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ごあいさつ 
 

 ７月になり、どんよりした日が多く日照時間が少なく気

温が低い記録的な“梅雨寒”が続きました。梅雨明けして

一転、暑さの厳しい毎日です。“災害級”の暑さといわれ

た昨年は全国で熱中症による死者が、１５００人を超えて

社会問題となりました。気象庁は北海道から沖縄まで、全

域に高温注意報を出しました。炎天下での厳重な体調管理

と室内でも熱中症に注意が必要と警告しています。 

 １２年に１度統一地方選挙と重なる『亥年選挙』は、投

票率が低くなるジンクスがあります。そのジンクス通り、

参院選の投票率は２４年ぶりに５割を割り２人に１人が投

票しないという深刻な事態となりました。政治不信の表れ

と指摘する人もいます。 

 また、１８歳１９歳の投票率が３１％にとどまり、全体

の投票率（４８％）より１７ポイントも低かったことが分

かりました。投票年齢が１８歳に引き下げられて４年目、

若者の関心を高めるための高校での政治の仕組みや投票の

仕方を学ぶ教育がおざなりになっているのではと問われて

います。 

 日韓関係が、１９６５年の国交正常化以降最悪の状態に

なっています。元徴用工問題での判決をめぐる対立は出口

が見えずに、日本政府は韓国を『ホワイト国』から外す政

令改正を閣議決定しました。毎年夏に実施している子ども

たちの交流事業は中止され、長年友好交流都市のイベント

が相次いで中止と延期となっています。韓国では日本製品

の不買運動も続いており、訪日旅行者数も激減、経済や文

化、スポーツの領域にも悪影響を及ぼしてきました。韓国

に置かれた日本の公館が最近相次いで襲われる事件があり

ました。韓国警察は建造物侵入容疑で逮捕した６人を同日

夜には釈放するという『反日無罪』の様相を呈していま

す。日韓の対立に便乗して北朝鮮が、日韓の軍事情勢包括

保護協定破棄を韓国に要求していて、日米韓の軍事協力弱

体化の好機とみて北朝鮮の金正恩政権は韓国の文在寅政権

にゆさぶりをかけています。 

 『人生は夢だらけ』はかんぽ生命のキャッチコピーで

す。契約を結びやすい一人暮らしの高齢者に対して、郵便 

局ブランドは信頼感があり局員に頼まれると断れなかった

といいます。そんなかんぽ生命の不適切な保険販売が、５

年間で１８万３千件に上ることがわかりました。郵便局で

の不適切な販売の背景に過剰なノルマがあったとして、ノ

ルマを廃止して顧客重視へ転換するとし宣言しました。ま

た約３千万件の全保険契約について、顧客の意向に沿った

ものであるかどうか調査をすることも発表しました。地に

落ちた信頼の回復のため、全容解明と再発防止に全力を尽

くさなければなりません。 

 第１０１回全国高等学校野球選手権大会は８月６日に開

幕しました。今年は『新たに刻むぼくらの軌跡』がキャッ

チフレーズでした。高校球史で最速となる１６３キロを記

録し“令和の怪物”と呼ばれている岩手・大船渡高の佐々

木朗希投手は花巻東高との決勝で登板の機会を与えられな

かったのです。チームは大敗して夢舞台への登場は、はか

ない夢に終わりました。全国のファンは佐々木投手が甲子

園で活躍する勇姿に期待で胸おどらせていました。父と祖

父を大震災で失った悲しみを乗り越えて来て、甲子園へあ

と一歩およばずの無念の退場でした。豊かな将来性を思っ

ての温存についての監督の判断に賛否両論が起こりまし

た。短期間で多くの試合を消化する大会運営のありかたに

ついても課題が提起されたエースの登板回避でした。登板

回避について世間はまさに『百家争鳴』で喧しいのです。 
（令和元年八月吉日） 
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６月決算会社申告書提出   2019年8月 

・１・４・７・１０月決算法人・個人事業者 

 の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が4,800万円超の６月、７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 

 

９月３０日まで 

 ・７月決算法人の確定申告   

 ・１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  

  １０月決算法人  第３四半期分 

   １月決算法人  第２四半期分  

   ４月決算法人  第１四半期分  

７月決算会社申告書提出   2019年9月 

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 

9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 

山の日 

   

  

 ・６月決算法人の確定申告   

 ・１２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  

   ９月決算法人  第３四半期分 

  １２月決算法人  第２四半期分  

   ３月決算法人  第１四半期分  
 ・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者 

 の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

 ・消費税の年税額が4,800万円超の５月、６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 

 ・個人事業者の当年分の消費税等の中間申告 

９月２日まで 

振替休日 

８月中において各都道府県の条例で定める日 

 ・個人事業税の第１期分の納付 

８月中において市町村の条例で定める日 

 ・個人の道府県民税及び市町村民税の第２期分の納付 

８月１３日まで 
・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 

● お盆休みのお知らせ ● 
 

当社では下記の期間、お盆休みとさせて頂きますので、ご案内申し上げます。 

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。  

    
お盆休み期間  2019年8月13日（火）、14日（水）、15日（木） 

９月１０日まで 
  ・源泉所得税の納付    ・住民税の特別徴収税額の納付 
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２０１９年８月の経理・税務チェックリスト 

□ 8月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。資金繰り等を考慮して、納付もれがない

ように気を付けましょう。また、口座振替の手続きをされている方は、必ず振替日を確認し、必要な残

高があるように資金繰りの調整をしましょう。 

個人事業者の税金の納付 

□ 各地で夏祭りや納涼イベントが催される時期です。会社が提供する社名入りのうちわやタオルなど

は、原則として広告宣伝費となります。現金の寄付や人員の派遣などで生じる費用は、事業との関連性

や支出の目的、供与の仕方などによって、寄付金か交際費等かが区分されます。適切な処理を心がけま

しょう。 

夏祭りへの寄付金 

随時改定の反映（4月昇給の場合） 

□ 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除する

ことになります。 

□ 3月決算法人は、9月に中間決算棚卸を行うところもあります。棚卸のスケジュール等は早めに通知

し、準備すべき資料の指示などをして、効率よく進められるようにしましょう。 

中間決算棚卸の準備 

□ 税務署内では7月に人事異動があり、業務の引き継ぎ等を経て、毎年8月後半から11月頃にかけて税務

調査が増えてきます。自社の処理を再度確認して、いつ税務調査があってもきちんと説明できるように

しておきましょう。 

税務調査対策 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

新入職員のご紹介 

  

当社に新入職員が入社いたしましたので、ご紹介します！ 

経営支援部所属 

安藤 麻美 
総務部所属 

東崎 彩香 

どうぞよろしくお願いいたします 

こちざき 

 この度、新たに名山町鹿児島ビ

ル事務所に配属されました安藤麻

美と申します。５月から勤務を始

め、晴れて正式採用となりまし

た。これから皆さまの力になれる

よう精一杯頑張りますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 この度総務部に配属されました

東崎と申します。会計事務所での

勤務経験が無く、毎日新しく学ぶ

ことばかりです。今は先輩方に助

けて頂いてばかりですが、一日も

早く事務所や関与先の皆様のお役

に立てるよう精進いたします。ど

うぞ宜しくお願い致します。 
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テーマ 『 キャッシュレス決済って何？ 』 

    近年、現金を使用せずにお金を支払うキャッシュレス化が世界的に進んでいます。 

   今回は、キャッシュレスに関する一般消費者向けの基本的な事項をご紹介いたします。 

キャッシュレス決済  お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払うことをいいます。 

 決済形態と支払形態の組み合わせは、一通りではありません。  

現金ではなく、主に、デジタル化されたデータ

でお金のやり取りを行います。 

キャッシュ（cash） 「 現金 」 

接尾辞のレス（less） 「 ない 」 

現状の主なキャッシュレス手段 

キャッシュレス 

手段 

電子マネー/ 

プリペイドカード 

デビットカード 
（ブランドデビット/デビット） 

クレジットカード 
（国際ブランド、銀行系、信販系等） 

スマートフォン（スマホ） 
（非接触IC決済、QRコード決済等） 

 

  

 様々な会社が独自に発行

している電子的なお金で、

主にスーパー、コンビニ、改

札機でタッチしてお金を払え

る。 

 ICカードやスマホにお金を

チャージして利用するものが

主流。 

  

 お買い物や食事代のお支

払で提示すると、代金が銀

行の口座から即時に引き

落とされるカード。 

 口座に入っている額（残

高）＝限度額なので、使い

過ぎてしまう心配がない。 

  

 お店などでの買い物に使

うと、その場で現金を支払う

ことなく商品やサービスを受

け取ることができ、後でお金

の請求が来る（後払い）

カード。 

 代金の請求は一括で支

払うか、分割やボーナス払

いなどがある。 

  

 スマホに、クレジットカー

ド、電子マネー、銀行口座

などを登録し、お店などで

のお金を払うときに使える。 

 例えば、スマホをタッチす

る、あるいはバーコードや

QRコードを使って支払うこと

ができる。 

代表例 

流通系 

楽天Edy、nanaco、WAON等 

交通系 

suica、SUGOCA等 

Visaデビット、JCBデビッ

ト、Mastercardデビット等 

VISA、JCB、

Mastercard等 

非接触IC決済 

Apple Pay、Google Pay等 

QRコード決済 

PayPay、LINE Pay等 

非接触IC決済 
  スマホやICカードをお店にある機械（専用端末）にタッチ（かざす）して決済を行うサービスです。 

QRコード決済 
  スマホ決済アプリにて消費者がスマホにQRコードを表示し店舗側で読み取る、もしくは店舗側が表示する 

  QRコードを消費者が読み取って決済を行うサービスです。 

カード決済 
  スライド式：クレジットカードの磁気ストライプを読み込み、決済を行うサービスです。 

  読み込み式：クレジットカードのICチップを読み込み、決済を行うサービスです。 

決済形態 

 

キャッシュレスの払い方～支払形態 

前払い（プリペイド） 即時払い（リアルタイムペイメント） 後払い（ポストペイ） 

① カードやスマホに前もって入金（チャージ） 

② お店の機械でカード等を読み取って支払い 

お店の機械でカードを読み取り、自分の銀行

口座から即座に支払い 

① お店の代金は、カード会社が立て替える 

② 買い物の分だけ、後からカード会社に支払う 
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 全ての支払い金額のうち、キャッシュレス決済で支払われた金額の割合をキャッシュレス決済比率といいま

す。 

 2018年4月に経済産業省が策定した「キャッシュレス・ビジョン(※)」では、2016年の段階で19.8％であっ

たキャッシュレス決済比率について、2025年までに40％、さらに将来的には世界最高水準の80％を目指すこ

とを宣言しています。 （※）日本におけるキャッシュレス社会を実現するためにまとめた指針 

ポイント還元制度～キャッシュレス・消費者還元事業～ 

 キャッシュレス・消費者還元事業とは、2019年10月1日から2020年6月30日までの9ヶ月間限定で

実施される経済産業省による施策です。 

 対象店舗でクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済を使って代金を払うと、最大

5％のポイント還元が受けられる制度です。 
（原則として、購買金額の5％、フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗等では2％を還元） 

このマークのある

お店が対象店舗と

なります！ 

キャッシュレス決済を安心・安全に使用するために・・・ 

失くしたときは、どうすればいい？ 

 もし失くしてしまった場合は、発行会社に連絡をして利用停止にしてもらう必要があり、その後再発行の手続きをします。その

ときのために、キャッシュレスツールを作ったときの住所、電話番号を控えておくようにしましょう。 

また、発行会社の連絡先も控えておきましょう。 

身に覚えのない利用に気づいたら？ 

 利用履歴で身に覚えがないお買いもの記録が見つかった場合は、ただちに発行会社の相談窓口に連絡して相談しましょう。直近

の利用履歴は、発行会社で管理しています。発行会社から送られる明細書やウェブの明細書を定期的にチェックしましょう。 

使いすぎ防止策！ 

 家計簿アプリを利用することで、複数のキャッシュレス手段をまとめて管理し、「いつ」「どこで」「どの手段で」「いくら」

使ったのかお金の流れを可視化し、把握することができます。 

キャッシュレス社会の到来！？ 
 世界各国のキャッシュレス決済比率（2016年）を比較すると、韓国の96.4％を始め、キャッシュレスが進展

している国では40％～60％台であるのに対し、日本は19.8％にとどまります。 

 日本においてキャッシュレスが普及しにくい背景として、下記の理由が挙げられます。 

 【社会情勢】 治安の良さ、偽造通貨の出回りが少ない、現金に対する高い信頼等 

 【事業者】 キャッシュレス支払い手段にかかるコスト、支払後の資金化までのタイムラグ等 

 【消費者】 キャッシュレスにまつわる各種の不安等 

 しかし、キャッシュレス社会が進展すると様々なメリットも出てきます。 

 【社会情勢】 現金管理における輸送面などでの見えないコストの軽減、 

   訪日外国人旅行客の増加や東京オリンピック・パラリンピックに向けた利便性の向上等 

 【事業者】 現金の受渡しやレジ締め作業・現金管理の負担の減少、 

   利用者の購買情報を用いたマーケティングの高度化等 

 【消費者】 手ぶらで簡単に買い物が可能、スムーズにお会計が可能等 

 キャッシュレス社会が日本に到来しつつありますが、個人情報の流出等による不正利用の被害を受けたり、管

理ができずに使いすぎてしまったりするリスクがあります。各キャッシュレス決済サービスの決済形態や支払形

態を理解した上で、自分に合ったサービスを選択し、収入や預金残高に見合った範囲で節度ある利用を心がける

ようにしましょう。 



 「ハロー！会計」は、社会貢献活動及び会計教育活動の一環として、日本公認会計士協会の地域会が中心と 

 なって、小・中学生を対象に実施している会計講座です。 

  7月27日（土）に南九州会の主催で鹿児島の小学4年生から6年生の約35名が「会計」について学び、 

 上川路美恵野が第一部の講師を担当しました。夏休みに会計の大切さをお子様方に伝えてみてください。 

ハロー！会計ｉｎ鹿児島～小学生向け公開授業のご報告 

後援／鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会 

（有）上川路マネジメントセンター 主催  第32回ＫＭＣセミナー 

 

研修内容及び講師 

『 ネット風評被害対策セミナー～企業をつぶすネット上の誹謗中傷～ 』              

講師：ソルナ株式会社 リスクソリューション部 部長 大月 美里 先生（予定） 

 

  企業はネットリスクにどう対応するか？   ２０２０年までに口コミ投稿の価値が激変？！ 
 ※詳細については、同封のセミナー案内のチラシをご覧ください。 

― 開 催 概 要 ― 

■ 日  時  令和元年９月２８日（土） 13：00～14：30 （受付開始 12：30～）      
                  

■ 定  員  ４０名（※お申込みはお早めに！） 
 

■ 会  場  ホテルリブマックス鹿児島 ピコットホール  

          鹿児島県鹿児島市小川町15-1 （TEL099-216-3220） 

■ 会  費  資料代 2,000円／人（関与先・セミナー会員 1,000円／人） 

         ※資料代は、当日受付にてお支払い下さい。 
 

■ お申込方法 下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。 

     また、お申込み頂いた方には、ＦＡＸで「参加証」をお送りいたしますので、 

     当日受付までお持ち下さい。 
 

 

■ お問合せ  (有)ＫＭＣ 事務局 TEL 099-252-7070  担当 此元 

ソルナ株式会社は、企業・ブランドの風評被害対策や検索エンジン表示対策など自社で対策を可能にする

ノウハウを持つ、ネット上の困りごとを解決する専門の会社です。 
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ＫＭＣ 

セミナー 

 実際にケーキの値段を計算し、ものの値段がどうやっ

て決められていくのか、それがどのように商売に役立て

られるのか、会計の大切さを学びました。 

               第一部 会計って何？ 

 会社は大規模なお小遣い帳（決算書）を作っていま

すが、これが正しく作られているかどうかはとても重要

なことなのです。 

 経済社会における公認会計士の役割を考えました。 

 第二部 会社ってなんだろう 

材料費 ざいりょうひ 労務費 ろうむひ 経費 けいひ

小麦粉・砂糖
（こむぎこ・さとう）

310円 労務費
（ろうむひ）

100
円

ボール・
あわだてき

40円

卵（たまご）・バター 250円 オーブン 150円

イチゴ 620円 電気・水道
（でんき・すいどう）

30円

材料費合計
（ざいりょうひごうけい）

円 労務費合計
（ろうむひごうけい）

円 経費合計
（けいひごうけい）

円

お店で作る場合の原価計算

材料費、労務費、経費の合計を出してみましょう！！

6

みせ つく ばあい げんかけいさん

ざいりょうひ ろうむひ けいひ ごうけい だ

よくねん

4月1日から翌年の3月31日までの
しゅうけいきかん

一年間を集計期間にしたよ！
この損益計算書は

正しいの？

売上高 500万円

売上原価 150万円

売上総利益 350万円

販売費 130万円

営業利益 220万円

損益計算書って正しいの？

ごまかしてない？

これが

損益計算書です！

ごまかしてません！

9

そ ん え き け い さ ん し ょ ただ

ごまかしてないことを
しょうめい

証明してよ 別の人に
証明してもらうよ！



 税理士法人 上川路会計では、関与先様の永続的な発展を願い、「事業保険」の指導、相談を行うために 

保険会社と ＜代理店契約＞ ＜パートナー契約＞を締結しています。 

日本生命保険相互会社 エヌエヌ生命保険株式会社 

大同生命保険株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

損保ジャパン日本興亜 

ひまわり生命株式会社 

企業防衛対策のおすすめ 
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【 法人契約 ・ 生命保険 】の経理処理、改定の注意点 

 2019年7月8日以降の法人契約生命保険（定期保険、第三分野保険）の経理処理が一部改正されました。 

重要なポイントは下記の通りです。 

対象となる保険商品 定期保険  第三分野保険 

   改正の概要 従来の保険期間による保険料仕訳から、解約返戻率による区分仕訳へと改正 

   短期払い保険料の改正 （法人契約医療保険等） 

従来損金処理可能だった商品が、2019年10月より資産計上へと変更 

 【生命保険管理表】作成後には所員から代表様、担当者様に詳しい説明を行いたいと考えております。 

【 生命保険管理表作成のご提案 】 
 解約返戻金に応じて資産計上割合、資産計上期間、取り崩し期間が異なりますので、管理の重要性が増しま

す。適切な保険契約の管理、リスクの管理のため、生命保険管理表の作成をご提案しています。 

 現状の＜契約形態＞、＜内容明細＞について当社担当者が現在の【生命保険管理表】を作成し現況の把握

に努めたいと思います。 

 事業所にとりまして重要な＜法人保険契約＞は、契約形態が重要です。 

 ＜要点＞ 

 ◆ 契約形態の確認 （契約者、被保険者、受取人の関係と課税対象） 

 ◆ 仕訳等の確認  （既契約と新契約の相違点） 

｛諸内容の確認には、証券のコピーが有効です｝ 

【 税務上の取扱 】 

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額（残額を損金算入） 

① 50％超70％以下（※１） 当期分支払保険料×40％ 

② 70％超85％以下（※１） 当期分支払保険料×60％ 

③ 85％超（※2） 
保険期間開始日から最高解約返戻

率となる期間（※3）の終了日 

当期分支払保険料×最高解約返戻

率×70％（保険期間開始日から10

年経過日までの期間は90％） 

保険期間の前半4割相当の期間 

（※1）取崩期間は、「保険期間の7.5割経過後から保険期間終了日まで」 

（※2）取崩期間は、「解約返戻金が最高額となる期間等の経過後から保険期間終了日まで」 

（※3）最高解約返戻率となる期間経過後の各期間において、その期間の解約返戻率からその直前の期間の解約返戻率を 

   控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70％を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間 



 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（税）上川路会

計にご相談ください！ 

 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！！ 
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幼子を逃れし金魚水飛沫     美恵野 

 酷暑の八月です。冷房の使い過ぎは体に悪いと言われていたのも今は昔、命を守るために冷房の適切な使

用をテレビやラジオで呼びかける時代となりました。まだまだ暑い日が続きます。お大事にお過ごしくださ

い。 

 さて、毎年七月二十五日頃に荒田八幡の六月燈が開かれ、下荒田の事務所の近くでもあり、お詣りするこ

とにしています。子供たちのお目当ての一つが「金魚すくい」で、毎年挑戦するものの、薄い紙の「ぽい」

は、すぐに濡れて破れてしまい、おまけを一匹ずつもらってくるのが恒例行事です。 

 先日、東京スカイツリータウンにある「すみだ水族館」を見学しました。東京の下町にある水族館という

ことで江戸の文化のひとつである金魚をテーマにしたエリアがあります。 

 普段からなじみのある赤いシンプルな姿のものから、目の大きい出目金、赤と白の模様の愛らしいもの、

ぷっくりと丸くふくらんだ姿のものから、一見グロテスクに見えるものまで多くの品種が一堂に会して泳ぐ

様は圧巻です。 

 これだけ多くの色形がありながら、そのすべてのルーツはフナだといいます。そもそもの始まりは、中国

の長江のフナが突然変異で赤くなったもので、珍しがられて人が飼育し始めて次々と交配が進んでいったの

だとか。 

 日本にやってきたのは室町時代で、初めは上流階級に珍重されていたものが江戸中期頃になって一般の

人々の間にも親しまれるようになりました。 

 江戸で金魚を愛でる文化が広まった点について、すみだ水族館の掲示文には『戦国時代が終わり、平和な

世が続く江戸。そこは、人、物が集まり、土地も広く水も豊か、金魚を楽しむにはいい環境がそろっていま

した』と説明しています。 

 その掲示文はさらに続けて『江戸から東京へと変わる明治以降、金魚は戦争などの世情不安を敏感に受

け、絶滅した品種もありました。金魚は平和が育てる生き物なのかもしれません。』としています。 

金魚の多くの色形は人の手によって作られたもので、何もしなければもともとのフナに戻っ

ていくといいます。食べられるわけでも何かの役に立つわけでもない生き物を育てて愛でると

いうこと、それが一部の特権階級ではなく、市井の人々の中に文化として根付いているという

ことは、確かに平和で安定した世情でないと難しいのかもしれません。 

 現代も『平成』は、戦争の無い時代のままで幕を閉じることができたありがたい時代です。 

 一方で、金魚すくいはするけれど、金魚はいらないから、と近くの排水溝やトイレに流した

りする人がいたり、珍しい金魚を狙って盗み出したりと、命に対する慈しみや敬意に欠けてい

るのではないかと思われる事象も見聞きします。 

 命と平和を考える機会の多い八月です。小さな金魚を通じて平和のありがたさ、命の尊さを

子供たちにも伝えていきたいと思います。 

 

随想 『『      金魚の夢金魚の夢      』』  上川路美恵野 

 編集後記 

編集委員  上川路美恵野  清水  福留  東崎 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
 

 〒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/ 

上川路会計   検索 

 お祭りや花火大会、海水浴などが楽しい時季ですが、 

全国各地で連日真夏日・猛暑日となっていますね。 

 熱中症対策をしっかりして、暑い夏を乗り切りましょう！ 

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

