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　本年の７月の人事異動で、広島北税務署長を拝命いた

しました西村でございます。前任の土肥署長同様、よろし

くお願い申し上げます。

　公益社団法人広島北法人会の皆様方には、平素から税

務行政の円滑な運営につきまして格別のご理解とご協

力を賜っておりますことを、紙上をお借りして厚くお礼

を申し上げます。

　広島北税務署での勤務は初めてでありますが、長い歴

史と伝統のある当地で勤務できることを大変うれしく

思っております。

　広島北法人会は、昭和51年の設立以来「よき経営者を

めざすものの団体として、会員の積極的な自己啓発を支

援し、納税意識の向上と企業経営および社会の健全な発

展に貢献する」ことをモットーに、今日までさまざまな事

業活動を積極的かつ継続的に展開しておられ、会員の皆

様の日頃からのご尽力に対しまして、改めて心から敬意

を表す次第でございます。

　また、平成26年5月に当税務署管内の関係民間5団体

（広島北法人会、中国税理士会広島北支部、広島北青色申

告会連合会、広島北納税貯蓄組合連合会、広島北間税会）

により、新たに設立されました「広島北税務団体連絡協議

会」におきましても、同協議会の中核団体となり率先して

活動していただいており大変心強く思っております。

　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国

際化、ＩＣＴ化の進展等により大きく変化をしており、国

税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を

適正かつ円滑に実現する」ため、国税組織におきましても

様々な取組を行っております。

　平成28年１月から本格的な運用が開始される社会保

障・番号制度(マイナンバー制度)においては、国税庁が法

人番号の付番機関になるとともに、個人番号及び法人番

号の利活用機関となることから、システム整備等を的確

に進めています。

　さらに、制度の導入を契機として、納税者の皆様の利便

性を向上させるとともに、課税・徴収事務が一層充実し、

より効率的なものとなるよう、業務・システムの見直しを

進めることとしています。

　また、ｅ－Ｔａｘにつきましては、納税者の方の利便性

向上の観点から、スマートフォンやタブレットによる納

付手続等のサービスを開始したほか、公的個人認証に基

づく電子申告書を利用しない新たな認証方式の導入や

添付書類のイメージデータによる提出など、更なる利便

性向上に向けた施策に取り組むこととしています。

　法人会におかれましては、ｅ－Ｔａｘの利用促進に向

けた活動として「役員企業の100％、会員企業の70％利

用」を計画されており、大変心強く思っております。この

目標が達成できるよう、法人会と連携を図りながらｅ－

Ｔａｘの普及・定着に向けた取組を推進していきたいと

考えておりますので、一層のご協力をよろしくお願い申

し上げます。

　着任早々のお願いを申しあげましたが、公益社団法人

広島北法人会の更なるご発展と、皆様のご健勝、並びに会

員企業のご繁栄を祈念いたしまして、挨拶とさせていた

だきます。

《広島北税務署人事異動のお知らせ》

税務署長あいさつ税務署長あいさつ

役　　職

法人課税

第一部門統括官

広島国税局
課税第二部法人課税課
連絡調整官兼監理第一係長

おかの あきなり いしはら かずと 広島東税務署
法人課税第一部門
統括官

広島国税局
総務部人事第一課
秘書係長

呉税務署
個人課税第一部門
連絡調整官兼総括上席調査官

退　職

広島国税局
調査査察部
調査第三部門主査

岡野　晃也

ふじた ひろゆき

藤田　裕之

へんみ こうじ

辺見　公治

石原　一人

きよし としゆき

木吉　俊之

にしじま てつや

西島　哲也

法人課税

第二部門統括官

新　　　任 前　　　任
氏　　名 前官職 氏　　名 転出先等

法人課税

第三部門統括官

広島北税務署長

西村　　章
にしむら あきら

■座右の銘／あしたはあたしの風が吹く

■モットー／公務員として「まごころいっぱいちからいっぱい」

　　　　　　職務に専念する。

■にしむら・あきらプロフィール

昭和50年４月採用、平成17年東京国税局足立税務署副署長、同

19年岡山東税務署特別国税調査官（開発）、同21年広島国税不服

審判所国税副審判官、同23年広島国税不服審判所（岡山支所）国

税審判官、同24年広島国税局税務相談室主任税務相談官、同25

年倉吉税務署長、同26年広島国税不服審判所管理課長、同27年7

月現職。島根県出雲市出身、広島市在住。

（1）我が国の立地条件や競争
力強化などの観点から、
法人税率のさらなる引き
下げを行い、早期に欧州、
アジア主要国並みの20%
台の実効税率を実現する
よう求める。

（2）代替財源として課税ベー
スを拡大するに当たって
は、中小企業に十分配慮
すべきである。

法人課税

1. 法人税率

　法人税率（現行25.5%）が
23.9%に引き下げられます。ま
た、欠損金繰越控除制度、受取配
当等益金不算入措置、租税特別
措置の見直し及び外形標準課
税の拡大など課税ベースが見
直されたことにより、法人実効
税率（現行34.62%）は平成27年
度が32.11%、平成28年度が
31.33%に引き下げられます。
　なお、見直しに当たっては、中
小企業への影響に配慮した大
企業中心の改革となりました。

法人会提言
（法人実効税率20%台の実現）

改正の概要

●中小法人に適用される軽減
税率の特例15%を時限措
置（平成27年3月31日ま
で）ではなく、本則化するよ
うに求める。なお、直ちに本
則化することが困難な場合
は、適用期限を延長するこ
と。また、昭和56年以来、
800万円以下に据え置かれ
ている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも1,600
万円程度に引き上げるよう
求める。

　中小法人の軽減税率の特例
の適用期限が2年延長されま
す。

法人会提言
（中小企業の軽減税率の本則化
と適用所得金額の引き上げ）

改正の概要

●株式総数上限（3分の2）の
撤廃と相続税の納税猶予割
合（80%）を100%に引き上
げ。

●死亡時まで株式を所有しな
いと猶予税額が免除されな
い制度を、5年経過時点で
免除する制度に改める。

●対象会社規模を拡大する。

（1）先代が存命中、経営承継受
贈者（2代目）が後継者（3代
目）に再贈与した場合、その
後継者が贈与税の納税猶予
制度の適用を受けるとき
は、その適用を受ける特例
受贈非上場株式等に係る猶
予税額は免除されます。

（2）中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律の
改正を前提に、認定承継会
社等に係る認定事務が都道
府県に移譲されます。

法人会提言
（相続税、贈与税の納税猶予
制度について要件緩和と充実）

改正の概要

●被災地における企業の定
着、雇用確保を図る観点な
どから、実効性のある措置
を講じるよう求める。

　福島の復興・再生を図り、近
い将来の避難解除区域等内で
の事業再開を支援するため、①
準備金を積み立てた際に、その
積立額を損金算入することが
できるとともに、②準備金を取
り崩して再開投資を行う際に
特別償却できるよう、税制上の
措置が講じられます。

法人会提言
（震災復興）

改正の概要

事業承継税制 復興支援のための税制上の措置

2. 中小企業の活性化に資する税制措置

法人会の税制改正に関する
提言の主な実現事項
　平成27年度税制改正では、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものに

していくため、①成長志向に重点を置いた法人税改革や高齢者層から若年層への資産の早期移転を

通じた住宅市場の活性化等のための税制上の措置、②地方創生に取り組むため、企業の地方拠点強

化、結婚・子育ての支援等のための税制上の措置などが講じられました。さらに、経済再生と財政健

全化を両立するため、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日に延期されました。

　法人会では、昨年9月に「平成27年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地

方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、法人実効税率の引き下げ

など法人会の要望事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。
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　本年の７月の人事異動で、広島北税務署長を拝命いた

しました西村でございます。前任の土肥署長同様、よろし

くお願い申し上げます。

　公益社団法人広島北法人会の皆様方には、平素から税

務行政の円滑な運営につきまして格別のご理解とご協

力を賜っておりますことを、紙上をお借りして厚くお礼

を申し上げます。

　広島北税務署での勤務は初めてでありますが、長い歴

史と伝統のある当地で勤務できることを大変うれしく

思っております。

　広島北法人会は、昭和51年の設立以来「よき経営者を

めざすものの団体として、会員の積極的な自己啓発を支

援し、納税意識の向上と企業経営および社会の健全な発

展に貢献する」ことをモットーに、今日までさまざまな事

業活動を積極的かつ継続的に展開しておられ、会員の皆

様の日頃からのご尽力に対しまして、改めて心から敬意

を表す次第でございます。

　また、平成26年5月に当税務署管内の関係民間5団体

（広島北法人会、中国税理士会広島北支部、広島北青色申

告会連合会、広島北納税貯蓄組合連合会、広島北間税会）

により、新たに設立されました「広島北税務団体連絡協議

会」におきましても、同協議会の中核団体となり率先して

活動していただいており大変心強く思っております。

　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国

際化、ＩＣＴ化の進展等により大きく変化をしており、国

税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を

適正かつ円滑に実現する」ため、国税組織におきましても

様々な取組を行っております。

　平成28年１月から本格的な運用が開始される社会保

障・番号制度(マイナンバー制度)においては、国税庁が法

人番号の付番機関になるとともに、個人番号及び法人番

号の利活用機関となることから、システム整備等を的確

に進めています。

　さらに、制度の導入を契機として、納税者の皆様の利便

性を向上させるとともに、課税・徴収事務が一層充実し、

より効率的なものとなるよう、業務・システムの見直しを

進めることとしています。

　また、ｅ－Ｔａｘにつきましては、納税者の方の利便性

向上の観点から、スマートフォンやタブレットによる納

付手続等のサービスを開始したほか、公的個人認証に基

づく電子申告書を利用しない新たな認証方式の導入や

添付書類のイメージデータによる提出など、更なる利便

性向上に向けた施策に取り組むこととしています。

　法人会におかれましては、ｅ－Ｔａｘの利用促進に向

けた活動として「役員企業の100％、会員企業の70％利

用」を計画されており、大変心強く思っております。この

目標が達成できるよう、法人会と連携を図りながらｅ－

Ｔａｘの普及・定着に向けた取組を推進していきたいと

考えておりますので、一層のご協力をよろしくお願い申

し上げます。

　着任早々のお願いを申しあげましたが、公益社団法人

広島北法人会の更なるご発展と、皆様のご健勝、並びに会

員企業のご繁栄を祈念いたしまして、挨拶とさせていた

だきます。

《広島北税務署人事異動のお知らせ》

税務署長あいさつ税務署長あいさつ

役　　職

法人課税

第一部門統括官

広島国税局
課税第二部法人課税課
連絡調整官兼監理第一係長

おかの あきなり いしはら かずと 広島東税務署
法人課税第一部門
統括官

広島国税局
総務部人事第一課
秘書係長

呉税務署
個人課税第一部門
連絡調整官兼総括上席調査官

退　職

広島国税局
調査査察部
調査第三部門主査

岡野　晃也

ふじた ひろゆき

藤田　裕之

へんみ こうじ

辺見　公治

石原　一人

きよし としゆき

木吉　俊之

にしじま てつや

西島　哲也

法人課税

第二部門統括官

新　　　任 前　　　任
氏　　名 前官職 氏　　名 転出先等

法人課税

第三部門統括官

広島北税務署長

西村　　章
にしむら あきら

■座右の銘／あしたはあたしの風が吹く

■モットー／公務員として「まごころいっぱいちからいっぱい」

　　　　　　職務に専念する。

■にしむら・あきらプロフィール

昭和50年４月採用、平成17年東京国税局足立税務署副署長、同

19年岡山東税務署特別国税調査官（開発）、同21年広島国税不服

審判所国税副審判官、同23年広島国税不服審判所（岡山支所）国

税審判官、同24年広島国税局税務相談室主任税務相談官、同25

年倉吉税務署長、同26年広島国税不服審判所管理課長、同27年7

月現職。島根県出雲市出身、広島市在住。

（1）我が国の立地条件や競争
力強化などの観点から、
法人税率のさらなる引き
下げを行い、早期に欧州、
アジア主要国並みの20%
台の実効税率を実現する
よう求める。

（2）代替財源として課税ベー
スを拡大するに当たって
は、中小企業に十分配慮
すべきである。

法人課税

1. 法人税率

　法人税率（現行25.5%）が
23.9%に引き下げられます。ま
た、欠損金繰越控除制度、受取配
当等益金不算入措置、租税特別
措置の見直し及び外形標準課
税の拡大など課税ベースが見
直されたことにより、法人実効
税率（現行34.62%）は平成27年
度が32.11%、平成28年度が
31.33%に引き下げられます。
　なお、見直しに当たっては、中
小企業への影響に配慮した大
企業中心の改革となりました。

法人会提言
（法人実効税率20%台の実現）

改正の概要

●中小法人に適用される軽減
税率の特例15%を時限措
置（平成27年3月31日ま
で）ではなく、本則化するよ
うに求める。なお、直ちに本
則化することが困難な場合
は、適用期限を延長するこ
と。また、昭和56年以来、
800万円以下に据え置かれ
ている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも1,600
万円程度に引き上げるよう
求める。

　中小法人の軽減税率の特例
の適用期限が2年延長されま
す。

法人会提言
（中小企業の軽減税率の本則化
と適用所得金額の引き上げ）

改正の概要

●株式総数上限（3分の2）の
撤廃と相続税の納税猶予割
合（80%）を100%に引き上
げ。

●死亡時まで株式を所有しな
いと猶予税額が免除されな
い制度を、5年経過時点で
免除する制度に改める。

●対象会社規模を拡大する。

（1）先代が存命中、経営承継受
贈者（2代目）が後継者（3代
目）に再贈与した場合、その
後継者が贈与税の納税猶予
制度の適用を受けるとき
は、その適用を受ける特例
受贈非上場株式等に係る猶
予税額は免除されます。

（2）中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律の
改正を前提に、認定承継会
社等に係る認定事務が都道
府県に移譲されます。

法人会提言
（相続税、贈与税の納税猶予
制度について要件緩和と充実）

改正の概要

●被災地における企業の定
着、雇用確保を図る観点な
どから、実効性のある措置
を講じるよう求める。

　福島の復興・再生を図り、近
い将来の避難解除区域等内で
の事業再開を支援するため、①
準備金を積み立てた際に、その
積立額を損金算入することが
できるとともに、②準備金を取
り崩して再開投資を行う際に
特別償却できるよう、税制上の
措置が講じられます。

法人会提言
（震災復興）

改正の概要

事業承継税制 復興支援のための税制上の措置

2. 中小企業の活性化に資する税制措置

法人会の税制改正に関する
提言の主な実現事項
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広島北税務署からのお知らせ
開催日

11月12日（木）

開催時間

午後1時30分～3時30分

開催場所

川・森・文化・交流センター（3階エコ学習室）
安芸太田町大字加計5908-2
0826-22-2126

11月18日（水） 午後1時30分～3時30分

北広島町役場（２階201・202会議室）
北広島町有田1234
0826-72-2111　(代表）
050-5812-1852　（税務課直通）

11月13日（金）
午前10時00分～12時00分

午後1時30分～3時30分

安佐北区民文化センター（大ホール）
広島市安佐北区可部7-28-25
082-814-0370

11月17日（火）
午前10時00分～12時00分

午後1時30分～3時30分

安佐南区民文化センター（大ホール）
広島市安佐南区中筋1-22-17
082-879-3060

平成27年分　年末調整説明会開催日程

来署によるご相談は事前予約をお願いします。

国税に関する一般的なご相談は電話にてお受けしております。

広島国税局・税務署
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西部県税事務所からのお知らせ
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から段階的に

税率が改正になります。
H26税制改正の概要H26税制改正の概要

◆平成26年10月1日以後に開始する事業年度から，税率が改正となります。
◆最初の事業年度の予定申告については，経過措置が設けられています。

「法人二税　税制改正」で検索

「法人二税　税制改正」で検索

＜税率改正＞　※改正後の税率や適用時期については県のホームページをご覧ください。
　　　　　　　　広島県ホームページ（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/）→
　●法人県民税法人税割の税率が引き下げられます。
　　（法人住民＜県・市・町＞税の税率引き下げ相当分について，地方法人税が国税として創設されました。）
　　　
　●法人事業税所得割・収入割の税率が引き上げられ，地方法人特別税の税率が引き下げられました。
　　（地方法人特別税の規模が１/３縮小し，法人事業税に復元されました。）
　　　　　　　　
＜予定申告の経過措置＞
　平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の計算方法については次のとおりです。
　【法人県民税(法人税割)】 (前事業年度の法人税割額×３．８)÷前事業年度の月数
　【法人事業税】 (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×７．５
　【地方法人特別税】 (前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×４．０

＜お問い合わせ先＞　広島県西部県税事務所　法人課税課 〒730-0011　広島市中区基町10-23
TEL 082-513-5353，5355，5357

ポイントポイントポイント

H27税制改正の概要H27税制改正の概要
◆平成27年4月1日以後に開始する事業年度から，外形標準課税対象法人の
　税率が改正となります。
◆均等割の税率区分の基準及び資本割の課税標準額が見直されました。

＜税率改正＞　※改正後の税率や適用時期については県のホームページをご覧ください。
　　　　　　　　広島県ホームページ（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/）→

　　　外形標準課税対象法人の法人事業税付加価値割・資本割と地方法人特別税の税率が引き上げられ，
　　所得割の税率が引き下げられます。

＜均等割の税率区分の基準及び資本割の課税標準の見直し＞
　●均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」について，無償増減資等の金額を加減算する措置を
　　講じるとともに，「資本金＋資本準備金」が下限となります。

　●資本割の課税標準となる「資本金等の額」について，「資本金＋資本準備金」が下限となります。
　　※均等割・資本割ともに平成27年4月1日開始事業年度より適用

ポイントポイントポイント

　平成26年度税制改正で地方法人税（国税）が創設されたことに伴い、広島市では、平成26年10月1日以後に

開始する事業年度分から法人税割の税率を引き下げています。

　法人市民税の税率の引下げに伴う経過措置として、平成26 年10 月1 日以後に開始する最初の事業年度

の予定申告を行う場合、法人税割額は次の計算式により算出することになります。

(*)　算定期間が１年に満たない申告を行う場合、「240万円」とあるのは、「240万円を12で除し、これに当該法人
税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて計算した金額」となります。

法人市民税について

事業所税について

電子申告をご利用ください

広島市役所からのお知らせ

　事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、市内に所在する事業所等に対

して負担を求めるもので、事業所床面積に応じて課される資産割と、従業者給与総額に応じて課される従

業者割があります。

　申告を行う必要があるのは、市内の事業所床面積が800㎡又は従業者数が80人を超える法人又は個人で

す。また、新たに事業所用家屋を貸し付ける方は、事業所用家屋の貸付けに関する申告書を提出する必要が

あります。

〒730－8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所財政局税務部市民税課法人課税係（本庁舎8階） TEL082－504－2093

　 広島市では「eLTAX（エルタックス）」（地方税ポータルシステム）を利用し、インターネット経由で、法人

市民税の申告書や給与支払報告書等の受付を行っています。土・日・祝日、年末年始を除く８時半から24時

まで利用できます。

区　　　分

●事業所税の申告納付期限 区　分 申告納付期限

事業年度終了の日から２か月以内

３月15日まで

法　人

個　人

●法人税割の税率

●予定申告の法人税割額の計算について

予定申告の法人税割額 ＝ 前事業年度の法人税割額 × ４．７ ÷ 前事業年度の月数

14.7％

12.3％

12.1％

9.7％

（通常は、 前事業年度の法人税割額 × ６ ÷ 前事業年度の月数）

詳しい内容や手続き等は、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

申告書等の提出先・問い合わせ先

①資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人

②法人税割の課税標準となる法人税額（分割前）又は個

別帰属法人税額（分割前）が240万円(*)を超える法人

上記以外の法人

その事業年度が
平成26年9月30日以前
に開始する事業年度分

その事業年度が
平成26年10月1日以後
に開始する事業年度分
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法　人　名 所 在 地 業　　種

広島総合支社
〒730－0017 広島市中区鉄砲町7-18東芝フコク生命ビル５階
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高陽支部

　㈲オカムラ製作所

　㈱タケオカ

　広島緊急水道

　㈱ＭＭＭ

　理容　秋信

　もりもと建窓

　合同事務所　安芸法則

　トチムラ自動車

　（医）社団陽明会
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　アフラック募集代理店　新川一良
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　㈱ジーバーソン
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　㈱ケーツーエス

　㈱シティーサービス

安芸太田支部

　㈱三國屋
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　㈱ヨシムラ

北広島町支部

　㈱北広板金工業
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屋根、板金

平成26年11月～平成27年7月

新 入 会 員 紹 介 広島北法人会にようこそ
公益社団法人公益社団法人

広島北法人会にようこそ

法　人　名 所 在 地 業　　種

可部支部 

　広島軽金属㈱

　㈱相互建物

　㈱フラップリゾート

　㈱山口興業

　㈲中国新聞可部北販売所

　㈲藤秀建設

　園支部 

　㈱三和装建

　㈲エム・ティー・オー

　アース環境サービス㈱広島支店

　㈱エコアプローズ

　㈱ヤスダ建設

　㈱アイエスト

　㈱エコプロジェクト

　㈱VAUG

　シグマ工業㈱

　㈱ジュウセツ

　㈲マテリアル広島

安古市支部

　㈱緑島

　㈱中国大家事務所

　特定非営利活動法人　かぞくの家さくら

　やまぐち保険事務所

　㈱サルート　グループホームとまとだんばら

　㈲工匠

　㈱プローバ

　㈱宮崎産業

　シンシア不動産㈱

　ＭＳ会計㈱

桐原1475

可部5－4－19－3

大林町人甲59－1

亀山南4－38－48－203

三入6－20－25

亀山西2－20－8

山本3－24－14

西原5－7－8－202

山本1－5－12

西原5－20－2

西原9－6－9－1

西原2－20－4

山本3－15－8

西原2－9－30

　園5－28－6－20

西原6－1－32

山本新町2－1－31

東野1－20－50－Ｃ103

中筋4－5－12－4

西原5－4－16

中筋3－1－35

南区段原山崎2－9－18

長楽寺1－45－7

相田1－1－33

古市1－38－16－203

高取南1－20－19

高取北3－6－3

金属

不動産賃借及び管理等

サービス

運送業

新聞配達業

建設業

建設業

機械設計

総合環境衛生管理

住宅設備機器販売施工

建設業

厨房機器設置設備

リサイクル業

建設業

電気工事業

建設業

建設業

建設業

不動産賃貸業

福祉業

保険代理店

介護事業

建設業

遊技業

運送業

不動産業

会計業務
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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


