
発行日：平成３０年５月１日 
Page 1 
223 号 

 

 

上川路会計事務所通信 

目  次 
 

 

ごあいさつ  “ 盛 者 必 衰 ”                 ・・・１Ｐ 
 

税務カレンダー                         ・・・２Ｐ 
 

2018年5月の経理・税務チェックリスト                         ・・・３Ｐ 

職員コラム～PART2～  今月の担当：上別府 勉      ・・・３Ｐ 
 

会計・税務のＱ＆Ａ 

       “ 源泉徴収制度について（後編） ”    ・・・４・５Ｐ 
 

KSC主催 税制改正セミナーのご案内                      ・・・６Ｐ 

KSC主催 接遇セミナーのご報告             ・・・６Ｐ 

お客様情報 “ 社会福祉法人 慈風会 

  ユニット型特養特別養護老人ホーム かもいけ ”   ・・・７Ｐ 

コラム “ 散歩をしよう ”                                 ・・・７Ｐ 
 

随想  “ 『だるまちゃんと ・ ・ ・ 』 上川路美恵野 ”       ・・・８Ｐ 

上川路会計事務所     上川路美恵野会計事務所 
 

 〒890-0056         〒892-0821 
 鹿児島市下荒田4-1-9     鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ 

 T e l 099 - 252 - 7070     T e l 099 - 223 - 3465 
 Fax 099 - 252 - 6400     Fax 099 - 223 - 4348 

  鹿児島は山・海・川など自然の宝庫が多くあります。

ゴールデンウィーク(ＧＷ)は、各地から花の便りが届き

若葉がもえる季節で行楽地を訪ねて心身を癒し英気を養

う良い機会でした。今年は明治維新１５０年、ＮＨＫ大

河ドラマ〝西郷どん〟の放送もあって、鹿児島は注目さ

れていて偉人の足跡や資料に直に触れる事ができる『西

郷どん大河ドラマ館』は他県の観光客で溢れていて、鹿

児島の魅力をアピールできるチャンスでした。 

 安倍晋三首相は小泉純一郎元首相の政権のもと幹事

長・官房長官と要職を歴任して、若くして首相に登りつ

めた幸運な政治家です。２０１２年末に再登板して在任

期間は小泉氏を越えて、１強体制で世論の支持率も高く

安定政権を続けてきました。しかし、一寸先は闇の政界

で、昨年から森友・加計学園・日報・セクハラ問題など

不祥事続きで、安倍政権は前途多難の泥沼にはまり込ん

で恩師の小泉氏から「信頼がなくなった」と安倍氏は引

導をいい渡されてしまいました。力の源泉の内閣支持率

の降下に歯止めがかからないのです。〝盛者必衰のこと

わり〟は安倍首相も例外ではなく首相得意の外交で起死

回生の政権立直しは、〝拉致問題〟の解決だとみられて

います。 

 昨年末までは核実験や弾道ミサイル発射実験を繰り返

し、日・米・韓三国と敵対して、一触即発だった北朝鮮

の金正恩氏は今年に入って、突然に〝ほほえみ外交〟に

方針転換して、巧みな外交戦略を繰り広げています。平

昌五輪参加に始まり電光石火で、南北・米朝会談まで決

めたのです。中国の後ろ盾も取り付けて、東京五輪参加

を表明、さらに体制保証を前提に〝非核化〟についてま

で言及しました。北朝鮮と対話が出来る今こそ、拉致問

題解決の最後の絶好のチャンスと言われていて、安倍首

相は蚊帳の外で待機は許されないのです。 

 サッカー日本代表監督ハリルホジッチ氏は４月７日代

表監督を電撃解任され衝撃が走りました。解任の理由と

された選手とのコミュニケーション不足について、真っ

向から否定して「ゴミのように捨てられた」と抗議した

のです。苦しみながらワールドカップ(Ｗ杯)ロシア大会へ

と導いた手腕は高く評価されていました。火中の栗を拾っ

た後任の西野朗新監督が、救世主になれるのか答えは開幕

まで残り１ヶ月半のロシア大会の戦果にかかっています。 

 大相撲の『女人禁制』が議論を呼んでいます。京都府舞

鶴市での春巡業の際に土俵上で倒れた男性市長の救命措置

に当たった女性に「土俵から下りてください」と求めた場

内アナウンスが物議を醸しました。伝統を大切に守りなが

ら、新しい姿を探ることは可能で、実際に大相撲は外国人

の受け入れをはじめ、世の中の動きに合わせた改革を重ね

てきました。日本相撲協会は、多くの国民の理解と支持を

受け時代の声に耳を傾けてそれに答える方策を真摯に考え

る時が来ています。 

 エンゼルスの大谷翔平選手が大リーグデビューして１ヶ

月過ぎました。二刀流の大活躍でア・リーグの４月の月間

最優秀新人に選ばれ上々のスタートです。開幕前の懐疑的

な意見が多かっただけに大リーグファンが喜びに沸きまし

た。その中で、プロ野球史に燦然と輝く２,２１５試合連

続出場の記録を持つ衣笠祥雄氏が７１歳で亡くなりまし

た。１月の星野仙一氏に続く訃報に球界は悲しみに包まれ

ました。鉄人の異名を持ち国民栄誉賞を受けた広島黄金期

の代名詞″フルスイング〟と親しみやすい人柄は、ファン

の記憶に刻まれています。   （平成３０年５月吉日） 
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ごあいさつ 

 所長 

 上川路 長生 盛 者 必 衰 



税務カレンダー 

３月決算会社申告書提出 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

2018年5月 

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 

   ５月３１日まで 

 ・３月決算法人の確定申告   

 ・９月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

    ６月決算法人  第３四半期分 

    ９月決算法人  第２四半期分  

   １２月決算法人  第１四半期分  
 ・消費税の年税額が4,800万円超の2、3月  

  決算法人を除く法人・個人事業者の1月  

  ごとの中間申告 

 ・個人の道府県民税及び市町村民税の 

  特別徴収税額の通知 

 ・確定申告の際の延納届出に係る延納税額 

  の納付 

 ・３・６・９・１２月決算法人及び個人事業 

  者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

５月中において都道府県の 

      条例で定める日 
 

 ・自動車税の納付    

 ・鉱区税の納付 

税金等の納付・ 

  手続きはお早めに・ 
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５月１０日まで 
 ・源泉所得税・住民税の 

    特別徴収税額の納付  

 ５月１５日まで 

 ・特別農業所得者の承認申請 
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２０１８年５月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

 

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

   ：  紫 尾 温 泉 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ

のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 今月の担当：経営支援部 上別府 勉 

 私がご紹介するのはさつま町にある紫尾温泉です。

紫尾神社の拝殿下から湧き出る温泉を泉源にして数件

の旅館がある山の中の小さな温泉場です。 

 実家が車で10分ほどと近いので、神社横の地区の共

同浴場に小さな頃から通っており、今でも肩や頭が凝

り固まったときや休日に予定の無いときは朝から出か

けて１～2時間ぼーっとしています。 

 共同浴場は200円で泉質は単純硫黄泉、温度は

ちょっと熱めのアルカリ性です。温泉に入ると肌がツ

ルツルします。秋には「あおし柿」といって温泉で柿

の渋抜きをする光景がみられます。 

 小さな頃は建物も古く天井から冷えた湯気が背中に

ポタリと落ちるなんてこともありましたが、今の建物

は天井も高くなりゆったりと過ごせます。おかげで遠

くから来られる方も増えていますが、朝風呂の常連さ

んが帰られた後の午前中の早い時間帯は独り占めでき

ることもあるぐらいゆっくりできます。なにより早い 

□ 3月決算法人は、法人税・消費税の確定申告・納付、法人事業税・法人住民税等の申告・納付があります。 

また、決算後の配当金の支払いに関しても、税務署に提出する支払調書の作成、配当金からの源泉徴収・納付事務

がありますので注意しましょう。 

３月決算法人の確定申告と納税 

□ 夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報

を整理し、人事評価資料の配付などを行いましょう。 

□ 個人住民税の税額は、毎年6月に切り替わります。各社員の住所地の市区町村から送られてくる納税通知書に

従って、事前に給与台帳や給与計算表への転記、給与ソフト等のデータ変更を行っておきましょう。 

個人住民税の特別徴収の準備 

夏季賞与の検討と情報収集 

9月決算法人の中間申告 

□ 9月決算法人は、法人税の中間申告の時期です。中間申告には、前年度の法人税額の2分の1を申告・納税する

予定申告と、仮決算による申告の2つの方法がありますので、選択可能であれば、自社の業績や事務負担上有利

な方を選択しましょう。 

□ 平成29年4月～平成30年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月

以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。 

障害者雇用納付金の申告 

紫尾区営大衆浴場外観  紫尾神社外観  

時間は温泉の鮮度が良いです。 

 温泉以外は何にも無いですが、たまには何もせずゆっ

たりとした時間を過ごすのもいかがでしょうか。 

あおし柿  紫尾区営大衆浴場 浴室  

写真は紫尾区営大衆浴場facebookより 
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      「源泉徴収制度について（後編）」 テーマ 

前月号では、源泉徴収制度の中でも給与等に関する源泉徴収について取り上げました。今月号で

は、報酬・料金等に関する源泉徴収について取り上げます。講師に謝金を支払った場合や税理士

等に報酬を支払った場合など、どのように取り扱えばよいか見ていきましょう。 

報酬・料金等の源泉徴収義務とは 

居住者（国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人）に対し、国内において源泉徴収の 

対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その支払いを行う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要

があります。 

源泉徴収義務者とは 

法人及び給与等（青色専従者給与を含む）の支払がある個人です。給与等に納付すべき税額がない場合でも、源泉

徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。  

源泉徴収税額の計算方法 

◆ 原稿料や講演料等 

 （懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、 

 源泉徴収をしなくてもよいことになっています。）  

◆ 技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料  （例：生け花、舞踊、料理など） 

◆ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金  

◆ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬  

◆ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 

◆ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金  

◆ コンパニオンやキャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金  

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲 

● 給与等の支払者でない個人 

● 給与等の支払者であっても、常時２人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人 

 （ホステス等に報酬・料金等を支払う場合は、源泉徴収する必要があります。）  

 源泉徴収義務のない個人  

報酬・料金の額 × １０．２１％ 
（同一人に対し１回に支払われる金額が１００万円を超える場

合は、超える部分は、２０．４２％） 

（計算例）弁護士への報酬120万円の場合 

 ① 100万円×10.21％＝102,100円 

 ② 20万円×20.42％＝40,840円 

 源泉徴収税額 ①＋②＝142,940円 

＊報酬・料金の内容によって異なる場合があります。 

＊抜粋して記載しています。詳細は国税庁ＨＰをご覧ください。 

＊報酬の支払いを税引き後の手取額で契約 

（手取契約）している場合の計算方法 

（手取額が897,900円以下の場合） 

  手取額÷0.8979＝支払金額  
 

（手取額が897,900円超の場合 ）         

  （手取額-102,100）÷0.7958＝支払金額   

（計算例）講演の報酬10万円の場合 

  支払金額 100,000÷0.8979＝111,370円 

源泉徴収税額 111,370円×10.21％＝11,370円 

              （1円未満切捨て） 

◎法人は、基本的に源泉徴収は不要です。法人格は有していなくても、研究会や劇団など団体として組織を有するものを「人格のない社団

等」をいいますが、こちらも源泉徴収は不要です。  
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報酬・料金等の源泉徴収に係る基本的な事項について挙げました。詳細については国税庁ホーム

ページをご覧ください。源泉徴収税は納付が一日でも遅れると延滞税等が発生しますので、正しい

税額を徴収し、期限日までに納付をするようご注意ください。 

納付について 

★研究会や劇団などの団体の名称で、人格のない社団等に該当するか明らかでない場合、支払いを受ける者が

下記のいずれか掲げるような事実を立証できない場合は、居住者として源泉徴収が必要です。 
 

・法人税を納付する義務がある 

・定款、規約又は日常の活動状況からみて、個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在していること 

★報酬・料金等の支払者が、宿泊費等の費用を負担する場合、原則、その費用を含めて源泉徴収をします。た

だし、報酬・料金等の支払者が直接交通機関やホテル等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場

合は、源泉徴収の対象に含めなくてもよいことになっています。  

★金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。  

★報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則、消費税等の額を含めた

金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区

分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とできます。  

★謝礼、研究費、取材費、車代、記念品代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じ性

質であれば源泉徴収の対象になります。 

注意事項 

 

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」には給、 

「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」には報の表示が 

 あります。 

弁護士、税理士等の報酬については、 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に記載し、給与等と共に納付しま

す。それ以外の報酬・料金等については、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に記載して納付します。  

納付書 

給与等と同様、源泉徴収を行った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 

「納期の特例」を受けている場合は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の報酬・料金等に限り、その源泉徴収税を年２

回まとめて納付することができますが、その他の報酬・料金等はまとめず、その都度、翌月10日までに納付をしてください。 

納付期日 
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 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

主催 

 接遇セミナーのご報告 

カリキュラム        

講師：（株）HALビジネス 代表取締役  春田 尚子 先生 

 平成30年3月28日（水）と4月19日（木）に鹿児島県民交流センターにて、株式会

社HALビジネス 代表取締役 春田尚子先生を講師にお招きして接遇セミナーを開催

致しました。セミナー後、皆様から「内容がとても充実していて、もう少し時間を

もらって話を聞きたいと思いました」、「楽しく、分かりやすかったので楽しみな

がら学ぶことができました」、「学んだことを生かせるよう自分を磨きたいです」

などの嬉しいお声もいただきました☆両日たくさんの方にご出席いただきまして誠

にありがとうございました！ 

ビジネス意識 

 1.働くとは 

 2.社会人としての基本的な行動や態度 
 

ビジネスマナー【ボディランゲージ】 

 1.マナーとは 

 2.身だしなみ 

 3.挨拶 

 4.身のこなし 

ビジネスマナー【コミュニケーション】 

 5.敬語・ことばづかい 

 6.話法 
 

接遇マナー【実践】 

 7.訪問のマナー 

 8.来客応対 

 9.メールのマナー 

 10.電話の応対 

『 平成３０年度税制改正の留意点平成３０年度税制改正の留意点 』 

平成３０年度税制改正セミナーのご案内 

主なセミナー内容 

企業関係Ⅰ    『次世代経営者への引き継ぎを支援』 

企業関係Ⅱ    『中小企業の賃上げ・生産性向上を後押し』 

個人関係・その他 『個人所得課税の見直し』 

主催 

■ 日   時  平成３０年７月５日（木）１４：００～１６：３０ 
                    （※受付開始１３：３０～） 
 

■ 会   場  かごしま県民交流センター 東棟４階 大研修室第３ 
        鹿児島市山下町14-50  TEL 099-221-6600 
 
 

■ 会   費  無 料 

 
 

■ お申込方法  6月発行の当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。 

         参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。 

  参加申込書は 

６月号に同封 

 いたします 

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 



散歩をしよう コラム 

 外で過ごすのが気持ちのいい季節になりました。「せっかくだからこの機会にウォーキング

やジョギングを習慣づけたい！」と思うものの、なかなか続かない…という経験はありません

か？そんな時におすすめしたいのが“散歩”です。 

 無理をせず、好きな時に好きなだけ散歩をして５月を過ごしましょう♪ 

朝と夜の散歩、どちらがいいの？ 

朝と夜とで効果が異なるので、安全に気を付けなが

ら自分に合った時間帯を見つけましょう。 

○朝 …身体や脳がすっきり目覚める、ダイエット効果 

○夜 …寝つきがよくなる、肩こりや腰痛の改善 
水分補給をしっかりしましょう★ 

 

 ◆よりよい散歩のおすすめ◆ 
 

 ●自然の多い場所を歩く 

  → 癒し、ストレス緩和につながります 

 ●仕事の合間に歩く 

 → 気分転換にもなり記憶⼒が⾼まります 

 ●友人と一緒に歩く 

 → ストレスホルモンであるコルチゾールが   

   減少するといわれています 

散歩のメリット散歩のメリット  

しっかり腕を振って歩くウォーキングと、のんび

り景色を楽しみながら歩く散歩は、消費カロリー

はさほど変わらないそうです。知らず知らずの内

にカロリーも消費できるのでダイエットにももっ

てこいですね★ 

ユニット型特養とは 

ユニット型特養ユニット型特養  
  特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム  
              かもいけかもいけ  

お客様情報 
社会福祉法人 慈風会 

医療法人慈風会 厚地リハビリテーション病院

あとに特別養護老人ホームかもいけが誕生しま

した。≪全室個室トイレ付き≫ 

ワンユニット10名の入居者の

日常生活をなじみのスタッフ

がお手伝いします。  

全 て 個 室（洗 面・ト イ レ

付）個人のプライバシーが

守られます。 

ご家族・地域とのつながりを

大切に継続できるようサポー

トいたします。  

使いなれたなじみの品々を持

ち込んで、今までの生活習慣

を継続しましょう。  

クリニックが併設され、医

師・リハビリスタッフが常勤

していますので安心です。  

厚地脳神経外科病院と連携し

ています。  

お気軽にお問い合わせください。 

〒890-0068 鹿児島市東郡元町11番6号 

TEL 099-814-7716  FAX 099-814-7763 

知りたい事や聞きたい事にお答え致します。 

スタッフ(堂脇)がお待ちしております。 

H30H30年年44月オープン月オープン  
厚地かもいけ 

クリニック併設 
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 五月雨黄色い傘のゆれていく     美恵野 

ご相談は上川路まで ・・ 

上川路会計   検索 

広報委員会 上川路美恵野 伊集院 赤塚 盛喜 福留 坪山 

 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けて、ﾒﾀﾞﾙのﾃﾞｻﾞｲﾝや大会ﾏｽｺｯﾄの名前の審

査会等が始まっています。先月末には福岡でｷﾓﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによるﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰが行わ

れました。196ヶ国をｲﾒｰｼﾞした振り袖の作成、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公式行事での起用を目

指すもので、今回は完成した100着の振り袖を九州各県の高校生がﾓﾃﾞﾙとして披露

していました。ｷﾞﾘｼｬはﾊﾟﾙﾃﾉﾝ神殿、ｵｰｽﾄﾗﾘｱは帯に先住民族が狩猟時に使用して

いたﾌﾞｰﾒﾗﾝがﾃﾞｻﾞｲﾝされ、それぞれの国の特色が色とりどりに表現されていま

す。196番目は日本の着物が作成されるそうです。2020年が待ち遠しいですね♪ 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

 編集後記 

随想 『『  だるまちゃんと ・ ・ ・だるまちゃんと ・ ・ ・   』』  上川路美恵野 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこと

があれば上川路会計事務所

にご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予

定の方がいらっしゃいました

ら是非ご紹介ください！！ 

大型連休が終わりました。法人の決算作業の集中する五月は、連休中といえども仕事から離れられませ 

ん。特に変わり映えのしない日々だったのですが、何気なくテレビを見ていて、ＮＨＫの『くう ねる あそぶ こども応援宣言』に

目が止まりました。 

 『思い切りあそび、おなかいっぱい食べて ぐっすりと眠る』という子どもにとって当たり前のことが、当たり前でなくなっている日

本の社会の現状を考える趣旨のプロジェクトでした。 

 いわゆる「子供の貧困」として顕在化している問題だけでなく、例えば日本の幼い子どもたちの睡眠時間は世界の国々に比

べてかなり短いことや運動（外遊び）不足によって主に高齢者の症状であるロコモティブシンドローム（運動器機能不全）予備

軍が多数いることなど、子どもの成長や未来に負の影響を与えるおそれのある現状があるといいます。 

 NHKの特設サイトに掲げられた子どもをめぐるデータをみながら、考え込んでしまいました。 

 こどもが幸せでない社会は大人にとっても幸せな社会ではありません。こどもにとって基本的な「食う（食べる）」「ねる（寝

る）」「あそぶ（遊ぶ）」を満たすのが難しいという現代の日本社会では、少子化という現状はある意味当然なのかもしれませ

ん。 

 何となくすっきりしない気持ちで迎えた連休明け、絵本作家のかこさとしさんの訃報を聞きました。 

 ９２歳で無くなったかこさとしさんは「からすのぱんやさん」「だるまちゃんシリーズ」、自然や科学をテーマにした絵本などを半

世紀以上にわたって描き続けてきました。 

 その原点には、戦争中を過ごした少年時代、軍人の道を志していた自分の判断の誤りを悔い、これからの子どもたちは、自

分の考えで世の中をきちんと評価し賢く判断する力を身につけて欲しいという願いがありました。 

 かこさんの過去のインタビューのことばが紹介されていました。 

 『今の社会の状況を見据えて、その問題点をひとつひとつ克服する力、次の未来を開拓していく力が子どもたちにはあると思

います。今よりも美しく、今よりも健やかに、今よりもより賢く、これを子どもたちにがんばって欲しい』 

かこさんは、ついこの間の一月に「だるまちゃんシリーズ」の最新作を三冊同時発売しました。その 

舞台は東日本大震災の被災地である宮城、原発事故の起きた福島、戦中戦後の苦難の続く沖 

縄です。『子どもを囲む全部を、社会のしくみやいろんな状況をよくしなければいけない』という、かこ 

さんの最後のメッセージだったのだと思います。 

 冒頭で見た通り、現状の子どもを巡る環境はあまり良くないものかも 

しれませんが、最後まで子どもたちの確かな未来を築くためにメッセージを 

送り続けたかこさんを見習って、微力ながら課題に向き合っていこうと思っ 

ているところです。 
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