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次号(８６号)は令和2年4月10日発行予定です！ 

明けましておめでとうございます。毎年の恒例行事ではありますが、多くの方が新年の抱負

を掲げると思います。自ら掲げる方もいれば、言う機会を与えられてなんとなくその場で考え

るという方もいると思います。掲げたはいいものの、特に何も意識せずに生活していては良い

変化は生まれない。そう思った2019-2020年です。できない間は意識的に、強制的にやってみ
る。強い意志をもって1年間過ごしていきたいと思います。            中澤 

  
 

 

ＳＭＣ税理士法人 社員旅行ｉｎ箱根   

333分間スピーチ月間ＭＶＰ分間スピーチ月間ＭＶＰ分間スピーチ月間ＭＶＰ 

今年も社員旅行へ行ってきました！バスに揺られて一泊二日箱根の旅へ。 

白熱のカーレースあり宴会あり温泉あり、その一部をご紹介いたします。 

週初めの朝礼で行う3分間スピーチ。１０月～１２月のMVPは下記の通りです！ 

内容はＨＰに【スタッフのおすすめ】として掲載されています。気になる方は是非ご覧下さい！ 

昼食後はパワーをもらい

に、箱根神社へ。 

芦ノ湖に浮かぶ鳥居は

絶景の写真スポット！ 

１０月のＭＶＰ賞・・・中澤 正裕・・・『ネクタイの色』     
    
 

１１月のＭＶＰ賞・・・丹下 優子・・・『紹介のタイミングは契約直後！』 

 

    
１２月のＭＶＰ賞・・・山村 佳恵・・・ 『人は無意識のうちに変わらない決心をしている』 
 

 

１２月のＭＶＰ賞・・・土肥 宏行・・・『「決断疲れ」を回避する』 

富士スピードウェイカートコース 

貸し切り！タイムアタックをしました。 

男女関係なく本気の勝負です。 

優 勝：土肥 

準優勝：関根 

３ 位：中澤 

女性陣も大健闘！ 

予想以上に大好評！ 

夜は二次会

まで楽しみ

ました。 

 

熱唱！！！ 
二日目昼食は箱根湯本

の知客茶家 

美味しい自然薯と豆腐

のお店でした。 

箱根神社 

工藤幹事お疲れ様でした！ 

－あなたの企業の繁栄と共に！…それが願いです。－ 
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２０２０ 年   １月号 

あなたの企業の繁栄と共に！・・・それが願いです。 

今まであたり前と思っていた基

準を見直して、 

新たな視点で物事に取組んでい

きたいと思います。 

今年もよろしくお願い致します。 

江原智恵子 

今年はオリンピック

の年ですね。私も自

身に金メダルを贈れ

るような実のある１

年にしたいと思いま

す。 

       山村佳恵 

柔軟な対応を心掛け、

迅速に行動できるよう

にします。 

今年もよろしくお願い

致します。 

渋谷佳代 

仕事でも普段の生活で

も、創意工夫を忘れず

に楽しんでいきたいで

す。 

今年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

      竹内純子 

昨年は年間MVPをいただくことができ

ました。 

今年も2年連続MVP目指します。 

占いによると、今年は取り組んできた

仕事が実を結ぶらしいです。 

部署で取り組んできた新業態開発、成

功させたいと思います！ 

工藤正悟 

ゴルフの週末練習をさぼった結果 

スコアが大変なことに・・・ 

趣味も仕事も日々の小さな積み重ねが

大事。 

本年もよろしくお願い致します。 

                   土肥宏行 

『踊る阿呆に見る阿呆、 

 同じ阿呆なら踊らにゃ損々』 

オリンピックyearの2020年。

どんなことも “踊る”をモットー
に楽しみます！ 

丹下優子 

40歳になり一層、 

お客様の役に立つ。 

ただそれのみを追求します。 

本年も宜しくお願い致します。 

               堺友樹 

「相手の立場になって考え

る」習慣を身に付けます。 

まずは意識的に取り組みま

す。本年もよろしくお願い

致します。 

中澤正裕 
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理事長 関 根   威 

  
明けましておめでとうございます。 

 

今年元旦の日本経済新聞の連載は、『逆境の資本

主義』というタイトルで始まりました。第２回目の連載の表題

は、『働き方縛る もの作りの残像 〜労働の「賞味

期限」長く〜』という表題ですが、私たち働く者に焦点を

合わせると、資本を集め、人を雇い、経済が拡大すれば皆

等しく豊かになるという「成長の公式」が、経済のデジタル

化やグローバル化によって変質し、大きな格差を生み始め

ているようです。 

もともとは産業革命によって、労働者は身分に縛られ

ず、契約で労働力を売り、「時間」を企業にささげる

働き方が雇用でした。時間に比例して生産高や賃金が決まった「もの作り時代の働き方」です。 

ところが、デジタル化やグローバル化によって、『知』を持つ人が、年齢や肉体の衰えとは関係

なく果実を得る時代になりました。「時間」や「肉体」ではなく『知』で勝負する時代には、働き手の

賞味期限は延びると共に、『知』の価値は「時間」では計り知れない報酬を得ることになります。 

 

産業革命から始まった資本家が労働者から搾取するというのは、「富は労働が生む」もの

だったからですが、その後機械化が進むにつれて、「富は機械が生む」という機械からの搾取（人

間は文句を言うけど、機械は文句は言わないし、２４時間休みなく働く）が進み、第二次産業の衰

退によって最後は『知』（情報・知恵・勝ちパターンの創造）が富を生む社会へと変革していき

ます。 

私の同業者で企業再編などの第一人者のタイムチャージ（時間あたりの報酬）は２０万円だそ

うです。この人に企業再編のことで２時間程度知恵を借りると、翌日４０万円の請求書が届きま

す。他の者にはない価値は青天井、労働（時間）を売る働き方との差は１０倍ではすみません。 

 

さて、「時間」という労働力を売る時代は終焉を迎え、事業への価値である「知」で勝負する

『富の食物連鎖』は、好むと好まざるにかかわらずやってきます。ＡＩの技術が発展すれば、この流

れは益々加速することでしょう。 

現代の仕事の現場でいえば、『（新しい）事業や業務の勝ちパターンを設計し、これ

を横展開できるようにする』ことが知で勝負する正社員（特に経営者や幹部）の仕事という

ことになります。「このやり方でやれば必ず高い利益率を上げることができる」という成功パターンを

生み出し、これを非正規社員で運営する事業としてコピーして、継続的に磨き上げるということにな

ります。そういう意味では、働く者すべてにチャンスがあるともいえます。 

 

ノアの方舟の乗れる人、乗れない人は、この１０年ぐらいではっきりしてくるように思います。本年も

どうぞよろしくお願いします。 

 

『富は労働が生む』資本主義社会の終焉 
～「時間」から「価値」へ～ 

 

無形資産が多い企業が成長 

株式会社 ＳＨ-Ｓｐａｃｅ 様 

季刊誌「季刊誌「IECOCOROIECOCORO」に」に  

              掲載されました！掲載されました！  

CLIENT NEWS CLIENT NEWS CLIENT NEWS    

 ＳＭＣ税理士法人のお客様情報のご紹介をさせていただきます。 

注文住宅・ハウスメーカーを紹介してい

る季刊誌「IECOCORO」にSH-Space様

が掲載されました。 

今回はなんとSH-Space様の家が表紙

を飾っています！ 

コンセプトは「人生を楽しむ家」。施主と

のコミュニケーションから要望の中の隠

された背景やこだわりを汲み取り、オリ

ジナリティ溢れる住まいを提供していま

す。 

車やバイクなどの趣味・ライフスタイルに

合わせて、何度も打ち合わせを行うこと

で、常識にとらわれない自由なアイデア

やプランニングに繋がり、大手メーカー

には真似できない遊び心や細部へのこ

だわりを実現化しています。「お客様と

楽しく最後まで一緒に創り上げていく」

という姿勢が魅力のSH-Space様。一生

に一度の家づくりを是非相談してみて

はいかがでしょうか。 

 
 

株式会社 プラスパン 様 

22年連続！年連続！  

カレーパングランプリ金賞受賞！カレーパングランプリ金賞受賞！  

株式会社プラスパン様のリヨンソレイユで販売し

ている「牛肉ゴロゴロカレーパン」がカレーパング

ランプリ東日本揚げカレーパン部門で見事金賞

に輝きました。 

「いま1番美味しいカレーパンはどれだ？」を合

言葉に開催されたカレーパングランプリ2019。 

リヨンソレイユでは他にも「匠の明太フランス」が

人気メニューだそうです！ 

 
都営新宿線 

瑞江駅から徒歩5分 

駐車場もありますので、 

是非一度足を運んでみてください。 

代表取締役 滝沢 光男 様 

株式会社 いわさき 様 

「シティホール飯能オープン！」「シティホール飯能オープン！」  

株式会社いわさき様が飯能市に「シティホー

ル飯能」をオープンし、11月9，10日にオープン

祭が行われました。ホール内は、ご利用いただ

く方に少しでも安心して快適にお過ごしいただ

けるよう様々な心くばりをされています。 
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       山村佳恵 

柔軟な対応を心掛け、

迅速に行動できるよう

にします。 

今年もよろしくお願い

致します。 

渋谷佳代 

仕事でも普段の生活で

も、創意工夫を忘れず

に楽しんでいきたいで

す。 

今年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

      竹内純子 

昨年は年間MVPをいただくことができ

ました。 

今年も2年連続MVP目指します。 

占いによると、今年は取り組んできた

仕事が実を結ぶらしいです。 

部署で取り組んできた新業態開発、成

功させたいと思います！ 

工藤正悟 

ゴルフの週末練習をさぼった結果 

スコアが大変なことに・・・ 

趣味も仕事も日々の小さな積み重ねが

大事。 

本年もよろしくお願い致します。 

                   土肥宏行 

『踊る阿呆に見る阿呆、 

 同じ阿呆なら踊らにゃ損々』 

オリンピックyearの2020年。

どんなことも “踊る”をモットー
に楽しみます！ 

丹下優子 

40歳になり一層、 

お客様の役に立つ。 

ただそれのみを追求します。 

本年も宜しくお願い致します。 

               堺友樹 

「相手の立場になって考え

る」習慣を身に付けます。 

まずは意識的に取り組みま

す。本年もよろしくお願い

致します。 

中澤正裕 
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