後の複数年度の益金に算入することにします。

できるのは、1事業年度の取得価額の合計額が300万

このように、損金と益金の計上時期の相違を利用し
た損失先出しのスキームです。

円までとなります。
なお、適用を受ける事業年度における減価償却資産
の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その

最初に、少額な減価償却資産の損金算入制度につい
て説明をいたします。

取得価額の合計額のうち、年300万円に達するまでの
金額が限度となります。

1少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度

次に、令和4年度の改正について説明をいたします。

会社が取得した減価償却資産のうち取得価額が10
万円未満のものは、少額減価償却資産といいます。
そして、その資産を事業の用に供した時に取得価額を
損金経理した場合には、
全額が損金に算入されます。

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等
を利用した節税スキームを封じるために、同制度の対
象となる資産の見直しが行われました。
（ 所得税につい
ても同様です。）

2一括償却資産の損金算入制度

それは、上記の3つの少額な減価償却資産のうち、

減価償却資産のうち、取得価額が20万円未満のもの

貸付けの用に供したものは同制度の対象外となりまし

（上記、少額減価償却資産の適用を受けた資産を除き

た。ただし、貸付けを
「主要な事業」
として行われるリー

ます。）
を取得し、事業の用に供した場合には、事業年度

ス業者などが取得する資産については、従来通り制度

ごとに一括して3年間で均等償却する方法が選択でき

の対象となります。

ます。これを一括償却資産といいます。

なお、この改正の適用は、令和4年4月1日以後に取

なお、一括償却資産を選択した場合には、その資産

得等をする減価償却資産からで、事業年度ベースでは

の全部又は一部について、滅失、除却等の事実が生じ

なく、取得ベースでの適用となりますのでご注意くだ

たときでも、一括償却資産は3年間での均等償却の損

さい。

金算入の計算を続けなければなりません。
したがって、除却損として一時の損金には計上でき
ないのでご注意ください。

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No279：取材レポート

公益社団法人松戸法人会

取材レホ ト

キラヒト紹介
鵜殿
（うどの）
シトラスファーム

鵜殿 敏弘

た。全体の4割（幸谷の畑）が農薬不使用、6割（新松
戸と大平平の畑が低農薬（開花まえのみ農薬を2回

氏

使用）栽培しており、ワックスや防カビ剤は使用して
いません。
また、かんきつ類の木には
チョウやガの幼虫が付きやす
く、成虫を光でおびき寄せる
捕 虫 器 で 虫 害 を 防 止 するな
どの工夫もされています。
『 優レモン』は、皮ごと安心
して食べられるので、松戸･柏･船橋などの日本料理
店、居酒屋、ケーキ店への販売、東京・森ビルサント

鵜殿芳行氏と鵜殿敏弘氏
（大金平のレモン農園にて）

リーホー ル のアークカラヤン広 場（ 赤 坂アークヒル
ズ、港区赤坂1丁目）で毎週土曜日（コロナで変更あ

鵜殿シトラスファームは、代表の鵜殿敏弘氏、妻の
優子氏、長男の祟史氏、弟の芳行氏の4人で運営して
います。

り）
に開催されている
「ヒルズマルシェ」
にも出店して
います。
今年の10月頃からの販売が楽しみです。

約 3 0 年 前に、弟 の 芳 行 氏 が 経 営していた園 芸 店
でもらったレモンの木を畑に植えたことから始まりま
した。それから5年後にはレモンの実がなりはじめ、
現在では、大金平･幸谷など5か所の畑で、約400～
500本の木を植えて年間10トンの収穫があります。
『 優（ すぐ）レモ ン 』という名 称 で 販 売して おり、
2018年には、直売所「MONPE」
で販売をはじめまし
た。家族経営のため1日の収穫量に限りがあり、11時
には完売してしまうことが多いとのことです。
レモンの木は大きなとげがあり、実は木の中になっ
てあるため、
とげに気をつけながら実を収穫するには
大変ご苦労されています。この松戸の土地にあったレ
モンを探すため、さまざまな品種のレモンを実験的に
栽培し、その結果、
「 マイヤーレモン」
という寒さに比
較的強い品種を育てることに成功しました。収穫時期
のはじまりの10月前後は緑色のレモンを販売し、時期
が進むにつれて緑と黄色が混ざるようになり、12月に
は黄色のレモンを販売するようになります。
爽やかな酸味とほのかな甘みが特徴です。国産レ
モンは広島や愛媛が有名ですが、松戸は気候が違う
ため栽 培 方 法 のお手 本 がなく試 行 錯 誤 の 連 続でし

鵜殿シトラスファーム直売所
「MONPE」
住所

松戸市新松戸6丁目16

営業時間 午前10時～
（レモンがなくなり終了）

（月曜定休※月曜日が祝日の場合は翌火曜日が定休）

営業期間 10月～1月
（レモンがなくなり次第販売終了）
電話番号 090-4955-4543
駐車場

駐車場はありませんので付近のコインパーキングを
ご利用ください

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
12

Matsudo Corporation Society No.279

No279：支部だより

公益社団法人松戸法人会

支部だより
鎌ケ谷ブロック

開催日 令和4年2月18日（金）

～親睦ゴルフ大会～

場

令和4年2月18日（金）に松戸法人会鎌ケ谷ブロック

所

鎌ケ谷カントリークラブ

成績は、優勝

石川 正和様、準優勝

徳田 知恵様で

親睦ゴルフ大会が鎌ケ谷カントリークラブで開催されま

した。おめでとうございます。来年も開催すると思います

した。天候にも恵まれ38名の方々にご参加して頂きまし

ので、
ご参加頂きます様、よろしくお願い致します。

た。今年もコロナ禍の中、ゴルフ大会を開催するかどうか
ブロック会議でも何度も検討しましたが、感染対策を十

中沢支部長

小林

信基

分に行い開催する運びとなりました。ご参加された皆様、
ありがとうございました。
さて、懇親会、表彰式も昨年同様、感染対策のため持帰
り用のお弁当をご用意させて頂き、表彰についても素早
く終 了させて頂き
ました。大川会長、
荒木相談役にもご
協 賛 い た だ き 、全
員に景品が行き渡
る ように なりまし
た。ご協賛、ありが
とうございました。

大川会長のあいさつ
（表彰式にて）

東部ブロック

表彰式の様子

開催日 令和4年 3月30日（水）

～ゴルフコンペ～

場

年 度 末 の 押し迫った３月３０日 水 曜 日に、東 部ブロッ
クのゴルフコンペを開催いたしました。

所

梨香台ゴルフガーデン

彰式と懇親会では大変盛り上がりました。
コロナの影響で今まで顔と顔を合わせることがなか

例年通り、高塚大橋支部支部長の岡田さんが経営さ

なか出 来ませ んでしたが 、ゴ ルフは密になりませ んし、

れている、梨 香 台ゴ ルフガーデンのショートコースを２

懇親会では密に気を付け、十分な換気の下で親睦を深

周すると言うものです。

める事 が 出 来ました。やはりこういう事によって、親 睦

谷 内 副 会 長 を 筆 頭 に１６名 の 参 加 でした 。最 長９６
ヤ ードのショートコー スな の でパ ー プレー で 回 れるの

が深まり気心が知れて会の活動も積極的になっていく
のだと思いました。

かと思いきや、これが意外と難しいのです。特にグリー
ンは速さと芝目、傾斜とすべてを読み切らないと、なか

東部ブロック

なかパーを取る事は難しものでした。

ブロック長

小野塚

雄

参 加された皆さんは楽しくプレーされ、そ の 後 の 表
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公益社団法人松戸法人会

No279：委員会だより

委員会だより
研修委員会
新規加入法人税務講習会

開催日

令和４年 ２月２４日（木）

場

松戸法人会館 ２階会議室

所

令和３年１月から令和４年１月の間に、松戸法人会に新

た、法人会の活動の概要説明並びに各種行事・研修会へ

たに入会された方々を対象とした税務講習会を、講師に

の積極的な参加を呼び掛けるご挨拶のあと、下記の内容

松戸税務署職員をお招きして開催しました。

にて実務に役立つ講習会を実施しました。

講習に先立ち、伊東研修委員長から入会のお礼かたが
1 法人税編「e-TAX等について」

法人課税第１部門

浦島審理官

2 源泉税編「源泉税実務のポイント」

法人課税第２部門

原審理担当上席

紹介を受ける原講師･浦島講師及び受講者の方々

伊東研修委員長のあいさつ

初回の4月1日（金）の説明会では、冒頭に松戸税務署

研修委員会

法人課税第1部門の中戸１統括によるごあいさつがあり

消費税のインボイス制度説明会

ました。また、説明会終了後は、各回ともに個社別に細部
にわたる質問があり、インボイス制度への関心が高いこ
とが伺えました。

令和5年10月から消費税の適格請
求 書 等 保 存 方 式（ いわゆるインボイ
ス制度）が導入されます。適格請求書
（インボイス）を発 行できる「 適 格 請
求書発行事業者」
となるための登録
申請手続は、令和3年10月から受付
が開始されています。
それに伴い、松戸税務署と共催で、

中戸１統括のあいさつ

4月に8回説明会を当会館3階会議室にて、毎回20名を
定員として1社2名までとし、13:30～15:00に説明及び
質問正式で松戸税務署法人課税第1部門の柴山上席を
講師にお招きし、開催しました。

柴山上席による研修の様子

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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実務者研修委員会
～応用コース～

No279：委員会だより

開催日

令和４年 ３月２日（水）

場

松戸法人会館 ３階会議室

所

実務者研修会「応用コース」の第５
回として、
「 法人税確定申告書の書き
方」
と題し、松戸税務署法人課税第１
部門の柴山審理担当上席を講師にお
招きして行いました。

柴山講師による研修の様子

実務者研修委員会
～新任者研修～

桜も咲き気 温も暖かくなり、春らしくなるこの 季 節 、

開催日

令和４年４月６日（水）

場

松戸法人会館 ３階会議室

所

「源泉徴収制度の概要」及び「毎

初々しい新入社員の姿をみかける４月、実務者研修委員

月の徴収事務のしかた」の研修を

会では、源泉所得税事務を担当される新任者を対象に、

行いました。

源 泉 所 得 税 の 基 礎 知 識 の 習 得を目的とした「 新 任 者 研
修」
を松戸税務署法人課税第２部門の原審理担当上席を
講師にお招きして開催しました。

原講師による新任者研修

研修風景

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No279：部会だより

部会だより
女性部会
～「全国女性フォーラム静岡大会」～

開催日
場

令和４年 4月14日（木）

所 ツインメッセ静岡

めて開催し、後にはアカデミー賞公認映画祭に認定される
までに育て上げました。
短編映画の紹介のため何本かの映画が上映されました
が、多岐に渡る内容で映画好きの私は大変楽しめました。
短時間にまとめた事でメッセージをストレートに伝える
短編映画に、多いに魅力を感じました。
「百聞は一見に如かず」。多くを語らずともポイントを
伝える別所さんの講演は逆に印象深いものでした。
第２部の大会式典では、主催者として静岡県連女性連
協会長が登壇され歓迎の挨拶を述べられ、来賓挨拶では
２０２２年４月１４日木曜日、法人会全国女性フォーラム静

大鹿国税庁長官が祝辞と共に新しい「インボイス登録制
度」
の準備対応を呼びかけられました。

岡大会が開催されました。
台風の影響で雨予報でしたが、静岡駅周辺は時折お日様
が顔をのぞかせ、私たちにとっては幸いなお天気でした。
今大会は全国から１４００名強の参加となり、例年のよう
に共に集える事の幸せをあらためて実感しました。
大会前、大盛況の静岡の特産品物産展を皆様と共に楽

途中、絵はがきコンクール入選作品がスクリーンに紹介
され多くの力作を拝見できました。
その後も式典が進み、最後に来年開催の愛媛大会のＰ
Ｒがありました。ミカン色の法被姿の愛媛県法人会会員が
賑やかに登場され、二年越しの開催となる愛媛の皆様の
期待が伝わりました。

しみました。
第１部の記念講演は静岡県出身の別所哲也氏。俳優の
ほか様々な文化活動を続け、国際短編映画祭を日本で初

休憩後、第３部は懇親会となりますが、丸山部会長、石井
副部会長と共に帰路につきました。

秋谷

事務局よりのお知らせ

令和4年度から「税務・経理の無料相談日」が
変更となりました。
松戸法人会館2階会議室にて下記の日程で、税理士の先生による無料相談を行っております。
時間は、13:00～16：00で、お1人1時間の予定で予約は不要です。
お気軽にご相談ください。
月

日

相談税理士名

5月13日
（金）

澤田

敬

6月10日
（金）

梅津

月

日

相談税理士名

月

日

西垣

祐介

1月13日
（金）

荒木

智恵子

徹朗

10月14日
（金）

髙梨

久雄

2月10日
（金）

堀田

隆之

3月10日
（金）

羽鳥

7月 8日
（金）

髙木

啓至

11月11日
（金）

押田

幸子

8月19日
（金）

野川

悟

12月 9日
（金）

野本

知聖

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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相談税理士名

9月 9日
（金）

富男
（敬称略）

多英子

No279：法人会の動き ⁄ クイズ

公益社団法人松戸法人会

法人会の動き
5月
月日

6月

開催行事

会場

５/１２ 第１回税制委員会

松戸法人会館

１３ 税の相談日（澤田敬先生）

松戸法人会館

県法連第6回実行委員会
１６ 県法連令和4年度第1回理事会
青年部会第2回役員会

ホテルポートプラザちば
ホテルポートプラザちば
松戸法人会館

新設法人説明会（ZOOM併用）
松戸法人会館
１９ 決算法人説明会（ZOOM併用）
（荒木智恵子先生） 松戸法人会館
女性部会「第４７回定例総会」
聖徳大学10号館
２３ 第１回広報委員会

松戸法人会館

２４ 実務者研修会
「第１回消費税基礎コース」 松戸法人会館
２５ 実務者研修会
「第２回消費税基礎コース」 松戸法人会館
２６ 松戸法人会
「第４８回定時総会」

柏日本閣

月日
6/6
8

開催行事

会場

県法連第1回税制委員会

ホテルポートプラザちば

正副会長・ブロック長合同会議

松戸法人会館

１０ 税の相談日（梅津徹朗先生）

松戸法人会館

１３ 県法連女連協･青連協理事会･合同講演会 ホテルポートプラザちば
１６ 決算法人税務説明会（ZOOM併用）
（羽鳥富男先生） 松戸法人会館
１７ 県法連第９回総会･役員大会

三井ガーデンホテル千葉

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、行事予定が変更となる可能性が
あります。
5月6月の予定については、当法人会ホームページの「行事予定」をご覧
ください。

13回 クイズ（数独）

第

【問題】空いているマスに漢字を入れて、四字熟語を完成させましょう。すべ
て完成させ、タテに読むと、
また別の四字熟語が完成します。
なん
だかわかりますか？

我独尊
閃
用
律背反

❶

紫電
問答
❷

艱
先制

辛苦
撃
可抗力
日

孤城

第12回クイズ
（3月号）
の回答
答え

Ａ力

Ｂ量

「クイズ（数独）」の懸賞応募方法について
以下の方法から選んでご応募ください。
1ＱＲコードでの応募

2郵便はがきでの応募
１．
クイズの答え ①○○○○
２．
郵便番号
３．
自宅住所

４．
氏名を明記の上、
〒271-0076

千葉県松戸市岩瀬108

までお送り下さい。

②○○○○

公益社団法人松戸法人会事務局

締切日は、令和４年５月３１日
（火）
とさせていただきます。
なお、郵便ハガキは締切日当日の＜消印有効＞とさせていただきます。
応募は、お1人様１回（１通）限りとさせていただきます。たくさんの応募を

作者紹介
株式会社ニコリ
日本初のパズル専門誌「パズル通信ニコリ」を発行する出版社。数独・クロス
ワードなど多種多様なパズルをメディアへ提供するコンテンツメーカーで
もある。スマホアプリ
「スマニコリ」
も配信中。

正解者の中から抽選で５名の方に
図書カード 2,000 円分をプレゼント！

お待ちしております。
当選者の発表は図書カードの発送をもってかえさせていただきます。
正解は、次号NO.280号(7月号)に掲載します。
このページの懸賞情報に関するお問合せや苦情等には対応できかねますの
でご容赦ください。
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※

上の会員シール
（印刷）
を切り取る。

提出分法人確定申告書
「別表一」
の上部余白にはりつける。

会員企業紹介

弁護士は、問題解決のプロフェッショナルです
千葉県 弁護士会所属

大原綜合法律事務所
【民事・刑事・家事】

千葉県松戸市新松戸4-50 新松戸Uビル 301
受付時間：9：00〜18：00（平日） TEL：047-702-3026
編集雑記

コジマ
スタンド

とんでん

国道6号線 東京→

私がこの編集雑記を書いている今日は、
４月８日で有ります。この日は「花まつり」と言っ
て、仏教の開祖で有りますお釈迦様の誕生日と言われている日です。お釈迦様が生まれた
その時に、突然龍が現われ、甘い水を吐き、その甘い水で産湯を浸かったので仏像に甘

新京成線

松戸法人会
小根本公園

茶を掛ける習慣が出来たと言われています。

聖徳学園

イトーヨーカ堂

松戸税務署

京葉ガス
千葉県松戸県税事務所
市役所

←柏

クリスマスはあれだけ盛大に祝い、マスコミも大きく取り上げるのに、ちょっと寂しいよ
うな気がします。

新東京
病院

我々が暮らす日本では、憲法によって信仰の自由があります。熱心に一つの宗教だけを
信じている人もいます。家には仏壇があり神棚があり、結婚式を教会や神前で行い、葬式は、
お坊様に導師を勤めて頂く人もいます。大半の方が後者の「神仏混合」を信仰しているよ
うに思います。外国の人からすると、不思議でしょうが無いことの用ですが、色々なことを
受け入れられる、この「多様性」が日本人の良いところだと思います。本日は、甘茶をす

松戸駅

すりながら、世界平和と疫病退散を祈ります。
広報委員

大越 竜美

