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わたしたちの暮らしには、いろい
ろなところで税金が使われてい
ます。これらの作品は、税金でで
きたものなどをテーマによせら
れたものです。
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平成29年度

【（公社）広島北法人会・広島北税務署】

●納税表彰
●税制提言活動
●社会貢献活動
●活動報告
●青年部会活動
●女性部会活動
●支部活動
●会員企業ピックアップ
●ひととき
●広島北税務署からのお知らせ
●西部県税事務所からのお知らせ
●中小企業庁からのお知らせ
●広島市役所からのお知らせ
●新入会員紹介
●行事予定

消費税期限内納付
法人会

推 進 運 動

年頭所感

安小学校

森脇万葉さんの作品

■表紙絵について
社会貢献活動（租税教育の推進）の一環とし

て実施した｢第14回税に関する絵はがきコ

ンクール｣の広島北法人会長賞受賞作品で

す。「税金で造られた建物・施設、税金で行わ

れている仕事など」をテーマに、管内54小学

校の6年生の応募作品3,560点の中から選

ばれた作品です。

もり  わき かず　 は
広島北
法人
会長賞

広島北
法人
会長賞

第 14 回

坂本　彩水 （三入小学校）

さかもと　　   あや　み

【可部支部長賞】

渡辺　真生 （中筋小学校）
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【安古市支部長賞】
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【安芸太田支部長賞】

宮庄　伶奈 （大塚小学校）

みやしょう　　れい　な

【沼田支部長賞】

椎木　南歩 （川内小学校）

し い の き 　 　 　 な ほ

【佐東支部長賞】

藤川　莉世 （鈴張小学校）

ふじ  かわ　　　 り　 せ
【安佐支部長賞】

森脇　志 （落合小学校）

もり わき　　 こころ
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滝口　さくら （豊平小学校）
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【広島北税務署長賞】

こうさか　　　　れお

高坂　怜央 （原南小学校）

高島　李々香 （加計小学校）



大前　清治

公益社団法人
広島北法人会会長

　平成30年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申

し上げます。

　公益社団法人広島北法人会会員の皆様には、会の運

営に心温かいご理解とご協力を賜り、お礼を申し上げ

ます。

　法人会は「税のオピニオンリーダー」たる経営者の団

体であるとの理念の下、社会全体の貢献をめざし地域の

振興に寄与し、税に関する活動に軸足を置きながら、健

全な発展にも配慮しつつ各諸施策に取り組むことを目的

とするとあります。基本方針を忘れず、取り組んでまいり

ます。

　広島北法人会の運営に当たり、広島北税務署様の温

かい指導を賜りながら、各保険会社、広島北税務団体連

絡協議会、各関係団体と共に協力し、会員企業の発展支

援に役立つことが出来ればと思っています。

　今取り組んでいます催事は、各委員会・部会を中心に、

会報、小学生を対象に絵はがきコンクール、「税を考える

週間」に書道パフォーマンス、年間を通じての租税教室

への講師派遣、税金クイズ、各種講演会、研修会等を

行っています。今後も催事の柱として実施して行きたいと

思います。催事を実行するには、会員の皆様のご協力な

くして成しえません。ご理解とご支援よろしくお願いしま

す。会員企業のご発展とご繁栄並びに皆様方のご健勝

を祈念いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。
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河島　　功
広島北税務署　署長

　平成30年の年頭に当たり、謹んで新年のごあいさつ

を申し上げます。

　公益社団法人広島北法人会の皆様方におかれまし

ては、平素から税務行政の円滑な運営につきまして、深

いご理解と格別の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。

　広島北法人会は、地域における「税のオピニオンリー

ダー」として会員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、今日まで様々な事業活動を積極的かつ継続

的に展開してこられました。会員の皆様の日頃からのご尽

力に対しまして、心から敬意を表す次第でございます。

　特に、日本の未来を担う子供たちに対する租税教育

の分野におきましては、青年部会及び女性部会が中心

となって、それぞれ「租税教室への講師派遣」、「税に関

する絵はがきコンクールの開催」に積極的に取り組んで

いただいており、租税教室への講師派遣回数及び絵は

がきコンクールへの応募児童数も年々増加してきてお

ります。

　また、11月の「税を考える週間」におきましても、子供

たちを対象とした税金クイズを行われるとともに、平成

28年度からは、税をモチーフとしました「書道パフォーマ

ンス」を実施されるなど、地域における「税のオピニオン

リーダー」としての責務を十分果たしてきておられます。

　さらに、税務関係団体で組織しております「広島北税

務団体連絡協議会」におきましても、広島北法人会は、

その中核団体として率先して活動していただき、納税意

識の高揚に関する貴重な提言をしておられます。我々

も、広島北法人会並びに会員の皆様方の納税意識の高

揚に関するご熱意や税の普及・啓蒙活動を通しての地

域振興への取組には深く感銘を受けているところです。

　最近の社会・経済状況をみますと、税務行政を取り巻

く環境は、著しいスピード感を持って変化してきており

ます。社会・経済状況におけるＩＣＴ化の高度な進展、

経済取引の国際化の波は地方の隅々まで浸透するな

ど、我々税を執行する立場の者も、これらの時代の波

に飲み込まれることなく、引き続き適正かつ円滑な税

務の執行に取り組んでいく所存でありますので、皆様

におかれましてもご理解いただきますようお願い申し上

げます。

　終わりになりましたが、公益社団法人広島北法人会

の更なるご発展と、会員企業のご繁栄並びに皆様方の

ご健勝を祈念いたしまして、ごあいさつとさせていただ

きます。

（公社）広島北法人会／広島北税務署（公社）広島北法人会／広島北税務署

納税表彰
平成29年度

広島北税務署において平成29年
度納税表彰が行われました。永年
にわたり、団体の活動を通じて納
税道義の高揚に功績のあった方々
に贈られるものです。表彰おめで
とうございます。
広島北法人会からは、下記の方々
が表彰されました。

法人会では毎年、税制委員会で

税制改正要望事項を取りまと

め広島北税務署管内、安佐南

区・安佐北区の地元選出国会議

員、並びに安芸太田町・北広島

町の町長、町議会議長に提言を

行っています。

税制提言活動

【地元選出国会議員】
衆議院議員　　河井克行氏
参議院議員　　森本真治氏

【町長】 
北広島町長　　箕野博司氏
安芸太田町長　小坂眞治氏

【町議会議長】
北広島町議会議長　伊藤久幸氏
安芸太田町議会議長　冨永　豊氏
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平成29年11月9日（木）

税務署長表彰 税務署長感謝状

●芸信建設(株)

新村　正則　監事

●二村自動車(株)

二村　義春　元常任理事

迫田　靜雄　理事

●(有)迫田工務店●(有)小野造園

小野　敦仁　理事

●(株)笹岡

笹岡　繁　元常任理事
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第14回『税に関する絵はがきコンクール』

【入賞者への学校訪問の様子】

審査会の様子

展示会の様子

青年部会会長賞広島北税務署長賞広島北法人会長賞

社 会 貢 献 活 動

（敬称略）

◆広島北法人会長賞

◆広島北税務署長賞

◆青年部会長賞

◆女性部会長賞

◆可部支部長賞

広島市立安小学校

広島市立川内小学校

広島市立川内小学校

広島市立安小学校

広島市立三入小学校

森脇　万葉

永井　百笑

木原　博翔

倉　　史奈

坂本　彩水

もりわき　　 かずは

 ながい　  　ももえ

 きはら　　　はくと

くら　       ふみな

さかもと　   あやみ

◆　園支部長賞

◆安古市支部長賞

◆高陽支部長賞

◆佐東支部長賞

◆安佐支部長賞

広島市立原南小学校

広島市立中筋小学校

広島市立落合小学校

広島市立川内小学校

広島市立鈴張小学校

髙坂　怜央

渡辺　真生

森脇　　志

椎木　南歩

藤川　莉世

こうさか　    れお

わたなべ　    まき  

もりわき　      こころ

しいのき　    なほ

ふじかわ　    りせ

◆沼田支部長賞

◆安芸太田支部長賞

◆北広島町支部長賞

広島市立大塚小学校

安芸太田町立加計小学校

北広島町立豊平小学校

　

宮庄　伶奈

髙島李々香

滝口さくら

みやしょう　  れいな

 たかしま　 りりか

 たきぐち   さくら

税制委員会と女性部会を中心に、広島北税務署管内の小

学6年生を対象に「税に関する絵はがき」を募集いたしまし

た。社会貢献と税に関する教育活動として実施したものです

が、前年度より2校多い54校から3,560点の作品が寄せられ

ました。

9月15日に審査会を開催し、法人会長賞、広島北税務署長

賞をはじめとした93作品が選ばれました。11月11日から11月

23日までイオンモール広島　園の１階共用通路で展示を行

い、多くの方が足を止め学童の力作に見入っていました。入

賞者には、広島北税務署長、会長、支部長がそれぞれの小学

校に出向き表彰状の伝達を行いました。

税を考える週間 
「書道パフォーマンス」開催

社 会 貢 献 活 動

　１１月２３日（木・勤労感謝の日）、イオンモール

広島　園１階スマイルコートで広島県立安西高等

学校書道部の生徒の皆さんによる「書道パフォー

マンス」を開催しました。

　「税を考える週間」に合わせて租税に関する理解

を深め、納税意識の高揚を図るために広島北法人

会が昨年に引き続き実施したものです。

　安西高等学校吹奏楽部による「宝島」というハイ

テンポな曲に合わせて、ダイナミックで華麗な演技

とともに、税に関する言葉を力強く書き上げてくれ

ました。消費税が１０％に引き上げられる予定であ

るため、消費税への理解を求める言葉を書いても

らいました。

こども税金クイズ
●平成29年11月2３日（木・勤労感謝の日）

　イオンモール広島　　園

　青年部会の租税教育活動の一環として、こども税金クイズを『書

道パフォーマンス』の前に開催しました。当日は100名を超える子供

たちに税金のクイズと、税の使い道についてのアンケートをとり、こ

どもたちの税の意識を高めるための第一歩となったと思います。親

子で税金の事を話すきっかけにもなりこれからも継続してやってい

きたいと考えています。
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法人会全国青年の集い

高知大会

　去る１１月９日・10日に、法人会全国青年

の集い高知大会が高知市で開催され、広

島北法人会からは６名で参加してまいりま

した。全国すべての青年部会が実施してい

る租税教育活動から選抜された部会の租

税教育プレゼンテーションは大変白熱した

ものでした。大小さまざまな規模の青年部会が工夫された租税教育活動の紹介があり今後の参考にな

りました。部会長サミットでは、こどもたちに税の使途を考える機会をつくるためにはどうすれば良いか

の議論がなされ、全国の部会長たちと熱い討論をしました。全国の青年部会が集まる全国大会では懇親

を深める催しが多く、我 メ々ンバーも大変有意義なものになったと思います。

●平成29年
　　11月9日（木）・10日（金）

●場所：高知県民文化ホール

女性部会活動女性部会活動女性部会活動

青年部会活動青年部会活動青年部会活動

　平成29年度視察研修にクリームパンの

八天堂みはら臨空工場・竹原の街並み散策

を実施しました。

　工場見学ではとても厳しい衛生管理の

もと色 な々製造工程の説明を聞きました。

　竹原の街並み保存地区では、ベテランガ

イドさんによる重要伝統的建造物に選定

された街並みの説明。なかでも各家ごとに

異なる作り、竹原格子などは当時の大工さ

んの匠を感じました。また、ＮＨＫ連続テレビ小説「マッサン」の撮影現場など時代を感じさせる街並みで

した。

　行き帰りの車中ではクイズなどして、とても楽しい時を過ごしました。

これからも部会員の懇談の輪を広げていきたいものです。

●平成29年9月6日（水）

●場所：八天堂みはら臨空工場

辰己　直　㈱広島ブロック工業（　園支部）

新田哲也　㈲新友（沼田支部）

堀田良助　支部事務局（高陽支部）

【優　勝】

【準優勝】

【３　位】

　園支部

佐東支部

高陽支部

【１　位】

【２　位】

【３　位】

会員親睦ゴルフ大会第28回第28回

法人会全国大会第34回第34回

●参加者 54名

平成29年10月12日（木）広島安佐ゴルフクラブ

■開催日時：平成２９年１０月５日（木）　■開催場所：福井県産業会館　■参加者：2名

【第１部】 記念講演
●演　題　「今後の政治と経済の行方」

●講　師　毎日新聞専門編集委員　与良正男氏

【第２部】 式典

　第28回となる会員親睦ゴルフ大会は午前８時30分にスタート。緑

の中で思いっきりプレーし気持ちのいい汗をかいた後はミーティン

グ。ミーティングでは個人と団体の成績発表。会員の親睦と異業種交

流を兼ねたゴルフ大会は和気あいあいのうちに終了しました。

広島国税局長講演会
■開催日時：平成２９年１1月７日（火）

■開催場所：リーガロイヤルホテル広島

●演　題　「日本の財政と国税の課題」

●講　師　広島国税局長　重藤哲郎氏

●参加者　１６５名
（うち広島北法人会・３３名）

●主催　広島東・広島西・広島南・広島西南・安芸

　　　　広島北（主管）法人会

●後援　一般社団法人広島県法人会連合会

ACTIVITY

REPORT 活動報告

内容

内容
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青年部会活動青年部会活動青年部会活動

　租税教室の講師として活動するための研修会が今年も行わ

れ、各種団体から多数の参加者が講義を受けました。当会青年部

会からは5名が参加しました。

　今年の租税教育の指針が、「税の使い道を考えてもらう授業」

ということで、すでに講師として活動しているメンバーも、復習の意味も兼ねて参加しました。

　毎年行っている租税教室がマンネリにならないよう、新しい内容を加えて授業の充実を図りたいと思います。

租 税 教 室 講師養成研修会

租税教室

租税教育講演会

●10月5日（木）　広島北税務署

●参加者：広島北法人会青年部会　5名

学校名

落合小学校

亀崎小学校

安東小学校

　園小学校

上安小学校

真亀小学校

毘沙門台小学校

深川小学校

飯室小学校

筒瀬小学校

亀山南小学校

日浦小学校

長束小学校

緑井小学校

八木小学校

7月10日

7月18日

8月30日

12月1日

12月5日

12月5日

12月11日

12月13日

12月15日

12月19日

1月12日

1月15日

1月15日

1月17日

1月18日

69名

22名

84名

140名

50名

39名

62名

76名

19名

9名

78名

47名

86名

102名

61名

講師

黒田憲之理事（於飯室小学校）平成29年度予定表（実施済含む）
人数開催日

●平成29年11月29日（水）　メルパルク広島

　青年部会の「租税教室」の内容を高めていこうという目的で租税教育講演会

が開催されました。

　今年は、広島北税務署　筆頭副所長　小川啓介様の講演「法人会との連携

協調について」というテーマで講演をいただきました。

　法人会と国税当局との連携、信頼がとても大切であることなどを感じました。

　引き続いて、　広島北税務署　総務課長　伊佐清敬様が「租税教育について」をテーマに講演されました。

　講演内容は租税教室の基本的な内容でしたが、もう一度初心に帰って授業を進めようと感じました。

　とても有意義な講演の後は懇親会が行われ、異業種交流を深めることができ、会員親睦ができました。今後は参

加会員を増やして盛り上げていきたいと思います。

　青年部会の社会貢献活動の柱として、今年も広島北

税務署管内の小学校を対象に「租税教室」を開催してい

ます。今年は特に「税金の使い道を考えてもらう授業」

メインに授業を進めています。昨年より多くの小学校で

の授業を予定しています。

学校名

落合東小学校

春日野小学校

三入小学校

久地南小学校

八重小学校

安小学校

狩小川小学校

川内小学校

原南小学校

壬生小学校

豊平小学校

梅林小学校

可部小学校

久地小学校

1月18日

1月19日

1月19日

1月22日

1月22日

1月24日

1月24日

1月25日

1月29日

1月30日

2月14日

2月6日

2月6日

2月7日

77名

134名

65名

31名

36名

82名

39名

168名

97名

35名

21名

127名

104名

5名

講師人数開催日

支部活動支部活動
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松尾賢治･松下　仁

奥田良彦

鋤田敬寛 ･中村佳文･小野慎治

鋤田敬寛

浅井富裕

水口弘士

斉藤康浩

奥田良彦  ･水口弘士

黒田憲之

斉藤康浩

井ノ本敦士･中村佳文･安國誠治

斉藤康浩

水口弘士

中村佳文  

井ノ本敦士･柴田勇雄

小野慎治 

浅井富裕

小野慎治

斉藤康浩

花木勝徳

中村佳文 ･柴田勇雄･松尾賢治

小野慎治

鋤田敬寛

中村佳文･安國誠治･奥田良彦

高岡紀洋

藪茂樹

鋤田敬寛 ･井ノ本敦士

中村佳文

黒田憲之

　今年度の当支部の研修は、「日本のものづくり」をテーマとして福岡県の大手企業の「シャボン玉石けん㈱」「㈱

ブリヂストン」をはじめ、「トヨタ自動車九州㈱」「ゼンリン地図の資料館」といった名の知れた企業を視察して、最

高の品質で社会に貢献する企業を実感してもらおうと、去る10月12・13日の両日企業視察研修を実施しました。

参加者16名にてものづくりとしての企業のすばらしさを、経営人としての見聞を広める良い経験となりました。

　最初の視察企業は、北九州市若松区の「シャボン玉石けん㈱」。昔ながらの無添加石けんにて、肌にやさしく更

に環境にもやさしいものとして、徹底した健康な体ときれいな水を守る経営理念を学びました。

　続いての企業は、海外進出を続ける「㈱ブリヂストン」。久留米市に石橋氏創設による日本足袋タイヤ部として第

一号タイヤ誕生以来、早くから世界を目指して事業を展開。日々技術を磨き、品質を追求し、より良い社会を目指し

て刻んできた偉大な歴史を感じることが出来ました。

　翌二日目の「トヨタ自動車九州㈱」では、九州のものづくり力を結集して日本国内をはじめ世界80ヶ国の地域に

事業展開しているトヨタの車両生産の

流れを視聴体験。また、「ゼンリン地図

の資料館」では、伊能忠敬が九州地図

の原点として北九州市小倉の紫川にか

かる常盤橋を測量の起点とした事から

地図作りの背景にある歴史や文化を感

じる体験でした。

　一方、福岡と言えば、今年世界遺産に

認定されたばかりの「宗像大社」も欠か

さず参拝し、食の文化でもある明太子

を、自らのオリジナルの味に漬け込む

体験もしました。夜は、福岡中洲の那珂

川の屋形船による水炊きコースにて舌

鼓を打ち、研修てんこ盛りを肌で感じ

た福岡の旅となりました。

平成29年度
企業視察研修
●平成29年10月12日(木)・13日（金）
●参加者16名
●福岡県
　「シャボン玉石けん㈱」
　「㈱ブリヂストン」
　「トヨタ自動車九州㈱」
　「ゼンリン地図の資料館」

安古市支部
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　例年、会員同士の親睦を兼ねて実

施している企業視察研修旅行を今年

度は、おしゃれな図柄のマスキング

テープ「mt」が大ヒットしたことで知ら

れている「カモ井加工紙(株)」を視察

しました。

　カモ井加工紙は、ハエ取り紙「カモ

井のハイトリ紙」の製造会社として

1923年に創業、ハエ・虫取り・ネズミ

取り製品等で実績を伸ばし、現在は、

殺虫製品に加え、包装用テープや、マ

スキングテープ等の粘着テープを主

力として業績を伸ばしている。

　社長より、企業概要・理念等の説明を受けた後、製造工程・完成商品を見学しました。

企業理念は「お客様・従業員あっての企業」をモットーに、社長も従業員の一員であり、従業員と共に歩む企業

であり続けることを日々、志しておられます。

地域性・企業規模は違うが大変参考となりました。

その後、昼食・情報交換等、親睦を深め「倉敷美観地区」を散策し有意義な一日を過ごし帰路に着きました。

企業視察研修及び倉敷美観地区散策

第23回いきいき
沼田商工フェスタ開催

●平成29年11月14日(火)/参加者26名
●岡山県倉敷市　カモ井加工紙（株）

沼田支部

　園支部

10月1日（日）フレスタ沼田店駐車場で、第23回いき

いき沼田商工フェスタが開催され、沼田支部も恒例の

「もやし入り汁なし坦々麺」を出店販売しました。

好天に恵まれて約3,000人の来場者があり、カープ

のＣＳチケットやグッズの当たる抽選会や、金魚すくい

大会では大熱戦が繰り広げられました。

沼田支部の坦々麺も大好評で完売し、12名の参加

者全員が汗を流して社会貢献事業に取り組んで、広

島北法人会のＰＲもできました。

●平成29年10月1日（日）/参加者12名
●フレスタ沼田店駐車場

　愛媛県今治市の日本食研へお伺いし、まずフランスの

ベルサイユ宮殿やオーストラリアのベルネデーレ宮殿の

庭園をイメージした日本食研の庭園を拝見し、また同じく

ベルベデーレ宮殿をモチーフにされているＫＯ宮殿工場

の見学をさせて頂きました。

ＫＯ宮殿工場内では中世ヨーロッパの甲冑、家具、小物、

食器の展示がしてあり、香辛料の歴史などを学ばせてい

ただきました。

　工場内でのたれの製造や、ハム・ソーセージの製造工程の見学もさせて頂き、帰りにお土産もいただき、日本

食研本社工場を後にしました。

　その後は、今治市の「民宿名駒」にて瀬戸内の焙烙焼きを皆で堪能し、交流も深められ、楽しい時間を過ごし

視察旅行を終えることが出来ました。

日本食研への視察旅行

会員親睦日帰り研修旅行

●平成29年9月21日(木)/参加者27名
●視察先；日本食研

●平成29年11月19日(日)/参加者27名
●山口県：中尾園・湯田温泉・瑠璃光寺・常栄寺

高陽支部

佐東支部

　去る11月19日（日）、広島北法人会高陽支部と高陽町商工会合同と

なる会員親睦研修旅行を開催致しました。

　今回は～『秋の味覚刈りと山口の国宝『瑠璃光寺、雪舟庭を巡る旅』

～をテーマに行き先を「西の京」山口とし、その内容についてはご家族

へのお土産を持って帰っていただけるような企画をと考え、もぎたての

リンゴが持ち帰り可能な徳佐のリンゴ狩りを盛り込んだ山口県への研

修旅行となった次第です。

　早朝より二台のバスを連ねて広島北インターから中国道へと入り、

一路山口へ向かうも、途中に立ち寄った吉和サービスエリアに降り立

つと雪が降っており、高陽にいた時と比べるとずいぶん気温が下がっ

ているようで驚きました。車中では、ＤＶＤによる最新の税務に関する情報やマイナンバーに関する研修を行いまし

た。会社経営に役立つ知識の向上に一役買ったのではないかと思います。

　到着した徳佐のりんご園では、類似名称で目的地とは違うりんご園に行きそうになるというアクシデントがありつつ

も、訪問した中尾園では、やや小ぶりながらも大変甘いもぎたてのリンゴを味わい、皆さんがお土産のリンゴを買って

戻られるのを見て、この企画を考えて良かったと思いました。

　りんご園を後にして山口湯田温泉に向かい、旅館で昼食。旅館での料理の提供がちぐはぐな印象で、人手不足が否

めませんでしたが、研修生や留学生は懸命に働いていました。また、短時間ながら、希望される方には湯田温泉のお湯

につかっていただきたいと考え準備していたのですが、出発時間の都合上、食事を中座しないと温泉を楽しむことがで

きない状況となってしまったことが残念でした。

　昼食後は、山口の戦国大名、大内氏の繁栄を今に伝える瑠璃光寺で、西の京に佇む美しき『国宝瑠璃光寺五重塔』

をはじめとした境内を観て巡りました。その後に常栄寺に移動し、室町時代の僧・雪舟の作と伝えられる名勝「雪舟庭」

を散策しました。瑠璃光寺も常栄寺も大変素晴らしいところで、もう少し時間をかけて見学しても良かったと感じまし

た。そして当日予定していたスケジュールを全て終え、山陽道を経由して広島への帰路につきました。アクシデントもあ

りましたが、ご参加頂いた皆様にとりまして有意義な研修旅行となったのであれば、幸いです。 
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た。会社経営に役立つ知識の向上に一役買ったのではないかと思います。

　到着した徳佐のりんご園では、類似名称で目的地とは違うりんご園に行きそうになるというアクシデントがありつつ

も、訪問した中尾園では、やや小ぶりながらも大変甘いもぎたてのリンゴを味わい、皆さんがお土産のリンゴを買って

戻られるのを見て、この企画を考えて良かったと思いました。

　りんご園を後にして山口湯田温泉に向かい、旅館で昼食。旅館での料理の提供がちぐはぐな印象で、人手不足が否

めませんでしたが、研修生や留学生は懸命に働いていました。また、短時間ながら、希望される方には湯田温泉のお湯

につかっていただきたいと考え準備していたのですが、出発時間の都合上、食事を中座しないと温泉を楽しむことがで

きない状況となってしまったことが残念でした。

　昼食後は、山口の戦国大名、大内氏の繁栄を今に伝える瑠璃光寺で、西の京に佇む美しき『国宝瑠璃光寺五重塔』

をはじめとした境内を観て巡りました。その後に常栄寺に移動し、室町時代の僧・雪舟の作と伝えられる名勝「雪舟庭」

を散策しました。瑠璃光寺も常栄寺も大変素晴らしいところで、もう少し時間をかけて見学しても良かったと感じまし

た。そして当日予定していたスケジュールを全て終え、山陽道を経由して広島への帰路につきました。アクシデントもあ

りましたが、ご参加頂いた皆様にとりまして有意義な研修旅行となったのであれば、幸いです。 


