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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

筒賀のイチョウ（広島県天然記念物）

●根回り周囲  10．6メートル　●目通り幹周  9．85メートル
●幹高　　　   約48メートル
　イチョウは、中国原産の落葉性の大高木で、時として「ちち」といわれるおおきな気根

がさがることもある。本樹の主幹はほぼ直立し、地上3メートル付近ではじめて小枝を

分かち、樹勢は旺盛で、筒賀大歳神社の本殿をおおうばかりの見事な樹冠を形成してい

る。往古より神木として手厚く保護され、イチョウでは広島県有数の巨樹である。宝暦

13年（1763年）の「筒賀名所記」には、「大歳大明神に神樹の銀杏あり。大きさ40囲りに

して、高さは百有余尋。三十有余歳にして一結実あり。また異時なり」と、書かれている。
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第5回通常総会

●議　　事
第1号議案　平成28年度決算報告承認の件

第2号議案　定款の変更承認の件

第3号議案　任期満了に伴う理事・
　　　　　　監事選任承認の件
　　　　　  （第1号、第2号議案は原案通り
　　　　　　可決承認されました）

●報告事項
（1） 平成28年度事業報告

（2） 平成29年度事業計画

（3） 平成29年度収支予算

平成29年5月30日、酔心毘沙門店において

第5回通常総会を開催いたしました。公益法人

として平成25年4月1日、社団法人広島北法人

会を名称変更し、移行したことにより設立5年目

となる今年度は、「法人会の基本的指針」に則

り、「税」に関する活動や地域貢献活動に積極的

に参加し、会員の研鑽、納税意識の向上を図り、

公益性の高い活動を行っていきます。

1 Vol.93 HIROSHIMA-KITA

公益社団法人
広島北法人会

記念講演会
■講 師　 落語家　林家木久蔵 氏　　■演 題    「笑 う が 一 番」

●平成29年5月30日（火）　●場　所　酔心 毘沙門店
●参加者　約150名

税務署長あいさつ

　この度、公益社団法人広島北法人会会長に就任致しま

した、大前清治でございます。その責任の重さに身の引

き締まる思いで一杯でございます。

　法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を

支援し、地域の振興に寄与し国と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体であるとの理念の下、社会全体への貢献を

めざし効率的な組織運営に努め、法人会活動の更なる充

実に努め、事業の実施にあっては、法人会の原点である、

税に関する活動に軸足を置きながら、組織・財政の強化

公益社団法人 広島北法人会会長就任あいさつ

公益社団法人
広島北法人会会長

大前　清治

かわしま いさお

おおまえ きよはる

■座右の銘／為せば成る 為さねば成らぬ何事も 
　　　　　　成らぬは人の為さぬなりけり
■モットー／物事を単純に考えるようにしていること
■かわしま・いさおプロフィール
　昭和57年4月採用、平成19年山口税務署総務課長、同20
　年広島国税不服審判所国税副審判官、同24年広島国税不
　服審判所国税審判官、同27年広島国税局税務相談室副室
　長、同28年広島国税局国税訟務官室室長、同29年7月現
　職。山口県防府市出身、広島市在住。

を図るために、会員増強や福利厚生制度の推進に力を入

れるとともに、企業活動の活性化や、地域の健全な発展

にも配慮しつつ、各施策に取り組むことを目的とするとあ

ります。

　こうした法人会の基本方針を忘れず、会長として法人

会の進むべき方向性や組織の在り方、活動内容を検討

しながら、会員不在の事業にならないよう会員に支持さ

れる［魅力ある事業］の実施に向けた対応を行ってまい

りたいと考えております。

　法人会を取り巻く課題は山積しておりますが、会員企

業の皆様からお知恵を頂きながら、開かれた法人会運営

に努めて行く所存でございますので、これまで以上に積

極的な事業への参加を重ねてお願い申し上げると共に、

広島北税務署様を始め、各関係団体様、各保険会社様、

全会員の皆様の温かいご理解とご支援を賜りまして、微

力ですが職務を全うする覚悟でございます。

　会員企業のますますのご繁栄をお祈り申し上げ、就任

の挨拶とさせて頂きます。

　本年の７月の人事異動で、広島北税務署長を拝命いた

しました河島でございます。前任の西村署長同様、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。

　私は、広島北税務署での勤務は3度目でありますが、

長い歴史と伝統のある当地で再び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「税のオピニオ

ンリーダーとして、企業の繁栄を支援し、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」を理念

に、税知識の普及や納税道義の高揚のための活動を活

発に展開しておられます。

　特に、「税務研修会」をはじめとする各種の講演会、小

学生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」、「租

税教室」への講師派遣等、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ます。

　このような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。

　さて、平成31年10月には、消費税率の10％への引き上

げ及び軽減税率制度の実施が予定されております。

　私どもとしましては、軽減税率制度の円滑な実施に向

けて、事業者の皆様に制度の内容を十分理解していただ

き、自ら適正な申告と納税を行っていただけるよう、関係

省庁や法人会をはじめとする関係民間団体の皆様と緊

密に連携を図りながら、着実な制度の周知・広報や丁寧

な相談対応に取り組んでまいります。

　いずれにいたしましても、税に関する国民の関心が一

層高まる中、税務行政の良き理解者としての法人会の皆

様の存在は、益々重要なものになると考えております。

　今後とも、なお一層のご理解とご協力を賜りますよう、

お願い申し上げます。

　結びに当たり、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。

広島北税務署長

河島　　功

【林家木久蔵氏 プロフィール】
●1975年（昭和50年）生まれ。東京都出身。

●1995年  林家木久蔵（初代）「現・木久扇」に入門

●1996年  前座入り、芸名「林家きくお」となる。

●1999年 二つ目昇進。

●2000年 「笑点」若手大喜利ＭＶＰ獲得。
　二代目「林家木久蔵」襲名。

●2008年  全国70ヶ所以上にて「ダブル襲名公
演」を開催。
　笑点、ＮＨＫラジオにも多数出演。
　また、2007年教育評論社より木久扇との共著

「がんばらない子育て」、2008年 岩崎書店より木
久扇との共著「親馬鹿力のおかげです」を出版。現
在、東京新聞・水曜日 朝刊にて、（大学対抗大喜利
選手権）を連載中。
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先行して実施した小学校

●平成29年7月10日（月）落合小学校　69名

　担当　松尾　賢治 ・ 松下　仁

●平成29年7月18日（火）亀崎小学校　22名

　担当　奥田　良彦

青年部会活動青年部会活動

租税教室活動は社会貢献活動の大きな柱として、全国の法人会青年部

会で小学6年生を対象に実施されており、当会でも例年通り活動を行いま

す。すでに先行して管内2小学校にて租税教室を行いました。今年度は昨

年以上の小学校を担当する予定です。そのため本格的に教室が始まる10

月の初旬に、講師養成研修会を開催する予定です。授業の内容を充実さ

せ、小学6年生の皆さんに「税金」の使い道まで考えてもらえる授業を、丁

寧にかつ楽しく授業ができるように心がけていきたいと思います。

「平成29年度　租税教室活動」「平成29年度　租税教室活動」

青年部会活動青年部会活動

　第１部の講演では、私たち青年部会のＯＢであり、元部会長の㈱ヒロキタ 代表取

締役の山本健一先輩に「ヒロキタの多角経営」というテーマでお話しいただきまし

た。不振の新規事業から一転して黒字化されるまでの苦労や、Ｍ＆Aなど、今までの実

績を私たち後輩のためにすべてをお話しいただき、私たちの仕事に対するモチベー

ションがますます上がっていく気持ちになりました。質疑応答の時間も、次 と々質問

がおこり、とても有意義な講演となりました。

　第２部の懇親会では、親会の佐々木会長や青年部会ＯＢの方々にもご参加いただ

き、交流を深め、意義のある楽しい時間を過ごしました。本当に充実した経営研修会

となりました。

「経営研修会」「経営研修会」●平成29年２月17日（水）

●ホテルメルパルク広島

青年部会活動青年部会活動

　平成25年に地元広島で「全国青年の集い」が開催されたのをきっかけに始

まったこの会も今年度で３回目の開催となり、県内の青年部会員にも浸透し

てきました。

　第1部は「租税教育活動プレゼンコンテスト」。県内すべての法人会青年部会

の租税教室の実施状況のプレゼンをこの集いに先駆けて予選を行い、勝ち

残った6単位会の青年部会が本会でプレゼンを行いました。当青年部会からは

鋤田敬寛部会長が、代表で予選を勝ち抜き、決勝まで残りました。決勝でも、

実績やいかに児童の皆さんへわかりやすく授業をおこなっているかなど、日

ごろの活動の成果を時間いっぱいに熱くプレゼンいたしました。結果は4位と

なりましたが、他の青年部会の皆様にも十分アピールできたと思います。

　第2部は「懇親会」。アトラクションを今年も当会が担当いたしました。柴田勇雄副部会長の軽妙な司会と担当部会員のスムーズ

な動きで会場を盛り上げることができました。

　県内の他の青年部会の交流の場でもあり、情報交換などができて、今回も大変有意義な会となりました。

「法人会広島県青年の集い」「法人会広島県青年の集い」●日時　平成29年3月7日（火）

●場所　ＡＮＡクラウンプラザホテル
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正味財産増減計算書 平成28年4月1日から
平成29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

　　　⑴　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

　　　⑵　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

　　　⑴　経常外収益

　　　⑵　経常外費用

　　　　当期経常外増減

　　　　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

　　　　　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　　　　　指定正味財産期首残高

　　　　　　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財期末残高

1,281

14,207,300

3,823,260

12,530,760

399,000

182,301

1,036,428

32,180,330

20,206,138

8,288,034

28,494,172

3,686,158

0

0

0

3,686,158

14,002,935

17,689,093

11,987,160

△ 11,987,160

0

0

0

17,689,093

1,251

14,339,500

3,152,000

11,615,900

384,000

109,183

1,136,197

30,738,031

19,638,180

8,873,646

28,511,826

2,226,205

0

0

0

2,226,205

11,776,730

14,002,935

10,287,900

△ 10,287,900

0

0

0

14,002,935

30

△ 132,200

671,260

914,860

15,000

73,118

△ 99,769

1,442,299

567,958

△ 585,612

△ 17,654

1,459,953

0

0

0

1,459,953

2,226,205

3,686,158

1,699,260

△ 1,699,260

0

0

0

3,686,158

当年度 前年度 増　減

（単位：円）

科　　目

1,000

13,800,000

3,910,000

11,710,000

400,000

0

400,000

30,221,000

21,296,500

8,924,500

30,221,000

0

0

0

0

0

17,689,093

17,689,093

11,110,000

△ 11,110,000

0

0

0

17,689,093

1,000

14,000,000

4,030,000

11,640,000

400,000

0

340,000

30,411,000

21,439,500

8,971,500

30,411,000

0

0

0

0

0

14,002,935

14,002,935

11,000,000

△ 11,000,000

0

0

0

14,002,935

0

△ 200,000

△ 120,000

70,000

0

0

60,000

△ 190,000

△ 143,000

△ 47,000

△ 190,000

0

0

0

0

0

3,686,158

3,686,158

110,000

△ 110,000

0

0

0

3,686,158

当年度 前年度 増　減

収支予算書 平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　1．経常増減の部

　　　⑴　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

　　　⑵　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

　　　⑴　経常外収益

　　　⑵　経常外費用

　　　　当期経常外増減

　　　　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

　　　　　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　　　　　指定正味財産期首残高

　　　　　　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財期末残高

【会　　長】

【副  会  長】

【常任理事】

【理　　事】

【監　　事】

大前　清治

宮本　信次・宮田　文雄・本田　正治・三谷　順子・柴田　悦也

境谷　正昭・石田　猛士・佐々木　弘・山本　靖則

　

山本　健一・増田　節雄・高野　京次・水口　弘士・三上　和明

寺岡　伸二・田中　　真・栗栖　直幸・古武家資之

迫田　静雄・沼田　　聖・友廣　和典・岡本　光宏・秋本　行男

進藤　俊也・田辺　光紀・石津　秀典・小野　敦仁・橋本　英俊

伊藤賢太郎・萬本　和宏・田邊　明利・田上　克彦・小野　慎治

伊藤　明美・阿佐　　巖・只保　和幸・大平　定美・正木　文治

佐々木季春・松山　孝明・鈴木　敬三・山根　伸俊・新原　　学

谷口　英明・西本　憲司・原本　正巳・波佐本栄二・蛸瀬　光良

丸山　正隆・佐々木幸代・砂原　正則・長田　克司・波多野淑史

宮本　洋靖・鋤田　敬寛・前岡　信枝

松中　義正・新村　正則

公益社団法人 広島北法人会 
平成29・30年度役員 （敬称略・順不同）

新村　正則芸信建設㈱■高陽支部

（公財）全国法人会総連合会長表彰
（29.6.22県連総会）

1

長田　克司
オオアサ電子㈱

■北広島町支部

表　彰　者　関　係

支　部　名氏　　名 法　人　名

安古市支部

高陽支部

安佐支部

（一社）広島県法人会連合会会長表彰2

小野　敦仁

水口　弘士

鈴木　敬三

㈲小野造園

㈱水口組

㈲丸二緑地

支　部　名法　人　名

（公社）広島北法人会会長感謝状（会員増強）4

5

氏　　名

厚生事業表彰（目標達成支部）6

支　部　名

（敬称略・順不同）

可部支部、安古市支部、安佐支部
沼田支部、安芸太田支部

支部・部会名氏　　名 法　人　名

（公社）広島北法人会会長表彰（永年勤続）3

元原　和則

秋本　行男

進藤　俊也

石田　猛士

猫本　宏司

宮原　　健

波佐本栄二

蛸瀬　光良

田中　尚文

河野　敏夫

小野　慎治

宮田　英子

安佐オート㈱

㈲秋本保工務店

進藤建設㈱

安佐運送㈱

猫本商事㈱

㈲宮原商店

㈲コスモ企画

㈱三河建設

㈲八重タクシー

河野鉄工㈱

㈱ユーエムエス

㈱安芸ジオコンサルタンツ

可部支部

　園支部

　園支部

安古市支部

安古市支部

佐東支部

安芸太田支部

安芸太田支部

北広島町支部

北広島町支部

青年部会

女性部会

安古市支部

高陽支部

保険会社

安古市支部

高陽支部

　園支部

高野　京次

支　店　長

竹板　宏樹

㈱京栄建設

広島信用金庫　高陽支店

ＡＩＵ損害保険㈱

法　人　名

（公社）広島北法人会会長感謝状
（役員退任特別功労者）

氏　　名 支　部　名

石井山雄平

大瀬戸　惇

井川　　清

㈱いしいやま

㈲大瀬戸

㈱井川設備



先行して実施した小学校

●平成29年7月10日（月）落合小学校　69名

　担当　松尾　賢治 ・ 松下　仁

●平成29年7月18日（火）亀崎小学校　22名

　担当　奥田　良彦

青年部会活動青年部会活動

租税教室活動は社会貢献活動の大きな柱として、全国の法人会青年部

会で小学6年生を対象に実施されており、当会でも例年通り活動を行いま

す。すでに先行して管内2小学校にて租税教室を行いました。今年度は昨

年以上の小学校を担当する予定です。そのため本格的に教室が始まる10

月の初旬に、講師養成研修会を開催する予定です。授業の内容を充実さ

せ、小学6年生の皆さんに「税金」の使い道まで考えてもらえる授業を、丁

寧にかつ楽しく授業ができるように心がけていきたいと思います。

「平成29年度　租税教室活動」「平成29年度　租税教室活動」

青年部会活動青年部会活動

　第１部の講演では、私たち青年部会のＯＢであり、元部会長の㈱ヒロキタ 代表取

締役の山本健一先輩に「ヒロキタの多角経営」というテーマでお話しいただきまし

た。不振の新規事業から一転して黒字化されるまでの苦労や、Ｍ＆Aなど、今までの実

績を私たち後輩のためにすべてをお話しいただき、私たちの仕事に対するモチベー

ションがますます上がっていく気持ちになりました。質疑応答の時間も、次 と々質問

がおこり、とても有意義な講演となりました。

　第２部の懇親会では、親会の佐々木会長や青年部会ＯＢの方々にもご参加いただ

き、交流を深め、意義のある楽しい時間を過ごしました。本当に充実した経営研修会

となりました。

「経営研修会」「経営研修会」●平成29年２月17日（水）

●ホテルメルパルク広島

青年部会活動青年部会活動

　平成25年に地元広島で「全国青年の集い」が開催されたのをきっかけに始

まったこの会も今年度で３回目の開催となり、県内の青年部会員にも浸透し

てきました。

　第1部は「租税教育活動プレゼンコンテスト」。県内すべての法人会青年部会

の租税教室の実施状況のプレゼンをこの集いに先駆けて予選を行い、勝ち

残った6単位会の青年部会が本会でプレゼンを行いました。当青年部会からは

鋤田敬寛部会長が、代表で予選を勝ち抜き、決勝まで残りました。決勝でも、

実績やいかに児童の皆さんへわかりやすく授業をおこなっているかなど、日

ごろの活動の成果を時間いっぱいに熱くプレゼンいたしました。結果は4位と

なりましたが、他の青年部会の皆様にも十分アピールできたと思います。

　第2部は「懇親会」。アトラクションを今年も当会が担当いたしました。柴田勇雄副部会長の軽妙な司会と担当部会員のスムーズ

な動きで会場を盛り上げることができました。

　県内の他の青年部会の交流の場でもあり、情報交換などができて、今回も大変有意義な会となりました。

「法人会広島県青年の集い」「法人会広島県青年の集い」●日時　平成29年3月7日（火）

●場所　ＡＮＡクラウンプラザホテル
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正味財産増減計算書 平成28年4月1日から
平成29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

　　　⑴　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

　　　⑵　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

　　　⑴　経常外収益

　　　⑵　経常外費用

　　　　当期経常外増減

　　　　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

　　　　　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　　　　　指定正味財産期首残高

　　　　　　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財期末残高

1,281

14,207,300

3,823,260

12,530,760

399,000

182,301

1,036,428

32,180,330

20,206,138

8,288,034

28,494,172

3,686,158

0

0

0

3,686,158

14,002,935

17,689,093

11,987,160

△ 11,987,160

0

0

0

17,689,093

1,251

14,339,500

3,152,000

11,615,900

384,000

109,183

1,136,197

30,738,031

19,638,180

8,873,646

28,511,826

2,226,205

0

0

0

2,226,205

11,776,730

14,002,935

10,287,900

△ 10,287,900

0

0

0

14,002,935

30

△ 132,200

671,260

914,860

15,000

73,118

△ 99,769

1,442,299

567,958

△ 585,612

△ 17,654

1,459,953

0

0

0

1,459,953

2,226,205

3,686,158

1,699,260

△ 1,699,260

0

0

0

3,686,158

当年度 前年度 増　減

（単位：円）

科　　目

1,000

13,800,000

3,910,000

11,710,000

400,000

0

400,000

30,221,000

21,296,500

8,924,500

30,221,000

0

0

0

0

0

17,689,093

17,689,093

11,110,000

△ 11,110,000

0

0

0

17,689,093

1,000

14,000,000

4,030,000

11,640,000

400,000

0

340,000

30,411,000

21,439,500

8,971,500

30,411,000

0

0

0

0

0

14,002,935

14,002,935

11,000,000

△ 11,000,000

0

0

0

14,002,935

0

△ 200,000

△ 120,000

70,000

0

0

60,000

△ 190,000

△ 143,000

△ 47,000

△ 190,000

0

0

0

0

0

3,686,158

3,686,158

110,000

△ 110,000

0

0

0

3,686,158

当年度 前年度 増　減

収支予算書 平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　1．経常増減の部

　　　⑴　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

　　　⑵　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

　　　⑴　経常外収益

　　　⑵　経常外費用

　　　　当期経常外増減

　　　　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

　　　　　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　　　　　指定正味財産期首残高

　　　　　　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財期末残高

【会　　長】

【副  会  長】

【常任理事】

【理　　事】

【監　　事】

大前　清治

宮本　信次・宮田　文雄・本田　正治・三谷　順子・柴田　悦也

境谷　正昭・石田　猛士・佐々木　弘・山本　靖則

　

山本　健一・増田　節雄・高野　京次・水口　弘士・三上　和明

寺岡　伸二・田中　　真・栗栖　直幸・古武家資之

迫田　静雄・沼田　　聖・友廣　和典・岡本　光宏・秋本　行男

進藤　俊也・田辺　光紀・石津　秀典・小野　敦仁・橋本　英俊

伊藤賢太郎・萬本　和宏・田邊　明利・田上　克彦・小野　慎治

伊藤　明美・阿佐　　巖・只保　和幸・大平　定美・正木　文治

佐々木季春・松山　孝明・鈴木　敬三・山根　伸俊・新原　　学

谷口　英明・西本　憲司・原本　正巳・波佐本栄二・蛸瀬　光良

丸山　正隆・佐々木幸代・砂原　正則・長田　克司・波多野淑史

宮本　洋靖・鋤田　敬寛・前岡　信枝

松中　義正・新村　正則

公益社団法人 広島北法人会 
平成29・30年度役員 （敬称略・順不同）

新村　正則芸信建設㈱■高陽支部

（公財）全国法人会総連合会長表彰
（29.6.22県連総会）

1

長田　克司
オオアサ電子㈱

■北広島町支部

表　彰　者　関　係
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支部活動支部活動
「健康管理教室」
  講演会開催
●平成29年2月5日（日）
●安佐南区総合福祉センター

安古市支部

『セーフティフェスタin沼自』にて出店
●平成29年5月21日（日）10：00～　
●西風新都　沼田自動車学校　
●参加者　沼田支部役員

沼田支部

女性部会活動女性部会活動
第12回「全国女性フォーラム鹿児島大会」第12回「全国女性フォーラム鹿児島大会」

お知らせお知らせ
第１４回「絵はがきコンクール」開催のお知らせ第１４回「絵はがきコンクール」開催のお知らせ

●開催日：平成29年4月7日（金）
●開催場所：城山観光ホテル

●日時：平成29年11月23日（祝・木）
●場所：イオンモール広島　園

法人会における女性部会の役割は、ますます

大きなものとなり、大きな期待が寄せられてき

ています。

女性部会では、部会員の資質向上と情報共有

により、法人会の更なる充実・活性化を目的に、

様々な活動を行っています。その一つの行事と

して、毎年「全国女性フォーラム」を開催してい

ます。

今年は、4月7日、鹿児島の城山観光ホテルに

於いて、全国から1,624名の方々が集まる中、㈱

国際協力銀行 代表取締役専務取締役の林信光

氏の「明日の社会と税金を語る～霞ヶ関からワ

シントンまで～」と題しまして開催されました。

国際通貨基金に出向された後、福田首相の秘書官時代の面白いお話や、国税庁長官時代のお話など、国税庁側か

らの法人会経営者に対し、明日の社会と税金について、楽しく講演をして頂きました。

「税に関する絵はがきコンクール」を開催します。今年で14回目となります。

広島北税務署管内の小学6年生を対象に税金で作られたものや税金で行っている仕事や様子など、税に関わる

ことをテーマに募集いたしました。

入賞作品は「税を考える週間」に合わせて11月11日から23日まで、イオンモール広島　園にて展示し、紹介します。

「税に関する言葉の書道パフォーマンス」「税に関する言葉の書道パフォーマンス」

広島県立安西高等学校書道部の華麗で繊細、かつ大胆な書道パフォーマンス。同校吹奏楽部による元気ではつらつ

とした演奏。青年部会による税金クイズなど多彩な催しを計画しています。毎年、１１月１１日から１７日まで開催される

「税を考える週間」の広報活動の一環として実施するものです。多くの納税者に税についてより一層理解を深めてもら

うために、勤労感謝の日である１１月２３日に開催することとしました。１１月１１日から２３日まで、「税に関する絵はが

きコンクール」の優秀作品も展示予定。多くの方のご来場、ご参加をお待ちしています。

5 Vol.93 HIROSHIMA-KITA

　今年で16回目となるこの講演会。去る２月５日(日) 

安佐南区総合福祉センター６階にて開催されました。

今年のテーマは、「緩和ケアとは？」（自分らしい人生と

家族とのコミュニケーション）と題して、お馴染みの講

師でもある広島パークヒル病院緩和ケアセンター長 

城仙泰一郎先生を招き開催。参加者70名のもと、熱

心にまたユーモアも交えた講演となりました。

　冒頭、広島パークヒル病院は広島で初の緩和ケア

の病院。その主な活動でもある緩和ケアは、「おだや

かに和らげる意、満足いただけるように一緒に生活し

ている。痛みについてはゼロになることではないが、和

らげることができるので安心してください。」と説明。

緩和ケアでできることは、自分らしさを復活させてあ

げることが大切と力説されていました。また、緩和ケア

は、苦痛をとるところ。その苦痛には、医療的に四つの

苦痛があり、

①身体的苦痛…体の苦痛・食べれない・痛い・骨痛

②精神的苦痛…不眠・不安・将来（自分の頭で考えら

れる）

③霊的苦痛…（外国的考え） 神・自分は何故生まれた

のか・何故自分だけ癌になったのか等、スペリチュア

ルペイン…人生の意味や罪悪感、死への恐れなど死

生観に対する悩みに伴う苦痛のこと

④社会的苦痛…孤独感・社会と隔絶してしまう（例：

入院当初は沢山の方のお見舞いがあるが、2週間も経

つと、誰も来なくなり、人や社会との関わりが無くなり、

夜 うつ状態になることも）

　こうした苦痛を、少しでも和らげることが、私たちの

使命であるとまとめられました。

　最後に、城仙先生による「二胡」の演奏が披露され

て、まろやかで優美にして人生の哀歓まで豊かに表現

され、会場からは大きな拍手が沸いていました。

　沼田支部（宮本支部長）は、『沼田自動車学校セーフ

ティフェスタ』にて毎年恒例の「汁なし担々麺」を出店

しました。準備していた200食は、大好評であっと言う

間に完売しました。

　会場は、交通にまつわる楽しいゲーム等のイベント

が盛りだくさんで、また、最後のステージではカープチ

ケットや豪華商品の当る抽選会があり、子供から大人

まで2,200人もの方々が楽しまれていました。

お知らせお知らせ
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『平成29年度 
夏季講演会
＆会員交流会』開催
●平成28年6月18日（日）
●高陽町商工会館2階ホール

高陽支部

　平成29年6月18日（日）午後五時より高陽町商工

会館2階ホールにて、高陽町商工会との共催で『平成

29年夏季講演会＆会員交流会』を開催致しました。

　夏季にイベントを行うのは一昨年に続いて4回目で

あり、「高陽町商工会長期行動計画」に基づき、会員

の皆様に対して最新の政治経済情報を提供する機会

として、また会員相互の異業種交流による相互利用を

促進したいと企画されました。

　今回は、政治アナリストでTBS系『ひるおび』、フジテ

レビ系『とくダネ』『スーパーニュース』、テレビ朝日系

『ワイドスクランブル』『スーパーjチャンネル』等、多くの

テレビ番組レギュラーコメンテーターとしてもお馴染

みの伊藤 惇夫氏をお招きし、『どうなる日本の政治と

経済』と題し講演を頂きました。

　大下秀明 高陽町商工会会長の開会挨拶に続き、

伊藤氏による最新の政治情報を含む丁寧で大変解り

やすい講演は、予定の1時間30分を大盛況のうちに

幕を閉じました。

　講演の中で伊藤氏は、政権に対して厳しい物言い

をするのが自分の立場であり、本来野党が果たすべき

チェック機能が野党は弱く、その機能が全く無い状況

の中で、『マスコミが果たす役割は、政権与党が権力

を行使しようとする時、その内容に疑問や問題がある

時には、時としてブレーキをかけるそうしたチェック機

能である』と話されました。

　安倍政権の課題と日本政治の行方について、事務

局長として勤務したキャリアや、政治アナリストとして

常に政治の中心に居て、政治の表も裏も知り抜いた

方だからこそお聞きする事の出来た話しであり、最

近のニュースも交え、多くの有力な政治家との付き

合いの中から発せられる言葉は大変興味深いもの

でした。そして伊藤氏はこれまでの政治アナリスト人

生の中で、政治家の発した名言・格言についても触

れました。

　伊藤氏も近いところにいたことのある田中角栄 元

総理の名言・格言の中で、次の言葉を紹介されました。

　『言って良い言葉、悪い言葉』

　『言って良い時、悪い時』

　『言って良い人、悪い人』

　すなわち、責任ある地位にあるものは、きちんと

TPOを考えて喋る必要があるということを意味する

のだと。そして、『決断力は、情報によって支えられ

る』、その他『政治家は次の世代を考える』、『政治屋

は次の選挙を考える』とも紹介し、国民は、しっかりし

た目線で政治を見つめ考えて行く必要があると締めく

くりました。

　今回、講演会に参加頂いたのは75名。うち、広島北

法人会会員は15名。講演会は広島北法人会会長で商

工会理事でもある大前 清治氏による閉会挨拶で終了

しました。

　この後、会員交流会は引き続き商工会理事 坂戸透

氏による司会と商工会理事で広島北法人会 高陽支

部の山本靖則支部長による挨拶と乾杯の発声により

開始となり有意義な会員交流会となりました。

　最後は広島北法人会高陽支部理事で商工会副会

長でもある佐藤誠治氏の中締めにより、会員交流会

は終了しました。

事業報告会及び
視察旅行の実施
●平成29年7月3日（月）・4日（火）
●視察先　愛媛県新居浜市（別子銅山 他）
●参加者　25名

北広島町支部

可部支部

視察研修会
●平成29年1月28日（土）
●山口県柳井市  佐川醤油店（1830年創業）

　北広島町支部では1泊2日の日程で事業報告会及

び視察旅行を実施しました。事業報告会においては

平成28年度に実施した事業内容及び収支状況報告、

29年度実施事業計画について報告を行い、29年度

の北広島町支部としての方針を定めました。

　また、視察については、愛媛県新居浜市の山麓部に

ある別子銅山跡地で銅山としての当時の経営や現在

の観光地（世界的産業遺産、東洋のマチュピチュ）とし

て利活用について学びました。特に、1690年に発見さ

れてから1973年まで、約280年間稼働し、日本の貿

易や近代化に寄与した経緯や住友家が関連事業を

興すことで発展を続け、巨大財閥となる礎となった歴

史について興味深く話を聞いていました。

　その後の交流会では参加者の方は雄大な山 と々銅

山を視察して自社においても永く続く企業になりたい

と思いを馳せました。

　可部支部では、年に一度、会員の親睦を兼ね視察研

修会を行っています。今年は、古い街並みも残る山口

県柳井市で、創業100数十年の歴史を誇る「佐川醤油

店・醤油蔵・資料館」を訪問、視察させて頂きました。

　驚いたのは、100年以上前に建てられた醸造蔵が

今でも「甘露醤油」醸造の現役であることです。創業以

来、ほぼ同じ製法で醸造する伝統を今尚、頑なに守り

続け、通常の手造り醤油の二倍の歳月と手間をかけて

造られる、芳醇な香りと風味の「甘露」醤油。

　皆さんといくつかの醤油を比べて試飲させて頂き、

歴史と伝統、そして造り手の思いの詰まった絶品の醤

油に感銘を受け、お土産の醤油を買い、白壁の残る歴

史ある街並みを散策しながら柳井市を後にしました。

　その後、徳山市のふぐの名店「栄ふく」にてふぐ料理

を頂き、参加者の皆さんの笑顔のもとで日帰り研修旅

行を終えることができました。

安佐支部

一柳信行氏を迎えて
講演会開催
●平成29年1月27日(金)（出席者46名）
●広島安佐商工会・安佐支所

2017年1月27日広島安佐商工会安佐支所に於い

て、RCCアナウンサー一柳信行（いちりゅうのぶゆき）

氏による講演会を実施しました。一柳氏はスポーツア

ナウンサーとしてプロ野球（広島東洋カープ）や陸上

競技などの実況中継、レポーターなどをされておられ、

今回、「カープ優勝！よもやま話」の演題で、主に広島

東洋カープ各選手の個性・特徴の裏話や、今期優勝

に向けた球団・監督コーチの方針取り組み方、若手選

手の意識改革や変化などをアナウンサーの立場から

分析、理解し易く解説、今後我々経営者にとって社員

教育面で大変参考になる講演を教授頂きました。
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『平成29年度 
夏季講演会
＆会員交流会』開催
●平成28年6月18日（日）
●高陽町商工会館2階ホール

高陽支部
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　講演の中で伊藤氏は、政権に対して厳しい物言い

をするのが自分の立場であり、本来野党が果たすべき

チェック機能が野党は弱く、その機能が全く無い状況
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　安倍政権の課題と日本政治の行方について、事務

局長として勤務したキャリアや、政治アナリストとして

常に政治の中心に居て、政治の表も裏も知り抜いた

方だからこそお聞きする事の出来た話しであり、最
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