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Kasuya 決算 Fair 開催    

おかげさまをもちまして、毎年恒例となりました弊社決

算フェアーをとり行います。お買い得な商品、話題の新

商品、各種セミナーをご用意して、皆様のお越しをお待

ちしております。寒い中ではありますが、お誘いあわせ

のうえ、どうぞおでかけください。 

日時：日時：日時：日時：    1/24(1/24(1/24(1/24(土土土土) 17:00) 17:00) 17:00) 17:00～～～～21:0021:0021:0021:00    

1/25(1/25(1/25(1/25(日日日日) 10:00) 10:00) 10:00) 10:00～～～～17:0017:0017:0017:000000    

場所：小田原卸センター組合会館および弊社本社場所：小田原卸センター組合会館および弊社本社場所：小田原卸センター組合会館および弊社本社場所：小田原卸センター組合会館および弊社本社    

同時開催セミナー同時開催セミナー同時開催セミナー同時開催セミナー    

・1/25(日）11:00～12:00 

『CAD/CAM 冠の形成と接着～より確実な処置の為に～』 
講師： 上島 裕基 （株式会社ジーシー 東京支店） 

・1/25(日）11:00～12:30 

『セルフケア製品の魅せ方・すすめ方 
～ディスプレイ ワンポイント アドバイス～』 

講師： 傅坂 忍 （ライオン歯科材株式会社専任歯科衛生士） 

・1/25(日）13:30～15:00 

『歯科医院における院内感染対策セミナー 
～洗浄･消毒･滅菌 編～』 

講師： 金子 彩香 （株式会社ジーシー 歯科衛生士）    

・1/25(日）15:30～16:00 

『歯科医院経営者が知っておくべき相続税の節税対策』 
講師：税理士法人ｱﾝｻｰｽﾞ会計事務所 代表税理士 野上浩二郎 

 敬称略 

 

 

すっかり世間に定着しつつある水素水です。 

今回取材にご協力いただいたのは、伊東市のＥ歯科医

院様です。「以前から天然水サーバーを待合室に設置

してあった。水素水が体に良いという噂はきいていたの

で、せっかくなのでこの機会に水素水サーバーにしまし

た。」とのこと・・・すっきりときれいな待合室にサーバー

が馴染んでおり、Dr.スタッフそして患者様の健康のお

手伝いができてお勧めさせていただいた私も喜びヒトシ

オです。 取材ご協力いただき、ありがとうございます。 

・・・・・・T 

アルミボトルの試飲もお届けいたします。 

お気軽にお申し付けください。 

 

 

 

 

 

 

 

スマホ連動のスマホ連動のスマホ連動のスマホ連動の電動歯電動歯電動歯電動歯ﾌﾞﾗｼﾌﾞﾗｼﾌﾞﾗｼﾌﾞﾗｼ                                                                            
P＆G は、「ブラウン」ブランドの電動歯ブラシ「ブラウン 

オーラル B」シリーズの最上位モデルでスマートフォンと連

動する「プラチナ」2 機種を発売しました。スマートフォンと

の連携によりアプリで歯磨きの状態をモニターし、自分に

合った正しい歯磨きへとガイドしてくれる。ブラックモデル

「プラチナ・ブラック 7000（D365356X）」とホワイトモデル「プ

ラチナ・ホワイト 7000（D365356WH）」がラインナップされて

います。I 歯磨きもスマホ時代でしょうか   ・・・I                

社長が選ぶ社長社長が選ぶ社長社長が選ぶ社長社長が選ぶ社長 2014201420142014                                                                                

産業能率大学発表 2014 年ランキング 

1 位 孫 正義氏（ソフトバンク） 171 票    

2 位 豊田 章男氏（トヨタ自動車） 124 票 

3 位 柳井 正氏（ファーストリテイリング） 30 票 

4 位 ティム・クック氏（アップル） 15 票 

5 位 永守 重信氏（日本電産） 8 票 

5 位 荒浪 剛史氏（サントリー） 8 票 

5 位 グレン・ガンペル氏（ユー・エス・ジェイ） 8 票 

8 位 森川 亮氏（LINE） 7 票  

9 位 古森 重隆氏（富士フイルム） 6 票 

9 位 小飼 雅道氏（マツダ） 6 票  

9 位 ジャック・マー氏（アリババ集団） 6 票 

産経新聞より     ・・・・・Ｔ       

＊＊＊＊＊＊＊＊歯をキ歯をキ歯をキ歯をキレイにすると仕事が増える！？レイにすると仕事が増える！？レイにすると仕事が増える！？レイにすると仕事が増える！？＊＊＊＊＊＊＊＊             

「口元は、清潔感や年齢、生活を感じさせる場所。芸能

人は、歯の美しさが人気のバロメーターにもなっていま

す」・・そう語るのは、審美歯科医で「口元美容スペシャリ

スト」でもある石井さとこ先生。歯のホワイトニングを日本

に広めた第一人者で、女優やモデルも数多く通う「ホワイ

トホワイトデンタルクリニック」院長だ。「当院には AKB のメ

ンバーも何人か通ってくれているのですが、口元が変わる

と順位も上がるんです！施術を担当した方の人気が上が

るのは、うれしい限りです」 最近、石井先生が着目してい

るのは、女優やアイドルではなく「男性芸人」の歯が白くな

っていること。さまぁ～ずの三村マサカズやバナナマンの

日村勇紀など、注意して彼らが出演している番組を見ると、

たしかに真っ白な歯を見せており、「歯をきれいにしてから

仕事が増えた」と語っている。 現在絶好調の有吉弘行も、

再ブレークしたばかりの数年前に比べ、歯がきれいになっ

たような……。「有吉さんの場合、禁煙したことが大きいで

しょうね」 

まさに、芸能人は歯が命。そこで石井先生に、「’15 年、歯

が美しくなる＝大ブレークが期待できる芸能人」は誰なの

か聞いた。「『アラ 40 の星』ともいうべき、大久保佳代子さ

んと椿鬼奴さんは、口元をきれいにすれば若々しさがアッ

プし、さらにオファーが増えるはず。マツコ・デラックスさん

も、肌が美しいぶん、余計に歯の黄ばみが気になります」 

3人ともすでに人気者ではあるが、歯が白くなればさらに

好感度が高まり、女性受けする仕事が増えるという。「で

すから、’15年はさらなる飛躍を願って、この3人の歯が美

しくなると予想します。私が担当させていただけるなら、マ

ツコさんと大久保さんはホワイトニングを。鬼奴さんは歯茎

も含め、口元全体がグレーっぽくなってしまっているので、

ホワイトニングだけでなくセラミッククラウン（セラミックを使

ったかぶせもの）やセラミックインレー（詰めもの）も使い、

抜本的に改革させていただきます！」 ますます進歩する

審美歯科技術とともに、’15 年は誰の歯が白くなるのか注

目だ！  女性自身より                ・・・・・I 

水素水サーバー水素水サーバー水素水サーバー水素水サーバー     



小田原の「大稲荷神社・錦織神社」 ブレイク                            

テニスの錦織圭選手の活躍で「錦織フィ

ーバー」に沸いているが、小田原市城山の

錦織神社も新たなパワースポットとして注目

を浴びつつある。 小田原城の鬼門除（よ）

け稲荷（いなり）として知られる大稲荷神社

の境内にあり、錦織選手の快進撃が続き参

拝者が増えているという。同選手の活躍も

願って、錦織神社の御朱印を赤色から金色

に変更した。 

 大稲荷神社の資料によると、錦織神社は１６３３（寛永１

０）年の大地震で領内が荒廃し、藩の厳しい年貢取り立て

に、切腹覚悟で年貢の軽減を直訴した関本村（現南足柄

市）の名主・下田隼人（はやと）を祭っている。 現在の足

柄上・下郡周辺はかつて「西郡（にしこおり）」と呼ばれてお

り、地域のために身を犠牲にした隼人を祭った神社の名

前となり、そこから「錦織」となった。当初は小田原駅東口

の錦通りにあったが、大正期に大稲荷神社に遷座した。

心願成就や五穀豊穣（ほうじょう）だけでなく、勝利の御利

益もあるという。両神社宮司穐山さんは、 「命をささげて

民を救った下田隼人は日本人の誉れ。錦織選手も四大大

会で優勝を重ねて国民栄誉賞を受賞してほしい」とエール

を送っていた。 【神奈川新聞】 より  

 大稲荷神社は地元では“だいなりさん”の愛称で親しま

れており、境内には大稲荷神社、錦織神社、愛宕神社を

お祀りした北条時代より続く御社。国宝の正七角形絵馬を

はじめ多くの文化財を有している。 

一度は訪れてみてはいかがでしょう。 

＊鬼門除稲荷 大稲荷神社＊ 

小田原市城山 1-22-1  

小田原駅西口徒歩 5 分 

     ・・・・Ｍ 

暮らしとお金のミニ講座暮らしとお金のミニ講座暮らしとお金のミニ講座暮らしとお金のミニ講座                            相続相続相続相続税税税税                                                                                                                                                                    

世の中には相続税を納め過ぎて損をしている方がたく

さんいらっしゃいます。 

以前にあった事例ですが、千葉県で相続税を 1,500万

円納税している方がいらっしゃいました。相続人は税理士

にお願いしているから還付を受けられる訳がない。と主張

されていましたが、完全成功報酬で損をすることはないと

説明して見直しをすることになりました。見直しをしたとこ

ろ、不動産の評価で減額要素のもれがたくさんあり、かな

りの減額に成功しました。土地の形がいびつなものだと不

整形補正の評価減をしていなかったり、著しく地積が広大

で一定の要件を満たすと広大地補正で評価額が半分近く

下がるのに評価減していなかったなど、かなりの失念が見

受けられました。特に酷い内容としては、賃貸アパートな

ど貸している家は借家権控除と言って 30％の減額が出来

るのですが、それすらも失念していました。最終的には当

初 1,500万円納税していたものが、見直した結果 900万円

の納税で良かったことになり、相続人に納め過ぎていた

600万円の還付を受けることが出来そうであると報告した

ところ、税理士にお願いしていたのにそんなに変わるとは

信じられないと半信半疑になっていました。昔からの付き

合いのある税理士で信頼関係もあったので気持ちもわか

りますが、税理士にも得意不得意があります。相続税専

門の税理士には、相続税の知識、経験、ノウハウが豊富

です。何でも出来る万能タイプで年に 1件相続税の申告を

している税理士と相続税専門で年に 20件相続税の申告

をしている税理士ではどちらが相続税に詳しいと思います

か？是非、機会があれば問い合わせしてみてはいかがで

しょうか？ 

＊＊二宮町のふるさと納税＊＊＊＊二宮町のふるさと納税＊＊＊＊二宮町のふるさと納税＊＊＊＊二宮町のふるさと納税＊＊                                     

二宮町はふるさと納税を増やす為、特設ＨＰを作って手
続きをしやすくすると共に、一万円以上の寄付に対する特
典として、町が｢二宮ブランド｣として認定している地元事業
者の商品（無添加パン、豆菓子、煮豆、米粉菓子など）の
送付をはじめた。寄付を広く集めると共に、地元品をＰＲし
て、町の活性化につなげたいとのことです。    ・・・・・Ｓ 

ヒルトン小田原ランチブッフェヒルトン小田原ランチブッフェヒルトン小田原ランチブッフェヒルトン小田原ランチブッフェ                                           

３月３１日までのフェスティブ ランチブッフェが開幕しま

した。身がぎっしり詰まった「ズワイ蟹」は食べ放題。魚貝

類の旨みが凝縮した絶品ブイヤベース。季節の地場野菜

によるサラダバー。日替わりで冬蛸のカルパッチョや冬牡

蠣など。彩豊かなデザートコーナーでは、シュー生地とパ

ンケーキの中間のような食感が人気の「ダッチベイビー」

や旬の苺を使用したデザートなどが味わえる。ご家族や

友人と一緒に少し豪華なランチでもいかがですか。 
平日 11:30～14:00 土日祝 11:30～14:30(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ) 

平日：大人 \3,600.  土・日・祝日 \3,900. 

   ＊税込・別途ｻｰﾋﾞｽ料１３％ 

温泉とブッフェがセットになったお得なプラン「湯ったりラン

チブッフェ」もあるそうです。（平日 4,300 円、週末 4,600 円） 
ヒルトン小田原リゾート＆スパ 

小田原市根府川 583-1  0465-28-1220                  
［ﾀｳﾝﾆｭｰｽｸｰﾎﾟﾝ持参で、1 ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ無料、または、ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ半額］       

<タウンニュースより>                    ・・・・Ｋ  

  

＊＊花の追想＊＊                                           
ひよこまめひよこまめひよこまめひよこまめ、、、、れんずまめれんずまめれんずまめれんずまめ、、、、    

柿柿柿柿、、、、蜜柑蜜柑蜜柑蜜柑    そしてうぐいすまめそしてうぐいすまめそしてうぐいすまめそしてうぐいすまめ    

 初湯に浸かりながら、大晦日に 

仕入れたナッツ袋の雛豆・・・。 

そうだ！確かにひよこの格好をしているな。上から見た姿だ。それ

ではレンズの形だからレンズ豆、鶯色なので鶯豆なのだ。が、西

洋人には食卓にポピュラーな雛豆、レンズ豆は彼らの名付けた

名前。唯、上から目線の名前付け。鶯豆は日本のもの、鶯色の

豆、その鶯色は、本当は、めじろの羽色。“梅にうぐいす”の花札

の鶯。人々は春の到来を囀る鳥を匂う梅との相性で鶯の姿に

合わせ間違えたのだろうと・・・この暮れから柿と蜜柑で誘って、我

が家に訪れている彼ら を も考え 、思い を馳せて し ま っ

た。                    ・・・・柿   

 

 我が家のペット（家族） 

    フェレットのなまえはいちご（4 さい）です。 

寒い冬、人間もあったかいお湯に浸かって 

いるけど、うちのフェレットのいちごちゃんも 

あったかくて気持ち良さそうにお湯に 

浸かっています。我が家の癒し系です。 

                   ・・・・・T   

 

♪♪鎌倉おいしい散歩♪♪♪♪鎌倉おいしい散歩♪♪♪♪鎌倉おいしい散歩♪♪♪♪鎌倉おいしい散歩♪♪                                   

 受験の季節です。合格祈願に鎌倉の“荏柄天神”！関東

を中心に各地に分社をもち、福岡の太宰府天満宮、京都

の北野天満宮と共に三天神社と称される古来の名社です。

筆者は昨年ご利益ありました。お参りの後は少し歩いて銭

洗弁天近くの”茶房 雲母（きらら）“へ。 

もっちもちの白玉は並ぶ価値あり！！        ・・・・M 

 

*早いもので1月ももう半ば過ぎ！梅のつぼみも膨らみはじめま

したね。                              M 

 


