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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

安佐南区緑井町の権現山毘沙門堂
　現在は、広島県真言宗教団のお寺で、1065年に毘沙門天像を本尊とし

て開基され、ご本尊の御開帳が行われる初寅祭には、家内安全や商売繁盛

などを願って毎年約2万人が訪れます。1988年に焼失し一部コンクリー

ト造として1990年に再建されました。2014年の8.20豪雨土砂災害で、

柱などを壊す大きな被害がでましたが、大勢のボランティアによる支援

などを受け2016年11月に修復工事が完了しました。色づきはじめた楓

と修復した白壁の毘沙門堂です。

ごん げん ざん
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広島北税務署長着任あいさつ

　この度の西日本豪雨により被災された皆様に、心よりお

見舞い申し上げます。

　昨年の会長就任に当たり、法人会の理念の下、税のオピニ

オンリーダーたる経営者の団体として、社会全体への貢献

をめざし、効率的な組織運営、法人会活動の充実を目標に努

めてまいりました。時間経過は早く、新事務局長を迎え平成

29年度通常総会を無事終える事が出来ました。事業活動

は、理事会、委員会、各種法人税説明会、税に関する「書道パ

公益社団法人 広島北法人会会長あいさつ

公益社団法人
広島北法人会会長

大前　清治

かさはら ひろたか

おおまえ きよはる

■座右の銘／話し合い、耳を傾け、承認し、
　　　　　　任せてやらねば、人は育たず
■モットー／縁ありてこそ、
　　　　　　自らの分を果たすため努力をしたい
■かさはら・ひろたかプロフィール
　昭和57年4月採用、平成21年鳥取税務署副署長、同23年広
島国税局調査査察部調査第二部門統括官、同25年広島派遣
国税庁監察官、同27年広島国税局調査査察部調査第一部門
統括官、同28年宇部税務署署長、同29年広島国税局国税訟
務官室長、同30年7月現職。岡山県浅口市出身、広島市在住。

フォーマンス」、会報発行、各支部における税研修会、会員親

睦ゴルフ大会、女性部会を中心に小学生対象の税に関する

「絵はがきコンクール」、青年部会は小学生対象に租税教室

等を実施いたしました。

　法人会運営・事業活動は、広島北税務署、友好保険会社を

始め関係各位の方々、会員皆様のご理解とご支援を頂きま

したことを心よりお礼申し上げます。

　私たちを取り巻く環境は、経済のグローバル化や少子高

齢化等、急速な進展、税務行政の消費税率改正「軽減税率」の

実施、異常気象による自然災害にも迅速な対応を求められ

ます。このように大きく、急速に変化する環境に対応できる

法人会になりたいと思います。

　法人会事業活動の推進には、会員皆様のご理解とご協力

無くして、実を結ぶことは出来ません。今後ともより一層の

ご理解とご支援を、賜りますよう切にお願い申し上げます。

　結びにあたりまして、会員企業の益々の繁栄を心から祈

念申し上げ、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

ました笠原でございます。前任の河島署長同様、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。

　また、同７月５日からの豪雨により被害を受けられたみな

さまに、心からお見舞いを申し上げます。

　豪雨により被災したため申告等が期限までに行うことが

できない場合には、期限の延長（災害による申告、納付等の

期限延長申請）を受ける手続等があります。

　これらの手続は、期限が経過した後、被災の状況が落ち

着いてからでも行うことができますので、税務署までご相談

ください。

　私は、広島北税務署での勤務は、初任地署（昭和57年当

時：可部署）として勤務以来２度目であり、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懐かしく、縁のあった

ことをうれしく思っております。

　広島北法人会は、昭和45年の設立以来「税のオピニオン

リーダーたる経営者の団体」として、正しい税知識の普及や

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、税を考

える週間行事における「書道パフォーマンス」の開催、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」

への講師派遣等の税の啓発活動はもとより、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（2019年）10月に実施される消費税改

正につきましては、税率の10％への引き上げと軽減税率制

度の円滑な実施に向けて、引き続き、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な連携を図りな

がら制度の周知・広報、丁寧な相談対応に取り組みを進め

てまいりたいと思います。

　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、申告手続のデジタル化の推進やICT化など納税者

利便の向上等の課題も含め、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

笠原　弘孝
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（公財）全国法人会総連合会長表彰 （30.6.22県連総会）1

（一社）広島県法人会連合会会長表彰2

（公社）広島北法人会会長表彰 （永年勤続）3

（公社）広島北法人会会長感謝状 （会員増強）4

厚生事業表彰 （目標達成支部）5

古武家　資之

豊平建設㈱
■北広島町支部

波多野　淑史

㈲八重製材所
■北広島町支部

表　彰　者　関　係

支　部　名氏　　名 法　人　名

（敬称略・順不同）

宮田　文雄

沼田　　聖

丸山　正隆

　園支部

可部支部

安芸太田支部

㈱安芸ジオコンサルタンツ

沼田建設㈱

丸山工業㈲

支　部　名氏　　名 法　人　名

安古市支部

安古市支部

高陽支部

佐東支部

佐東支部

可部支部

㈲森下外装店

㈲佐藤商工

㈱トーヨープロト

㈱農協プロパンセンター

㈱ギフトサカイ

㈱中本保険事務所

森下　光昭

佐藤　　譲

茶木田由香

只保　和幸

坂井　　賢

中本　浩史

支　部　名氏　　名 法　人　名

北広島町支部

北広島町支部

青年部会

青年部会

支部事務局

㈱千代田工務店

栃薮建設㈱

シバタ工業㈱

アスピー㈱

金本　秀明

栃薮　　宏

柴田　勇雄

松尾　賢治

角保　千代

支　部　名氏　　名 法　人　名

安古市支部

　園支部

佐東支部

保険会社

高陽支部

㈱京栄建設

㈱ライフサポート広島

㈱アドバン

ＡＩＧ損害保険㈱

広島銀行 高陽支店

高野　京次

石津　秀典

三上　和明

前岡　寛紀

支　店　長

支　部　名 可部支部　　　園支部　　佐東支部　　高陽支部　　安芸太田支部

支　部　名氏　　名 法　人　名

安古市支部

可部支部

可部支部

可部支部

広島銀行 古市支店

広島銀行 可部支店

広島信用金庫 可部支店

もみじ銀行 可部支店

支　店　長

支　店　長

支　店　長

支　店　長

第6回通常総会

●議　　事
第1号議案
平成29年度決算報告承認の件

（原案通り承認可決されました）

（1） 平成29年度事業報告
（2） 平成30年度事業計画
（3） 平成30年度収支予算

●報告事項

平成30年６月13日、酔心毘沙門店において第６回通常総会を開催いたしました。
公益法人として６年目となる今年度は、「法人会の基本方針」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。

公益社団法人
広島北法人会

記念講演会
■講 師　松林　薫 氏 

（ジャーナリスト・関西大学総合情報学部特任教授）

■演 題　「ポスト真実」

●平成30年6月13日（水）　●場　所　酔心 毘沙門店
●参加者　約130名

【松林　薫氏 プロフィール】
●1973年(昭和48年)生まれ。広島市出身。

●修道中学、修道高校を経て京都大学経済学部卒業。

●1999年日本経済新聞社入社

●2014年日本経済新聞社退社し、報道イノベーション研究所設立

●2016年4月関西大学総合情報学部特任教授となる。

時代のネットニュースの読み方
～もう、ニュースに騙されない！～

　日本経済新聞社でご活躍され現在は、ジャーナリスト・関西大学総合情報学部特任教授の松林先生をお迎えし記念講
演会を開催いたしました。現代は、ニュースもパソコンやスマートフォンで見る時代となりました。
　ニュースを読み解く力やフェイクニュースに騙されないようにするには等講演いただき、またフェイクニュースの
実例を使った説明で大変参考になるお話でした。
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支　部　名氏　　名 法　人　名

北広島町支部

北広島町支部

青年部会

青年部会

支部事務局

㈱千代田工務店

栃薮建設㈱

シバタ工業㈱

アスピー㈱

金本　秀明

栃薮　　宏

柴田　勇雄

松尾　賢治

角保　千代

支　部　名氏　　名 法　人　名

安古市支部

　園支部

佐東支部

保険会社

高陽支部

㈱京栄建設

㈱ライフサポート広島

㈱アドバン

ＡＩＧ損害保険㈱

広島銀行 高陽支店

高野　京次

石津　秀典

三上　和明

前岡　寛紀

支　店　長

支　部　名 可部支部　　　園支部　　佐東支部　　高陽支部　　安芸太田支部

支　部　名氏　　名 法　人　名

安古市支部

可部支部

可部支部

可部支部

広島銀行 古市支店

広島銀行 可部支店

広島信用金庫 可部支店

もみじ銀行 可部支店

支　店　長

支　店　長

支　店　長

支　店　長

第6回通常総会

●議　　事
第1号議案
平成29年度決算報告承認の件

（原案通り承認可決されました）

（1） 平成29年度事業報告
（2） 平成30年度事業計画
（3） 平成30年度収支予算

●報告事項

平成30年６月13日、酔心毘沙門店において第６回通常総会を開催いたしました。
公益法人として６年目となる今年度は、「法人会の基本方針」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。

公益社団法人
広島北法人会

記念講演会
■講 師　松林　薫 氏 

（ジャーナリスト・関西大学総合情報学部特任教授）

■演 題　「ポスト真実」

●平成30年6月13日（水）　●場　所　酔心 毘沙門店
●参加者　約130名

【松林　薫氏 プロフィール】
●1973年(昭和48年)生まれ。広島市出身。

●修道中学、修道高校を経て京都大学経済学部卒業。

●1999年日本経済新聞社入社

●2014年日本経済新聞社退社し、報道イノベーション研究所設立

●2016年4月関西大学総合情報学部特任教授となる。

時代のネットニュースの読み方
～もう、ニュースに騙されない！～

　日本経済新聞社でご活躍され現在は、ジャーナリスト・関西大学総合情報学部特任教授の松林先生をお迎えし記念講
演会を開催いたしました。現代は、ニュースもパソコンやスマートフォンで見る時代となりました。
　ニュースを読み解く力やフェイクニュースに騙されないようにするには等講演いただき、またフェイクニュースの
実例を使った説明で大変参考になるお話でした。
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青年部会
創設30周年記念式典・祝賀会
青年部会
創設30周年記念式典・祝賀会

正味財産増減計算書 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科　　目

1,250

10

13,701,900

3,360,700

12,210,406

1,412,080

0

455,121

31,141,467

23,588,461

6,951,834

30,540,295

601,172

0

601,172

17,689,093

18,290,265

11,110,900

△11,110,900

0

0

0

18,290,265

1,000

281

14,207,300

3,823,260

12,530,760

399,000

182,301

1,036,428

32,180,330

20,190,388

8,303,784

28,494,172

3,686,158

0

3,686,158

14,002,935

17,689,093

11,987,160

△11,987,160

0

0

0

17,689,093

250

△271

△505,400

△462,560

△320,354

1,013,080

△182,301

△581,307

△1,038,863

3,398,073

△1,351,950

2,046,123

△3,084,986

0

△3,084,986

3,686,158

601,172

△876,260

876,260

0

0

0

601,172

増　　減前年度当年度

（単位:円）

平成30年度収支予算書 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科　　目

600

200

14,120,000

1,350,000

12,315,200

1,050,000

300,100

29,136,100

20,944,650

8,191,450

29,136,100

0

0

0

0

0

18,290,265

18,290,265

11,715,200

△11,715,200

0

0

0

18,290,265

1,000

0

13,800,000

3,910,000

11,710,000

400,000

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

△ 400

200

320,000

△ 2,560,000

605,200

650,000

△ 99,900

△ 1,084,900

△ 351,850

△ 733,050

△ 1,084,900

0

0

0

0

0

0

601,172

601,172

0

605,200

△605,200

0

0

0

601,172

増　　減前年度当年度

（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

特定資産運用益

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

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

経常外費用計

当期経常外増減額

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 正味財産期末残高

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

特定資産運用益

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

経常外費用計

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 正味財産期末残高

●日　時 平成30年8月24日（金）　●場　所 ホテルメルパルクHIROSHIMA　●参加者 76名●日　時 平成30年8月24日（金）　●場　所 ホテルメルパルクHIROSHIMA　●参加者 76名

　平成元年6月に創設された青年部会の30周年の記念

式典・祝賀会が、親会大前会長をはじめとする役員の皆

様、広島北税務署様、各保険会社様、県法連関係の皆様、

各単位会の青年部会の皆様を来賓にお迎えして盛大に

行われました。

　会場受付には今回の豪雨災害に対する義援金の募金

箱を設置し、その収益はすべて中国新聞社へ寄付されま

した。

　記念式典に先がけて報告会が行われ、平成29年度の事

業報告、決算報告と平成30年度の事業計画、収支予算が

報告されました。

　つづいて記念式典は鋤田敬寛部会長の式辞のあと、平

成20年以降の歴代部会長へ感謝状と記念品が贈られま

した。（平成20年以前の方へは20周年式典にて贈らせてい

ただきました）

　また来賓を代表して、広島北税務署 笠原署長様、大前

会長、（一社）広島県法人会連合会青連協の山本会長様よ

りご祝辞をいただきました。

　記念式典の次にフリーアナウンサーの久保田夏菜様

（安佐北区可部出身）に「私が見たカンボジア」という演

題で講演をしていただきました。久保田様はカンボジアの

子供たちに教育や日本語を勉強できる環境づくりの援助

をされています。スライドで普段の子供たちや食生活、地

雷除去や貧困などの厳しい現実を教えていただきまし

た。元気に授業を受ける現地の子供たちの姿が、租税教

室の授業を真剣なまなざしで受けている児童の皆さんと

重なって、とても共感できる内容でした。

　いよいよ祝賀会が盛大におこなわれました。小野慎治

副部会長の開宴の挨拶、広島北税務署松浦筆頭副署長

様の乾杯のご発声に続いて、「CARP JAZZ with河村貴之

“CARP”Quartet」によるカープの応援歌をジャズにアレン

ジされたバンド演奏で会場の熱気は最高潮となり、そし

て楽しい時間はあっという間に閉宴となりました。

　これからも青年部会は租税教育活動を中心とした社会

貢献活動に軸足を置き、若さをいかして活発な活動をして

いきたいと思います。そして次の40周年に向けてバトンを

つなげていきたいと思います。

式辞 鋤田部会長 歴代部会長 感謝状贈呈

講演会 久保田夏菜様

祝辞 大前会長

祝辞 青連協山本会長様 ジャズ演奏

祝賀会開宴あいさつ

小野慎治副部会長

祝賀会乾杯 広島北税務署

松浦筆頭副署長様

祝辞 広島北税務署笠原署長様
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青年部会
創設30周年記念式典・祝賀会
青年部会
創設30周年記念式典・祝賀会

正味財産増減計算書 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科　　目

1,250

10

13,701,900

3,360,700

12,210,406

1,412,080

0

455,121

31,141,467

23,588,461

6,951,834

30,540,295

601,172

0

601,172

17,689,093

18,290,265

11,110,900

△11,110,900

0

0

0

18,290,265

1,000

281

14,207,300

3,823,260

12,530,760

399,000

182,301

1,036,428

32,180,330

20,190,388

8,303,784

28,494,172

3,686,158

0

3,686,158

14,002,935

17,689,093

11,987,160

△11,987,160

0

0

0

17,689,093

250

△271

△505,400

△462,560

△320,354

1,013,080

△182,301

△581,307

△1,038,863

3,398,073

△1,351,950

2,046,123

△3,084,986

0

△3,084,986

3,686,158

601,172

△876,260

876,260

0

0

0

601,172

増　　減前年度当年度

（単位:円）

平成30年度収支予算書 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科　　目

600

200

14,120,000

1,350,000

12,315,200

1,050,000

300,100

29,136,100

20,944,650

8,191,450

29,136,100

0

0

0

0

0

18,290,265

18,290,265

11,715,200

△11,715,200

0

0

0

18,290,265

1,000

0

13,800,000

3,910,000

11,710,000

400,000

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

△ 400

200

320,000

△ 2,560,000

605,200

650,000

△ 99,900

△ 1,084,900

△ 351,850

△ 733,050

△ 1,084,900

0

0

0

0

0

0

601,172

601,172

0

605,200

△605,200

0

0

0

601,172

増　　減前年度当年度

（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

特定資産運用益

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

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

経常外費用計

当期経常外増減額

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 正味財産期末残高

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

特定資産運用益

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

経常外費用計

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 正味財産期末残高

●日　時 平成30年8月24日（金）　●場　所 ホテルメルパルクHIROSHIMA　●参加者 76名●日　時 平成30年8月24日（金）　●場　所 ホテルメルパルクHIROSHIMA　●参加者 76名

　平成元年6月に創設された青年部会の30周年の記念

式典・祝賀会が、親会大前会長をはじめとする役員の皆

様、広島北税務署様、各保険会社様、県法連関係の皆様、

各単位会の青年部会の皆様を来賓にお迎えして盛大に

行われました。

　会場受付には今回の豪雨災害に対する義援金の募金

箱を設置し、その収益はすべて中国新聞社へ寄付されま

した。

　記念式典に先がけて報告会が行われ、平成29年度の事

業報告、決算報告と平成30年度の事業計画、収支予算が

報告されました。

　つづいて記念式典は鋤田敬寛部会長の式辞のあと、平

成20年以降の歴代部会長へ感謝状と記念品が贈られま

した。（平成20年以前の方へは20周年式典にて贈らせてい

ただきました）

　また来賓を代表して、広島北税務署 笠原署長様、大前

会長、（一社）広島県法人会連合会青連協の山本会長様よ

りご祝辞をいただきました。

　記念式典の次にフリーアナウンサーの久保田夏菜様

（安佐北区可部出身）に「私が見たカンボジア」という演

題で講演をしていただきました。久保田様はカンボジアの

子供たちに教育や日本語を勉強できる環境づくりの援助

をされています。スライドで普段の子供たちや食生活、地

雷除去や貧困などの厳しい現実を教えていただきまし

た。元気に授業を受ける現地の子供たちの姿が、租税教

室の授業を真剣なまなざしで受けている児童の皆さんと

重なって、とても共感できる内容でした。

　いよいよ祝賀会が盛大におこなわれました。小野慎治

副部会長の開宴の挨拶、広島北税務署松浦筆頭副署長

様の乾杯のご発声に続いて、「CARP JAZZ with河村貴之

“CARP”Quartet」によるカープの応援歌をジャズにアレン

ジされたバンド演奏で会場の熱気は最高潮となり、そし

て楽しい時間はあっという間に閉宴となりました。

　これからも青年部会は租税教育活動を中心とした社会

貢献活動に軸足を置き、若さをいかして活発な活動をして

いきたいと思います。そして次の40周年に向けてバトンを

つなげていきたいと思います。

式辞 鋤田部会長 歴代部会長 感謝状贈呈

講演会 久保田夏菜様

祝辞 大前会長

祝辞 青連協山本会長様 ジャズ演奏

祝賀会開宴あいさつ

小野慎治副部会長

祝賀会乾杯 広島北税務署

松浦筆頭副署長様

祝辞 広島北税務署笠原署長様



視察研修会
●平成30年２月３日（土）
●広島県尾道市 千光寺（1,830年創建）
●参加者 23名

可部支部

事業報告会
及び視察旅行の実施
●平成30年6月15日（金）～16日（土）
●山口県（宇部興産㈱三田尻塩田記念産業公園他）

●参加者 23名

北広島町支部

　可部支部、年に一度、会員の親睦を兼ねた視察研

修会。今年は、広島県でも初めての日本遺産に登録さ

れ、中世以来の繁栄の面影を残す神社仏閣など歴史

名所に加え、サイクリング中心に新たな観光資源を形

成しつつあるしまなみ海道の起点でもある尾道市を

訪問、視察しました。

　まずは、地元現地ガイドさんと共にロープウェイで

千光寺公園へ。四国までも見える良い天気で、瀬戸内

海の島々が美しい。「中世以来、瀬戸内随一の良港とし

て繁栄し、人・もの・財が集積し、 限られた生活空間

に多くの寺社や庭園、住宅 が造られ、それらを結ぶ入

り組んだ路地・坂道とともに中世から近代の趣を今に

残す箱庭的都市が生み出された。」と説明があった。

狭い市街地のあちこちにお寺が残り、斜面に張り付く

ように立つ家々の景色が印象的だった。 松尾芭蕉の

名句が刻まれた刻石を眺めつつ「文学のこみち」を

ゆったりと下り、創建から1,200年を超える千光寺に

お参りした。

　その後、昭和18年開業、皇太子様始め、数々の著名

人が訪れる、歴史ある料亭「西山別館」の会席料理を

頂き、参加者の皆さんと楽しく会食。

　最後は、「サイクリングの聖地」として最近話題の施

設、「Ｕ2」を視察、築数十年の海沿いの倉庫をリノ

ベーション施設から海を見て、有意義な日帰り研修旅

行を終えました。

　北広島町支部では一泊二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29年度に実施した事業内容及び収支状況報告、

30年度実施事業計画について報告を行い、今年度の

北広島町支部としての方針を定めました。

　また、視察研修では宇部市の宇部興産(株)（UBEⅰ

plaza）で映像や資料館を見学した後、宇部興産の歴

史と産業の循環・成長について研修を行いました。そ

の後バスで移動し防府市へ。江戸時代ごろから日本

の塩業を支えた三田尻塩田記念産業公園で昔なが

らの塩作りの行程や歴史について説明頂きました。

　その後の情報交換会では当日の研修内容を振り返

りながら話も盛りあがり、しっかりと交流を深める事

ができました。
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『平成30年度 夏季講演会＆会員交流会』開催
●平成30年6月16日（土）　●高陽町商工会館 ２階ホール　●参加者 64名

高陽支部

　平成30年6月16日（土）午後5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30年度夏季講演会＆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昨年に続いて5回目

です。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、元鳥取県知事、総務大臣を歴任した現在

早稲田大学公共経営大学院教授で、TBS『時事放

談』、BSジャパン『日経プラス10サタデー～ニュー

スの疑問』、BS日本テレビ『深層NEWS』など多く

のテレビ番組に出演され、政治経済分野に於いて

知名度の高い片山善博氏をお招きし、『真の地方創

生とこれからの地域経済を考える』と題し講演を

頂きました。

　水口弘士 高陽支部副支部長の開会挨拶に続き、

片山氏による真の地方創生とはどうあるべきか、

また地域経済の活性化の為に何が求められるかに

ついての最新の政治情報を含む丁寧で大変解り易

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。

　講演の中で片山氏は、安倍内閣が打ち出した地

方創生は３年目を迎えているが、政府官僚がシナ

リオを描き、これに乗った自治体が進めている地

方創生はピントがずれており、地域の事は地域の

人たちが智恵を出し合い、一歩一歩地道に前に進

んで行くしか解決の手立てはないとも強調。そし

て地方創生の一番の課題は人口減少に歯止めをか

け、出来れば上向かせることだが一筋縄ではいか

ない、大変厄介な問題であるとも話されました。

　講演の中で、片山氏は次に揚げる事への取組み

が地方創生に繋がると強調。

『消滅可能性都市の危機感から地方創生に！』

『国の言う通りの地方創生ではなく、地域で考える

地方創生の必要性』

『先を見通した企業、団体、市民の取組みの必要性』

『自社ブランドで儲かる企業への転換と雇用の創出』

『創意工夫で地方創生』

　すなわち、地域の事は地域で考え、創意工夫によ

り地域で稼ぐ力をつけていく事が重要であり、行

動に移すことが必要であると。すぐには変わらな

いが、10年20年経てば必ず変わって来る。地方創

生の始まりはそこからですと締めくくりました。

　今回、講演会に参加頂いたのは64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

の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 渡辺

哲司氏による司会と広島北法人会の大前会長によ

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の佐藤誠治氏

による中締めにて、会員交流会は終了しました。
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先行して実施した小学校

●平成30年7月11日（水） 

　落合小学校　

　担当　水口　弘士

●平成30年7月20日（金） 

　原南小学校　

　担当　中村　佳文・水口　弘士

●平成30年7月23日（月） 

　大町小学校　

　担当　鋤田　敬寛

鋤田敬寛 部会長（安東小学校）

●平成30年8月30日（木） 

　安東小学校　

　担当　鋤田　敬寛

青年部会活動青年部会活動
「平成30年度  租税教室活動」「平成30年度  租税教室活動」

青年部会活動青年部会活動
「経営研修会」「経営研修会」 ●日時 平成30年4月13日（金）

●場所 ホテルメルパルク広島　●参加者 36名

　租税教室は租税教育活動の中心となる活動で、広島

北税務署管内の小学６年生を対象に、「税金とは？」

「税金の使い道は？」という内容を出張で授業を行って

おります。青年部会が行う租税教室が今年度で１０年

目を迎えることになりました。

　この１０年、少子化問題の影響がありながらも、訪問

させていただく小学校や児童数は右肩上がりに増えて

います。昨年度は過去最高の29校41クラスで1,965人の

児童の皆さんに受講して頂きました。講師役の部会員

も児童の皆さんの真剣なまなざしや授業態度に心を

奪われ、「１度体験するとぜひ次も」というようになり、

その話を聞いた部会員も「講師になりたい」という好

循環で増えております。

　毎年１２月から２月中旬が租税教室の実施のピーク

ですが、今年は７月に３校、8月に1校で先行して実施す

ることになりました。

　これからも税務研修会や講師養成研修会などで研

鑽を積み、みんなが同じクオリティで授業を進めていけ

るように、また児童の皆さんに楽しんでもらいながら

税金のことを理解してもらえるように意識を高めてい

きたいと思います。

　「経営研修会」は毎回青年部会のＯＢの方に、経営に

関する講演をしていただき、部会員の企業経営の参考に

役立ててもらいたいということから開催され、今年で３

回目を迎えることとなりました。

　今回は、長きにわたり青年部会活動に尽力いただきま

したシバタ工業株式会社代表取締役の柴田悦也様に

「開運のつかみかた」というテーマで講演をしていただき

ました。ご自身の今までご苦労をされたお話を笑顔で面

白く披露していただきながら、自分自身が常に前向きに

情報に対するアンテナを立てて、情報をキャッチしてお

くこと。また人との出会いを大切にすること。それを仕

事につなげていくことで、「開運」がつかめる（会社の業

績につながる）ということを教えていただきました。

　講演会の後の懇親会では、親会の大前会長や青年部

会のＯＢの皆様にもご参加いただき、昔話や近況を語り

合いながら、楽しく有意義な経営研修会となりました。
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　広島県立　園北高等学校書道部と同校吹奏楽部に

よる「書道パフォーマンス」を開催いたします。税に関

するテーマを、書道部員が曲に合わせて踊りながら一

つの書を仕上げるものです。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。税についてより一層理解

を深めてもらいたいと考えています。多くの方のご来

場をお待ちしております。

「税を考える週間」に
関するイベント

●場所：イオンモール広島祇園●場所：イオンモール広島　園

平成30年11月11日（日）
～17日（土）

平成30年11月17日（土）

※写真はすべて昨年のものです

「税に関する書道パフォーマンス」

　女性部会が主体で活動している「税に関する絵はが

きコンクール」が今年度で15回目を迎えます。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」を募集し優秀作品を表彰します。次代を担う子

供たちに、社会における税金の役割や必要性への理

解、税に対する意識の向上に役立ちたいと活動してお

ります。たくさんの方に子供たちの力作をご覧いただ

きたいと思います。

　表彰式は、11月11日（日）11時より同会場「イオン

ホール」にて行います。

第15回「税に関する絵はがきコンクール」

　青年部会による租税教育活動の一環として、小学生を対象

とした「こども税金クイズ」を、同日「書道パフォーマンス」の前

に行います。

　税に関する簡単な問題に答えてもらい景品をプレゼントす

る企画で、今年で５回目の開催となります。是非ご家族連れで

ご来場ください。

「こども税金クイズ」平成30年11月17日（土）

●表彰式：平成30年11月11日（日）　●入賞作品の展示：平成30年11月2日（金）～17日（土）

租税教室講師養成研修会 10月2日（火）14：00～16：00　広島北税務署

租税教室の講師をやってみたい部会員の方、もう一度復習したいという部会員の方、ふるって応募して下さい。
※事務局より部会員へ案内が届きます。


