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21世紀のよき経営者を目指して!

公益社団法人

広島北法人会

■表紙写真について

真亀山神社秋季大祭に於ける吹火の奉納
　真亀山神社は、古くは玖村八幡宮と称されていました。（鎌倉時代、応

神天皇ほか二柱を祭神とし、地方に守護・地頭が配置された際、全国の地

方各地に八幡宮を土地の護り神・住民安泰の護り神及び武運の神様とし

て祭祀しました。）玖村は、平安の昔より太田川の川船交通の要衝であ

り、見張所が置かれていました。承久元（1219）年、金子氏がこの地の地

頭職となり、源氏の護り神である八幡宮の祠を建て札拝所としたとの言

い伝えがあります。これが真亀山神社の起因とされ、現在の社殿は、天分

15（1546）年に再建されて、この地の氏神様として祭祀されました。そ

して、正徳5（1715）年9月に改築され、「玖村八幡宮」から「真亀山神社」

に改名されて居ります。ここ真亀山神社には100年にわたり行われてい

る伝統行事に「十二神祀神楽と花火の奉納」があり、表紙で紹介している

のがそこで奉納された花火「吹火」です。

・・・・・1・2p
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支　部　名

西本　範男
西本金物㈱
■可部支部

氏　　名 法　人　名

安芸太田支部

北広島町支部

北広島町支部

（一社）広島県法人会連合会会長表彰2（公財）全国法人会総連合会長表彰
（27.6.22県連総会）

1

支部・部会名氏　　名 法　人　名

高陽支部

高陽支部

佐東支部

北広島町支部

青年部会

青年部会

女性部会

女性部会

㈲オカダ工務店

㈲アイ・ピー・エム

㈲前岡技建

芸北工業㈱

㈱友鉄ランド

㈱マツモト

㈲ホームサービス植木

インテリア丸装㈱

（公社）広島北法人会会長表彰 （永年勤続）3

宮本　信次
㈲宮本プロパン
■沼田支部

表　彰　者　関　係表　彰　者　関　係

可部支部・　園支部・沼田支部

安佐支部・安芸太田支部・北広島町支部

佐々木　弘

長田　克司

古武家資之

岡田　廣治

伊藤　明美

前岡　信枝

宮本　洋靖

友廣　和典

松本　光敏

植木眞由美

丸山　敬子

山縣建設㈱

オオアサ電子㈱

豊平建設㈱

支　部　名法　人　名

可部支部

佐東支部

安佐支部

高陽支部

高陽支部

（公社）広島北法人会会長感謝状
（役員退任による功績者）

4

西本　範男

鈴木　順二

村城　　徹

木戸　経康

向井　文武

西本金物㈱

㈲中国新聞緑井販売所

豊和工業㈱

㈲キッド

㈱アート企画

氏　　名

厚生事業表彰（目標達成支部）5

支　部　名

第3回通常総会開催

第3回通常総会

●議　　事
　第1号議案　平成26年度決算報告承認の件
　第2号議案　任期満了に伴う理事・監事選任（案）承認の件
　第3号議案　定款の変更（案）承認の件
《3議案いずれも原案通り承認可決されました。》
●報告事項
　平成26年度事業報告　平成27年度事業計画
　平成27年度収支予算

　平成27年6月3日、酔心毘沙門店において第3回通常総会
を開催いたしました。
　公益法人として、3年目を迎える今年度は、税のオピニオ
ンリーダーとして、企業に発展を支援し、地域の振興に寄与
し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体として、魅力あ
る法人会の確立を図り、より公益性の高い活動へ積極的に取
り組みます。

日　時

講　師

平成27年6月3日（水）

米津　さち子 氏 （ユーモアセラピスト）

●テーマ：商売繁盛・・・成功は笑顔を増やすことから
　　　　～お客様の笑顔を増やすユーモアコミュニケーション～

●場　所：酔心 毘沙門店　●参加者：約160名

■プロフィール

1968年愛知県出身。
アパレル業界で10年間名物店長として勤務。
持ち前のユーモアと話術で、常に売上上位をキープ。
2001年9月、突然のパニック障害に襲われ、治療と療養を兼ねて、天職であった
アパレル会社での仕事を退職。
その後心療内科から始まった心理カウンセリングによってメンタル面をサポー
トする、「メイクセラピー」と出逢い、メイクセラピストとしての活動を開始。
その後、独自のユーモアを活かし、ユーモアセラピストとしての活動を開始。
現在は病気も克服、笑顔のスペシャリストとして、東海地方を中心に中学校から
短大まで教育機関、カルチャーセンター、老人保健施設、各企業団体などあらゆ
る分野で全国各地で活動中。
これまで自身の活動が、2009年から現在に至るまで、NHKの報道番組、情報番
組で5度特集として紹介された。
キャッチフレーズは、「平成の女きみまろ」または「名古屋の上沼恵美子」

記念講演会

正味財産増減計算書 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部    

　　１．経常増減の部   

　　　　（１）経常収益  

　　　　　　基本財産運用益 

　　　　　　受取会費 

　　　　　　事業収益 

　　　　　　受取補助金等 

　　　　　　受取負担金 

　　　　　　受取寄付金 

　　　　　　雑収益

　　　　　　経常収益計 

　　　　（２）経常費用  

　　　　　　事業費 

　　　　　　管理費 

　　　　　　経常費用計 

　　　　　　当期経常増減額

　　２．経常外増減の部   

　　　　（１）経常外収益  

　　　　　　経常外収益計 

　　　　（２）経常外費用  

　　　　　　経常外費用計 

　　　　　　当期経常外増減額

　　　　　　税引前当期一般正味財産増減額

　　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　　　　当期一般正味財産増減額

　　　　　　一般正味財産期首残高

　　　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部    

　　　　　　受取補助金等 

　　　　　　一般正味財産への振替額 

Ⅲ　正味財産期末残高

1,250

14,111,859

3,977,300

10,444,309

390,000

1,669,000

1,126,064

31,719,782

22,912,435

7,917,735

30,830,170

889,612

0

0

0

889,612

0

889,612

10,887,118

11,776,730

9,762,000

△ 9,762,000

11,776,730

949

14,963,450

4,002,040

9,459,380

425,000

2,070,000

1,017,820

31,938,639

18,400,498

8,809,659

27,210,157

4,728,482

0

0

0

4,728,482

0

4,728,482

6,158,636

10,887,118

9,389,300

△ 9,389,300

10,887,118

301

△ 851,591

△ 24,740

984,929

△ 35,000

△ 401,000

108,244

△ 218,857

4,511,937

△ 891,924

3,620,013

△ 3,838,870

0

0

0

△ 3,838,870

0

△ 3,838,870

4,728,482

889,612

372,700

△ 372,700

889,612

当年度 前年度 増　減

（単位：円）

科　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部    

　　１．経常増減の部   

　　　　（１）経常収益  

　　　　　　基本財産運用益 

　　　　　　受取会費 

　　　　　　事業収益 

　　　　　　受取補助金等 

　　　　　　受取負担金 

　　　　　　雑収益

　　　　　　経常収益計 

　　　　（２）経常費用  

　　　　　　事業費 

　　　　　　管理費 

　　　　　　経常費用計 

　　　　　　当期経常増減額

　　２．経常外増減の部   

　　　　（１）経常外収益  

　　　　　　経常外収益計 

　　　　（２）経常外費用  

　　　　　　経常外費用計 

　　　　　　当期経常外増減額

　　　　　　税引前当期一般正味財産増減額

　　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　　　　当期一般正味財産増減額

　　　　　　一般正味財産期首残高

　　　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部    

　　　　　　受取補助金等 

　　　　　　一般正味財産への振替額 

Ⅲ　正味財産期末残高

1,000

14,100,000

3,920,000

10,900,000

400,000

450,000

29,771,000

20,787,500

8,983,500

29,771,000

0

0

0

0

0

0

0

10,887,118

10,887,118

10,450,000

△ 10,450,000

10,887,118

1,000

14,500,000

4,460,000

9,930,000

360,000

671,000

29,922,000

20,660,000

9,262,000

29,922,000

0

0

0

0

0

0

0

10,887,118

10,887,118

9,700,000

△ 9,700,000

10,887,118

0

△ 400,000

△ 540,000

970,000

40,000

△ 221,000

△ 151,000

127,500

△ 278,500

△ 151,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750,000

△ 750,000

0

予算額 前年度予算額 増　減

収支予算書 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

（敬称略・順不同）

1 Vol.89 HIROSHIMA-KITA
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　　　　　　税引前当期一般正味財産増減額
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Ⅲ　正味財産期末残高

1,000
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3,920,000

10,900,000

400,000

450,000

29,771,000

20,787,500

8,983,500

29,771,000

0

0

0

0

0

0

0

10,887,118

10,887,118

10,450,000

△ 10,450,000

10,887,118

1,000

14,500,000

4,460,000

9,930,000

360,000

671,000

29,922,000

20,660,000

9,262,000

29,922,000

0

0

0

0

0

0

0

10,887,118

10,887,118

9,700,000

△ 9,700,000

10,887,118

0

△ 400,000

△ 540,000

970,000

40,000

△ 221,000

△ 151,000
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△ 278,500

△ 151,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750,000

△ 750,000

0

予算額 前年度予算額 増　減

収支予算書 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

（敬称略・順不同）
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先行して実施した小学校

租税教室講師養成研修会

●平成27年６月29日（月）
　伴南小学校（181名）
　講師 水口 弘士、鋤田敬寛、小野慎治
●平成27年７月13日（月）
　深川小学校（77名）
　講師 水口 弘士、鋤田敬寛、小野慎治

●日　時：平成27年10月５日（月） 14時～16時
●場　所：広島北税務署 会議室
●対　象：租税教室講師予定者

青年部会活動青年部会活動

　今年度も、青年部会において、小学生を対象にした「租税教室」を実施し、租税教育の推進に寄与します。

　今年度は、一部の小学校で６月から先行して開催しており、10月頃から本格的に実施する予定です。

　租税教室の開催回数を拡大するため、青年部会員の新しい講師を募集していますので、是非ともご参加ください。

　なお、10月5日（月）には下記のとおり、

講師を担当される方のために、租税教室

講師養成研修会が実施される予定です。

租税教室 10月から開催予定租税教室 10月から開催予定

女性部会活動女性部会活動

　平成27年4月16日、第10回 法人会全国女性フォ－ラム福岡大会が、ヒルト

ン福岡シ－ホ－クにてありました。

　第1部（14:00～15：10）株式会社 日本総合研究所主席研究員　藻谷　浩

介（もたに　こうすけ）さんの〔女性がつくる日本と地域の元気〕というテー

マで記念講演があり、現役世代の減少と高齢者の増加で今後の日本経済

の推移とあり方の内容でした。

　第2部（15：30～16：45）式典があり、各単位会の活動発表が紹介され全法

連池田会長、女連協政所会長以下の挨拶がなされ式は粛 と々進み第3部（17：50～19：00）懇親会があり盛会裏におわ

りました。休憩時に「税に関する絵はがきコンク－ル」の全国の優秀作品を鑑賞しました。その中に広島北法人会　

落合東小学校を見つけた時は感激しました。とても有意義な1日でした。

法人会全国女性フォ－ラム福岡大会法人会全国女性フォ－ラム福岡大会
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ACTIVITY

REPORT 活動報告
法人税等決算期別説明会

●講　　師：広島北税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括調査官　石原　一人 氏
　　　　　　　　　　　上席調査官　近木　法生 氏

●説明内容：決算と申告の実務のポイント
　　　　　 マイナンバー制度について
　　　　　　 　（平成27年7月1日開催時）

平成27年3月3日（火）　対象者：2～5月決算法人
　　　　　　　　　　　参加者：85社（会員33社）

平成27年7月1日（水）　対象者：6～9月決算法人
　　　　　　　　　　　参加者：105社（会員42社）

平成26年12月3日（水）
●講　　師：広島北税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括調査官　石原　一人 氏
　　　　　　　　　　　上席調査官　三島　清治 氏
　　　　　　　　　　　上席調査官　高橋　泰公 氏

●説明内容：法人税・消費税・源泉所得税

●参 加 者：5社

安佐北区民文化センター

●平成27年6月22日（月）

●参 加 者：約200名（広島北法人会 12名出席）

新設法人説明会
安佐北区民文化センター

（一社）広島県法人会連合会通常総会
リーガロイヤルホテル広島

名前のもつ意味

A YSS

ひととき
E

　この地球上では、生息している生物のうち学名で名

前がついているのが約8％、残り92％は名前がないそ

うです。赤ちゃんが生まれたときや、新しい品種の作

物、新発見の星など、まず「名前」を考えます。

　名前があり、しかも名のれることは、自分が自分で

あることを証明すると同時に、他の人々に認知しても

らうためにも必要なことです。親しさをもって名前を

呼びあえることは、共生の社会にあって、お互いにそ

の人格をうけ入れ、絆を深めあって生きている上に

あっては幸せなことです。

　かつて、ハンセン病患者の方がたは、いわれなき差

別のため、没後も実名が名のれない身を切るような辛

さがありました。

　ところで、最近赤ちゃんにつけられた名前には、5

人に1人の割合で「この世に一つだけしかない名前

（キラキラネームと呼ぶ）」があると報じられ、法の規

制が必要ではないかと問題にされています。

数例を紹介しましょう。（　）内がフリガナ

●一二三（ワルツ）　●黄熊（プー）　●礼（ペコ）　

●楽（ルン）　●男（アダム）

　無抵抗である赤ん坊にわけのわからない名前をつ

けるなんて、将来「いじめ」の対象になりそうなキラキ

ラネーム。親の愛情ではなく独り合点して得意となる

身勝手さが感じられます。子供が成長した暁、恨まれ

ることは必定です。

　名前には、その人につけられた単なる符号ではなく

「こんな人になってね」という願いが込められている

のです。

　ひと昔まえ、女性の半数以上に「○○子」がつけられ

ていました。「子」という字は「一」と「了」からできてお

り「了」は終了などと「終わり」を意味していますが「さ

とる」ともあります。０からスタートした人間が100

点満点の「さとり」をめざして成長してもらいたいと

の願いが込められた文字なのです。

　自分の名前に誇りをもち、その願いに応えていける

人を育てる。それは望ましい名前といえるでしょう。

森重　一成

安佐支部
浄土真宗本願寺派  養専寺



先行して実施した小学校

租税教室講師養成研修会
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●場　所：広島北税務署 会議室
●対　象：租税教室講師予定者
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　今年度は、一部の小学校で６月から先行して開催しており、10月頃から本格的に実施する予定です。

　租税教室の開催回数を拡大するため、青年部会員の新しい講師を募集していますので、是非ともご参加ください。

　なお、10月5日（月）には下記のとおり、

講師を担当される方のために、租税教室

講師養成研修会が実施される予定です。
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　平成27年4月16日、第10回 法人会全国女性フォ－ラム福岡大会が、ヒルト

ン福岡シ－ホ－クにてありました。

　第1部（14:00～15：10）株式会社 日本総合研究所主席研究員　藻谷　浩

介（もたに　こうすけ）さんの〔女性がつくる日本と地域の元気〕というテー

マで記念講演があり、現役世代の減少と高齢者の増加で今後の日本経済

の推移とあり方の内容でした。

　第2部（15：30～16：45）式典があり、各単位会の活動発表が紹介され全法

連池田会長、女連協政所会長以下の挨拶がなされ式は粛 と々進み第3部（17：50～19：00）懇親会があり盛会裏におわ

りました。休憩時に「税に関する絵はがきコンク－ル」の全国の優秀作品を鑑賞しました。その中に広島北法人会　

落合東小学校を見つけた時は感激しました。とても有意義な1日でした。
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●講　　師：広島北税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括調査官　石原　一人 氏
　　　　　　　　　　　上席調査官　近木　法生 氏

●説明内容：決算と申告の実務のポイント
　　　　　 マイナンバー制度について
　　　　　　 　（平成27年7月1日開催時）

平成27年3月3日（火）　対象者：2～5月決算法人
　　　　　　　　　　　参加者：85社（会員33社）

平成27年7月1日（水）　対象者：6～9月決算法人
　　　　　　　　　　　参加者：105社（会員42社）

平成26年12月3日（水）
●講　　師：広島北税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括調査官　石原　一人 氏
　　　　　　　　　　　上席調査官　三島　清治 氏
　　　　　　　　　　　上席調査官　高橋　泰公 氏

●説明内容：法人税・消費税・源泉所得税

●参 加 者：5社

安佐北区民文化センター

●平成27年6月22日（月）

●参 加 者：約200名（広島北法人会 12名出席）

新設法人説明会
安佐北区民文化センター

（一社）広島県法人会連合会通常総会
リーガロイヤルホテル広島
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前がついているのが約8％、残り92％は名前がないそ
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物、新発見の星など、まず「名前」を考えます。

　名前があり、しかも名のれることは、自分が自分で

あることを証明すると同時に、他の人々に認知しても

らうためにも必要なことです。親しさをもって名前を

呼びあえることは、共生の社会にあって、お互いにそ

の人格をうけ入れ、絆を深めあって生きている上に

あっては幸せなことです。

　かつて、ハンセン病患者の方がたは、いわれなき差

別のため、没後も実名が名のれない身を切るような辛

さがありました。

　ところで、最近赤ちゃんにつけられた名前には、5

人に1人の割合で「この世に一つだけしかない名前

（キラキラネームと呼ぶ）」があると報じられ、法の規

制が必要ではないかと問題にされています。

数例を紹介しましょう。（　）内がフリガナ

●一二三（ワルツ）　●黄熊（プー）　●礼（ペコ）　

●楽（ルン）　●男（アダム）

　無抵抗である赤ん坊にわけのわからない名前をつ

けるなんて、将来「いじめ」の対象になりそうなキラキ

ラネーム。親の愛情ではなく独り合点して得意となる

身勝手さが感じられます。子供が成長した暁、恨まれ

ることは必定です。

　名前には、その人につけられた単なる符号ではなく

「こんな人になってね」という願いが込められている

のです。

　ひと昔まえ、女性の半数以上に「○○子」がつけられ

ていました。「子」という字は「一」と「了」からできてお

り「了」は終了などと「終わり」を意味していますが「さ

とる」ともあります。０からスタートした人間が100

点満点の「さとり」をめざして成長してもらいたいと

の願いが込められた文字なのです。

　自分の名前に誇りをもち、その願いに応えていける

人を育てる。それは望ましい名前といえるでしょう。

森重　一成

安佐支部
浄土真宗本願寺派  養専寺



支部活動支部活動

　年を取るとトイレが近くなるのは、病気なのかなと

心配する人も多いなか、当支部では、その心配を少しで

も払拭しようと、２月８日(日)講演会を開催しました。

　当日の講師は、城仙泰一郎先生(広島パークヒル病

院・緩和ケアセンター長)を招き、会場には110名を超

える参加があり、熱心なメモをとる人もあり、自分の事

のため聞き入っていました。

　講演では、頻尿と老齢化に纏わる内容を医師として60年の経験を基に、ユーモアを交えた話で分かりや

すい内容に、会場からも笑い声が絶えず時間の過ぎることも忘れていました。

　最後に、先生から今の医療の世界に苦言を一言。今の医師は、実績数に奪われがちで、手術が成功したら

満足している傾向になっている。また、高性能のロボットを駆使して難しい手術をこなしているが、問題

は、「如何に寿命を延ばせるか。手術を成功させても寿命が延びなければ本人に対して、手術が成功しても

意味がない。」この点を医師がしっかり認識していくべきだ、と患者側に立った意見を述べて、本日の講演

を終えました。

「これって病気？ 中高年の気になる話」
―トイレが近い？なかなか出ない？・・・泌尿器科医からの助言―
●平成27年2月8日（日）
●安佐南区福祉センター

安古市支部

安佐支部
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女性部会活動女性部会活動

　梅雨を感じさせない晴天、バスは兵庫へ出発しました。バスの中、

サラリーマン川柳や、絵描き歌で盛り上がりました。穏かな田舎道を

抜け、揖保乃糸資料館そうめんの里へ到着。実演や人形模型により、

そうめんが出来るまでの工程を見学しました。

　そうめんを束ねている帯には、赤や黒がありますが、それ以外にも

紫、緑など太さ、本数さまざまな意味を持つ帯がある事を知り、日頃

食べているそうめんも意味を知れは、よりおいしくいただけると思

いました。

　天然記念物、片しぼ竹を見て昼食の後は、龍野の町並みを散策し

ました。醤油資料館、赤とんぼのふるさとを1時間半かけて見学。赤と

んぼの歌碑の前に立てばメロディーが流れ、マンホールのデザインも

赤とんぼです。龍野の古い歴史と文化を感じる事が出来ました。

　帰りの車内、夏野菜の名前でビンゴゲームスタート。皆さんとても

元気で次々に「ビンゴ！」の声が上がります。素敵なプレゼント、ファ

イルやマグカップを頂きました。ありがとうございます。

　到着は予定より少し早く着きました。お天気にも恵まれ、皆さんのお陰で楽しい研修旅行となりました。

企業視察研修旅行企業視察研修旅行

青年部会&女性部会合同活動青年部会&女性部会合同活動
「チャリティーバザー出品物寄贈のお願い」「チャリティーバザー出品物寄贈のお願い」

　11月1日（日）安佐南区民文化センターでの「安佐南区民まつり」において、青年部会・女性部会合同でチャリティー

バザーを開催します。各ご家庭の眠っている贈答品などのご提供を是非よろしくお願いいたします。

　収益金は社会貢献活動に活用させていただきます。

　役員が受け取りにお伺いしますので、お気軽に下記までご連絡ください。お待ちしております。

【社会貢献活動】【社会貢献活動】

女性部会活動女性部会活動

　女性部会が「第１２回税に関する絵はがきコンクール」を開催します。

「税金が毎日の生活の中で、どのように役立っているか」をテーマとした絵はがきを、広島北税務署管内の小学６年

生を対象に募集しています。

　入賞作品は「税を考える週間」に合わせて、１１月６日（金）から２週間、緑井ギャラリーＰａｓｓａｇｅ（フジグラン

緑井店５Ｆ）において展示紹介します。

「絵はがきコンクール開催のお知らせ」「絵はがきコンクール開催のお知らせ」

●広島北法人会 事務局　ＴＥＬ０８２－８１５－４３１９

　大自然の山の中でグラウンドゴルフを楽し

み、参加された皆さんで楽しい一日を過ごすこ

とができ、親睦を深めることができました。

いこいの村ひろしま

視察研修及び報告会
●平成27年8月7日（金）　●参加者13名

太田川森林組合チップ工場

　太田川森林組合は、森林の大切さや森林の整備、森林の機能を学んで貰えるよう

に、木工教室・研修会・講習会などを開催されています。

　また、森林の管理や森林労働者の確保・雇用の

改善に向けても努力されていらっしゃいました。

　森林の大切さが少しだけ理解できたように思

えます。
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　当日の講師は、城仙泰一郎先生(広島パークヒル病

院・緩和ケアセンター長)を招き、会場には110名を超

える参加があり、熱心なメモをとる人もあり、自分の事
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安佐支部
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女性部会活動女性部会活動
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青年部会&女性部会合同活動青年部会&女性部会合同活動
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　11月1日（日）安佐南区民文化センターでの「安佐南区民まつり」において、青年部会・女性部会合同でチャリティー

バザーを開催します。各ご家庭の眠っている贈答品などのご提供を是非よろしくお願いいたします。

　収益金は社会貢献活動に活用させていただきます。
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【社会貢献活動】【社会貢献活動】

女性部会活動女性部会活動

　女性部会が「第１２回税に関する絵はがきコンクール」を開催します。

「税金が毎日の生活の中で、どのように役立っているか」をテーマとした絵はがきを、広島北税務署管内の小学６年

生を対象に募集しています。

　入賞作品は「税を考える週間」に合わせて、１１月６日（金）から２週間、緑井ギャラリーＰａｓｓａｇｅ（フジグラン

緑井店５Ｆ）において展示紹介します。
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　大自然の山の中でグラウンドゴルフを楽し
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とができ、親睦を深めることができました。

いこいの村ひろしま

視察研修及び報告会
●平成27年8月7日（金）　●参加者13名

太田川森林組合チップ工場

　太田川森林組合は、森林の大切さや森林の整備、森林の機能を学んで貰えるよう

に、木工教室・研修会・講習会などを開催されています。

　また、森林の管理や森林労働者の確保・雇用の

改善に向けても努力されていらっしゃいました。

　森林の大切さが少しだけ理解できたように思

えます。
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萩日帰り視察研修旅行及び報告会
●平成27年6月10日（水）
●参加者25名

目からウロコの
コミュニケーション力UP
講演会
●平成27年6月14日（日）／参加者350名
●千代田開発センター
●講　師：エド・はるみ氏

佐東支部

北広島町支部

　北広島町支部では６月１４日（日）、北広島町有田の千代田開

発センターにて、「目からウロコのコミュニケーション力ＵＰ講演

会」を開催しました。講師に持ちネタの「グ～！」でお馴染み、よし

もとクリエイティブ・エージェンシー所属のエド・はるみ氏をお招

きし、「伝える力」と「伝え方」について講演頂きました。一般社会

から芸能界まで幅広く活動している講師によるユーモアたっぷり

のお話は来場していただいた皆さまに大変好評でした。

可部支部講演会
●平成27年7月22日（水）
●いこい 3階

ビジネス講演会・交流会開催　　
●平成27年6月23日（火）／参加者28名
●広島経済大学 興動館

可部支部

　園支部

　事業報告会終了後、中村克洋教授による講演会を開催しました。

　アナウンサー時代の豊富な経験を素に、「説得会話技法」「理想の説得術」について成功例・失敗例を含め講

演いただきました。また平素、聞くことができない放送の裏話をユーモアたっぷりにお話しされ、聴講者の

笑いを誘った有意義な2時間でした。

　可部支部では㈱アスカネットの代表取締役CEO

の福田幸雄氏を迎え、「新規事業＆イノベーション」

という演題で講演を頂きました。

　福田幸雄氏は「個人向け写真集製作事業」などの

企画開発をされ、東証マザーズに上場されるなど大

変意欲的であり、新規事業に対する取り組み方など

経験にもとづいた貴重なお話をいただきました。

美化運動
～可部の街を美しく～
●平成27年3月21日（土）／参加者7名
●広島信用金庫可部支店

可部支部

　可部支部では、可部町内の美化運動として花を植え、広島信用金

庫可部支店に設置しました。

　当日は可部支部役員により、40鉢のプランターに心をこめて、

ペチュニアの花苗を植えました。

　地域の皆様が、僅かの間でも足を止めていただき、可愛い花を

ゆっくりと楽しんでいただければと思います。

NHKチーフアナウンサーとして「歴史誕生」　「サンデースポーツ」
等で活躍、その後、フリーアナウンサーとなり「中村克洋のごじテレ」
などマスコミの第一線で活躍　

【演題】 放送の裏話と説得会話技法
　　　 ～理想の説得術「自己説得」～

【講師】 中村　克洋 広島経済大学教授、「興動館」副館長

　平成27年6月10日水曜日、ＮＨＫ大河ドラマ「花

燃ゆ」の舞台、萩に視察研修に会員様25名で行っ

てまいりました。

　花燃ゆ大河ドラマ館ではドラマで実際に使用さ

れた小道具や衣装、松下村塾のセット展示や記念

撮影ポイントなど大河ドラマの世界観を存分に体

験させて頂きました。また、松陰神社、松下村塾は、

吉田松陰先生の意思を継ぐ維新志士たちを数多く

輩出した塾で、後に初代内閣総理大臣伊藤博文や

内務大臣山縣有朋ら日本が近代化する過程で重

要な人物を輩出したことでも有名です。吉田松陰先

生の説いた「志を立ててもって万事の源をなす（志

をたてることがすべての源となる）」という言葉は、

今の社会に通用する事だと痛感しました。

　萩しーまーとでは、平成26年度報告会及び平成

27年度事業計画を前鈴木会長より報告をしていた

だき、出席者全員の拍手で昼食となり、会員同士の

とても良い親睦視察研修旅行になりました。
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自動車部品等プレス加工、金型設計製作、溶接加工

㈱サイトウミクロ
代表取締役社長　斉藤　康浩

広島市安佐北区安佐町大字久地2683-147

TEL.082-837-2650

事業内容

安佐
支部

　当社は昨年創業60年を迎えました。自動車部品、建築部
品、下水道関係部品等の金属加工及びプレス金型設計・製
作、溶接加工などを主な業務としています。プレス金型の
設計製作からプレス製品の量産加工に至るまで、自社で一
貫して行える特長があります。
　お客様との共同開発、提案を出来る体制で積極的な受注
活動を進めています。
　また、「ペーパートー
ン」、「ドア楽」など自社
商品の開発にも意欲的
に取り組んでいます。

総合保険代理店

㈱アドバン
代表取締役社長　三上　和明

広島市安佐南区緑井1丁目10-5-103

TEL.082-831-3346

事業内容

佐東
支部

　株式会社アドバンは、
損害保険・生命保険を扱
う総合保険代理店です。
　当社は、安佐南消防署
の横にあります。お近く
に来られた際には、お気
軽にお立ち寄り下さい。

エクステリア工事・造園工事
リフォーム工事設計施工

㈱広島美建
代表取締役 瀬川　幸司

広島市安佐南区伴東7丁目53-2

TEL.082-848-3111  FAX.082-848-5123

事業内容

沼田
支部

　昭和48年広島市安佐南区沼田町で起業。
　創業して40年間の経験と技術で今後も住環境造りに挑
戦します。
　現在、住生活を取り巻く状況は大きく変化をしていま
す。そんな中、社員一同ニーズに応えるべく切磋琢磨し、常
に新しいものに挑戦し、エクステリア工事等を通じて地域
の住環境の向上に寄与してまいります。
　環境の変化に柔軟に対応し、お客様に選ばれる店として
頑張っております。

寿司・仕出し・オードブルの製造、販売

代表取締役　中野　逸人

広島市安佐北区亀崎1丁目1－6

TEL.082-843-7006

事業内容

高陽
支部

　地元水産会社直営ならではの鮮度と価格とボリューム
が自慢です。一般的なスーパーや魚屋さんなどとは明らか
に違う本格派です。
　毎朝担当者が市場で仕入れを行い、厳選素材を使用して
います。大きなネタが特徴で、地元の一般のお客様をはじ
め、地域団体や法人様への卸しも行っています。又、お祝い
や法要等の仕出し料理の注文も承っており、大変好評をい
ただいています。
　お寿司・仕出し・
オードブルのご用
命は、ぜひ当店で!!

産直販売、飲食業

㈱きたひろ市場
代表取締役　　　茂樹

広島県山県郡北広島町有田1122番地

TEL.0826-72-0171　FAX.0826-72-8265

事業内容

北広島町
支部

　2013年秋に全面リニューアルし、より充実した道の駅
にパワーアップ。
　産直（きたひろ市場）では、町内で収穫された新鮮な野
菜、果物やお菓子類
などのお土産が豊富
にそろう。そして町
内産の新鮮な食材を
ふんだんに使ったバ
イキング形式の（レ
ストラン響）が大好
評。大きな太鼓が目
印です。

会員企業
M e m b e r  c o m p a n y PICK UP

建設工事業・塗装工事業

㈱八紘

㈱中美

代表取締役　庄田　数之

広島市安佐南区中須一丁目14-12

TEL.082-877-7916

事業内容

安古市
支部

　1972年の創業以来、建設塗装工事を主体に事業を継続
してまいりました。　　　　　
　培ってきた技術・技能と、社是である「誠実」を両輪に、塗
装を通して建物の適切な維持管理のお手伝いをさせて頂
ければ幸いです。
　近年では様々な機能を付与した塗材が開発・使用され、
施工精度がより重
要視されるように
なりました。私たち
は施工力・技術力と
ハイレベルのサー
ビスで皆様の要望
に応えて参ります。

お客様と共に歩み
　　　お客様と共に成長したい…豊かな生活環境を創造する。

銑鉄鋳物製造業

大和重工㈱
代表取締役社長　田中　保昭　　　　　　　　　　　 

広島市安佐北区可部一丁目21番23号

TEL.082-814-2101

事業内容

可部
支部

　天保2年（1831年）創業の当社では、【たたら】の技術を
受け継ぎ、住宅関連機器部門では、「鋳物ホーロー浴槽」を
中心に「五右衛門風呂」や「やまと風呂」の製造を行ってお
ります。　　　　　　　　　　　　　
　また、防災商品である「移動かまど」を商品化して販売し
ております。
　産業機械関連機器部門では、大型工作機械の鋳物部品や
舶用ディーゼルエンジン鋳物部品の製造を行っておりま
す。

航空撮影　画像編集

㈱ヨシムラ
代表取締役　吉村　政則

広島県山県郡安芸太田町津浪１１－１

TEL.0826-23-1154（不在時23-1084常時携帯へ転送）

http://the-mason.net　　E-mail mailmaster@the-mason.net

事業内容

安芸太田
支部

　今、話題の、ドローンを使った航空撮影の会社です。
普通では見ることができないアングルからの画像が撮影
できます。
　新築住宅などの工事過程や、完成写真、また、解体前の
建造物等の記録、人が容易に近づけない場所の撮影など
企業案内から観光用まで、広範囲にご利用いただけます。
動画静止画ともに対応します。
◎撮影実績
　安芸太田町合併10周年記念運動会　人文字
　加計小学校建て替えに伴う旧校舎　人文字撮影
　安佐北区　河戸幼稚園　など
　（いずれもyou tubeにアップしています）

各種建築設計・施工（新築・リフォーム・増改築）

㈲秋本保工務店
代表取締役　秋本　賢二

広島市安佐南区山本2-1-25

TEL.082-874-7511

事業内容

　園
支部

　おかげさまで創業45年。木造住宅・マンションリフォー
ム等、住まいづくりのお手伝いをしてまいりました。お客
様に喜んで頂き長いお付き合いをしてもらい当社の今日
があります。住まいに対する考え方
も、構造・機能・設備と大きく変わりつ
つあります。三代目として先代が築
きあげたものを大切にし、技術の向
上に努め、お客様のニーズにおこた
えすべく、社員一同精進していきた
いと思います。

移動かまど

シリンダーフレーム

やまと風呂 ベッド 鋳物ホーロー風呂
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自動車部品等プレス加工、金型設計製作、溶接加工

㈱サイトウミクロ
代表取締役社長　斉藤　康浩

広島市安佐北区安佐町大字久地2683-147

TEL.082-837-2650

事業内容

安佐
支部

　当社は昨年創業60年を迎えました。自動車部品、建築部
品、下水道関係部品等の金属加工及びプレス金型設計・製
作、溶接加工などを主な業務としています。プレス金型の
設計製作からプレス製品の量産加工に至るまで、自社で一
貫して行える特長があります。
　お客様との共同開発、提案を出来る体制で積極的な受注
活動を進めています。
　また、「ペーパートー
ン」、「ドア楽」など自社
商品の開発にも意欲的
に取り組んでいます。

総合保険代理店

㈱アドバン
代表取締役社長　三上　和明

広島市安佐南区緑井1丁目10-5-103

TEL.082-831-3346

事業内容

佐東
支部

　株式会社アドバンは、
損害保険・生命保険を扱
う総合保険代理店です。
　当社は、安佐南消防署
の横にあります。お近く
に来られた際には、お気
軽にお立ち寄り下さい。

エクステリア工事・造園工事
リフォーム工事設計施工

㈱広島美建
代表取締役 瀬川　幸司

広島市安佐南区伴東7丁目53-2

TEL.082-848-3111  FAX.082-848-5123

事業内容

沼田
支部

　昭和48年広島市安佐南区沼田町で起業。
　創業して40年間の経験と技術で今後も住環境造りに挑
戦します。
　現在、住生活を取り巻く状況は大きく変化をしていま
す。そんな中、社員一同ニーズに応えるべく切磋琢磨し、常
に新しいものに挑戦し、エクステリア工事等を通じて地域
の住環境の向上に寄与してまいります。
　環境の変化に柔軟に対応し、お客様に選ばれる店として
頑張っております。

寿司・仕出し・オードブルの製造、販売

代表取締役　中野　逸人

広島市安佐北区亀崎1丁目1－6

TEL.082-843-7006

事業内容

高陽
支部

　地元水産会社直営ならではの鮮度と価格とボリューム
が自慢です。一般的なスーパーや魚屋さんなどとは明らか
に違う本格派です。
　毎朝担当者が市場で仕入れを行い、厳選素材を使用して
います。大きなネタが特徴で、地元の一般のお客様をはじ
め、地域団体や法人様への卸しも行っています。又、お祝い
や法要等の仕出し料理の注文も承っており、大変好評をい
ただいています。
　お寿司・仕出し・
オードブルのご用
命は、ぜひ当店で!!

産直販売、飲食業

㈱きたひろ市場
代表取締役　　　茂樹

広島県山県郡北広島町有田1122番地

TEL.0826-72-0171　FAX.0826-72-8265

事業内容

北広島町
支部

　2013年秋に全面リニューアルし、より充実した道の駅
にパワーアップ。
　産直（きたひろ市場）では、町内で収穫された新鮮な野
菜、果物やお菓子類
などのお土産が豊富
にそろう。そして町
内産の新鮮な食材を
ふんだんに使ったバ
イキング形式の（レ
ストラン響）が大好
評。大きな太鼓が目
印です。

会員企業
M e m b e r  c o m p a n y PICK UP

建設工事業・塗装工事業

㈱八紘

㈱中美

代表取締役　庄田　数之

広島市安佐南区中須一丁目14-12

TEL.082-877-7916

事業内容

安古市
支部

　1972年の創業以来、建設塗装工事を主体に事業を継続
してまいりました。　　　　　
　培ってきた技術・技能と、社是である「誠実」を両輪に、塗
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要視されるように
なりました。私たち
は施工力・技術力と
ハイレベルのサー
ビスで皆様の要望
に応えて参ります。

お客様と共に歩み
　　　お客様と共に成長したい…豊かな生活環境を創造する。

銑鉄鋳物製造業

大和重工㈱
代表取締役社長　田中　保昭　　　　　　　　　　　 

広島市安佐北区可部一丁目21番23号

TEL.082-814-2101

事業内容

可部
支部
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TEL.0826-23-1154（不在時23-1084常時携帯へ転送）

http://the-mason.net　　E-mail mailmaster@the-mason.net
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