青年部会活動
「平成30年度 租税教室活動」
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。

鋤田敬寛 部会長
（安東小学校）

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。

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

租税教室講師養成研修会

弘士

●平成30年7月23日
（月）
大町小学校
担当 鋤田 敬寛

●平成30年8月30日
（木）
安東小学校
担当

鋤田 敬寛

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。

青年部会活動
平成30年4月13日
（金）
「経営研修会」 ●日時
●場所 ホテルメルパルク広島 ●参加者 36名
「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。

Vol.95 HIROSHIMA-KITA
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青年部会活動
平成30年3月6日
（火）
「法人会広島県青年の集い」 ●日時
●場所 ANAクラウンプラザホテル

広島県内の青年部会員が一堂に会して行われる当
会も４回目の開催となりました。

●参加者 13名

第２部は「懇親会」。アトラクションのクイズ大会を
今年も当会が担当させていただきました。クイズの内

２部構成の第１部は
「租税教育活動プレゼンコンテス

容も税金のことや、平成３０年度の全国大会開催地

ト」
。
予選を勝ち抜いた8単位会のプレゼンを参加者が

の岐阜県にちなんだ問題を用意し、迫田邦彦部会員

投票で順位を決めていく企画です。
今回当会は残念な

の軽妙な司会進行と部会員のスムーズな対応で、会

がら決勝には進めませんでしたが、
来期の租税教育活

場も盛り上がりました。

動に生かすべく真剣にプレゼンを審査しました。来年
度は再び決勝に残り、
優勝を目指したいと思います。

県内の青年部会が情報交換などの交流ができる
貴重な機会を有意義に過ごすことができました。

女性部会活動
新年互礼会

●開催日：平成30年1月17日
（水）
●開催場所：正弁丹後 ●参加者：12名

新年互礼会では、平成30年度事業の実施につい
て、
収支内容等の報告を行いました。
また、
食事をしながらの部会員同士の親睦交流も
図ることができました。

９月には、企業視察研修を計画しており、女性部
会員の資質向上を図るとともに法人会の行う事業
活動に積極的に参画し法人会活動の充実と活性化
に寄与していきます。

女性部会活動
第13回 法人会女性フォーラム山梨大会

●開催日：平成30年4月12日
（木）
●開催場所：アイメッセ山梨

初めて全国大会に参加させていただけた御縁に感
謝します。
目まぐるしく大きく変わりゆく世界の中
で占める女性の立場と役割について、
国井雅比呂さ
んの
「小さな旅・人の出会いと発見」
というテーマの
講演を拝聴しました。
講演を通じて、
女性的美意識で
暮らす事が、
地域の活力になり、
自然と一体感で生活
する事で豊かさが増し、
潤いや力強いエネルギーに
なる。
誰も人生の旅人で、
人生の主役で苛酷な経験を
経る事が人生の深さや意味が増します。
だからこそ
何事も挑戦し、
受け止めながら、
積み重ね、
自分を磨
いていかねばと感じました。
現地では、
雄大な富士山
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を仰ぎ見る事が出来る幸せ、
しかし、
富士山は
「一期

た。
「ちいさな人生の旅」
に沢山の感謝と感動を覚え

一会」
で鮮明に見える日ばかりではありませんでし

た女性フォーラムの2泊3日の旅でした。
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E S SAY

ひととき
沼田支部

㈲田中商店
取締役会長

田中

真

「2018サッカーワールドカップ
ロシア大会94分の死闘」
決勝トーナメント1回戦ベルギー戦。
前半を

ム。どこかの副総理はロスタイムと言ったけ

0対0で折り返した後半3分、
日本柴崎から
「献

ど…。この時、後半最後のチャンスが訪れた。

身の男」原口への鮮やかなスルーパスが通っ

コーナーキックを蹴るのはベテラン本田。

た。
原口右足でシュート。
入った～ゴール!!左

ボールはゴール前に上がった！さあ頼むぞ大

隅へ突きささる見事な一撃で日本先制。続い

迫！と思った時ボールは名GKクルトワが直

て7分香川との絶妙の連携で乾ミドルシュー

接キャッチ。その時日本のディフェンダーの

ト。ボールは無回転で弧を描きキーパーから

選手が「金もいらなきゃ名誉もいらぬ、わた

離れるように今度は右隅に決まった。やっ

しゃも少し背が欲しい」と言ったかどうか分

た！やった！日本2点目。今大会でも屈指の

らないけど…そこからベルギー怒濤の高速カ

スーパーゴール!!私も見ていて思わず大きな

ウンターが炸裂!!わずか9秒で逆転ゴール！

拍手
（夜中の4時過ぎ）
。
これで夢のベスト8進

悔しいけどこんな鮮やかなゴール見たことな

出！TVを見て応援していた多くの人はそう

い!!これがFIFAランク3位のサッカーか…。

思ったはずだ。だが世界はそう甘くなく、24

しかし素晴らしい試合を見せてくれた日本

分と29分と立て続けに「赤い悪魔」が牙を剥

チームに
「あっぱれ」
をあげたいと思います!!

いて同点にされた。でも延長になれば流れを

♡ありがとう サムライブルー♡

変えられるはず。時間はアディショナルタイ
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会員企業
M e m b e r

安佐
支部

事業内容

c o m p a n y

PICK UP

松田住建㈱
代表取締役 松田 隆善
広島市安佐北区安佐町飯室6475-1
TEL.082-837-0053 FAX.082-837-0447
メールアドレス：j-matsuda@proof.ocn.ne.jp

総合建設業

おかげさまで45年余
り、地域を拠点として営
業させて頂いておりま
す。左官業・屋根工事か
ら始まり、今では建 築・
土 木とあらゆる業 種に
携わっております。これ
からも元気一杯地域の
皆様と共に頑張ります。

可部
支部

事業内容

㈲フジ技建
代表取締役 藤浦 弘昌
広島市安佐北区可部四丁目21-9
TEL.082-814-9396 FAX.082-814-9686
メールアドレス：sp7x6zt9@titan.ocn.ne.jp
ホームページ：http://fujiura.co.jp

エクステリアから増改築まで

安佐北区可部で創業して44年目を迎えました。
エクステリア
（庭・
駐車場・塀の工事）
、
増改築などの工事をしています。
一軒、
一軒、
デ
ザイン性、
強度、
使い易さなど考えながら、
創らせてもらってます。
少
人数ですが、
一軒、
一軒丁寧な仕事をするよう心掛けていますので
よろしくお願いします。

私達も
“笑顔”
と
“楽しい話術”
で
ご相談・ご提供させて頂きます。

安古市
支部

事業内容

安佐運送㈱
代表取締役 石田 猛士
広島市安佐北区安佐町久地2683-163
TEL.082-810-3010 FAX.082-837-1180
メールアドレス：info@asa-transport.jp
ホームページ：http://www.asa-transport.jp/

一般貨物運送業

「お引越し・運送なら、おまかせください。安全・迅速・笑顔でお
運びします。」私たち安佐運送は、多様化するお客様のニーズにお
応えすべく、引越し梱包輪送、一般区域運送、納品代行業務、倉庫
管理のすべての業務を手掛けております。
●安全
（セーフティ：SAFETY） ●迅速
（スピーディ：SPEEDY）
●笑顔（スマイル：SMILE） の３Ｓをモットーとして、人に、物に、
環境にやさしい総合物流業を目指して、社員一同全力で取り組ん
でまいります。

佐東
支部

事業内容

佐東地区まちづくり協議会
会長 海徳ひろし
広島市安佐南区緑井1丁目6-1
TEL＆FAX.082-876-4360
メールアドレス：satouchikumachidukuri@gmail.com
ホームページ：http//satou-chiku.blogspot.com/

旧佐東町（八木･川内･緑井）地区の良好な
生活環境の創造による住みよい街づくりの推進

住みよいまちづくりを目指し、
広報紙の発行、
イベントの開催、
緑
井駅前サロンやグラウンド･ゴルフ場の運営など様々な事業を実施
しております。
会員企業や区役所、
太田川河川事務所など官民幅広
く連携をとり、
まちづくりに努めております。
昨年から駅前の好立地
を活かし、建物の一部をレンタルルームとする事業も開始いたしま
した。
個人レベルから商談など営利を問わずご利用いただけますの
で、
お気軽にお問い合わせください。

広報紙
「まちづくりだより」
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緑井駅前サロン
（ライブ風景）

高陽
支部

事業内容

㈲宮田スチール工業
代表取締役 宮田 昌明
広島市安佐北区上深川町304-3
TEL.082-844-0076 FAX.082-844-1241
メールアドレス：miyata-s@earth.ocn.ne.jp

鉄工業

当社は、
昭和５２年４月広島県安佐郡高陽町小田に宮田スチール工
業として創業。
昭和59年５月現在地に移転、
平成４年７月に法人成し現
在に至っています。
現在、
役員３名、
従業員３名の体制で事業を行って
います。当社では、ガス
検査パネルやガバナボッ
クス、
テレメーターボック
ス、
その他配電盤や配線
ダクトの製 造 が 主な事
業です。これら全ての製
品をお客様からの依 頼
による特注品として製造
しており、
「お客様から寄
せられる技術、納期に対
する信頼を裏切らないこ
と」を経営理念としてお
ります。

北広島町
支部

事業内容

園
支部

事業内容

伊藤印刷㈱
代表取締役 脇田 政二
広島市安佐南区長束5-8-5
TEL.082-239-2325 FAX.082-239-2327
メールアドレス：info@ito-print.jp
ホームページ：http//www.ito-print.jp

印刷・店舗集客スマホアプリ

昭和41年に創業し、以来52年間
安佐南区を中心に地域の皆様に支え
られて堅実な経営を続けています。
チラシや伝票、包装資材などの紙
製品を中心に印刷やデザインを提供
しています。他にも昨年よりサービス
を始めた、飲食店や小売店向けの販
売促進を目的としたスマートフォン用
のオリジナルアプリもご好評を頂い
ています。これからもお客様の要望
に柔軟に対応できる企業であるよう
努めてまいります。
高い開封率で、伝えたい情報を今す
ぐに伝えることができます。簡単な操作
でこまめなコミュニケーションが可能と
なり来店促進･売り上げアップを図る企
業が増えています。

㈱ホッコー
代表取締役 郷田 勝弘
山県郡北広島町宮迫428番地1
TEL.0826-82-2154 FAX.0826-82-3770
メールアドレス：kgoda@orange.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.hokkoh-farm.jp

醸造用葡萄栽培 北広島町産ワイン製造販売

平成１７年から北広島町のブランドワインを作ることを目標にやってきました。
昨年まで自社栽培の葡萄を山口ワイナリーに委託醸造し販売しておりましたが、
本年4月、
果実酒製造免許を頂き、
また自社の醸造所も建設することができました。
弊社赤ワイン
“山紫野”
が北広島町の香りを皆様に届けます。

安芸太田
支部

㈱広島銀行加計支店

沼田
支部

支店長 渡部聡一郎
山県郡安芸太田町大字加計3756-1
TEL.0826-22-0515 FAX.0826-22-0670
ホームページ：http://www.hirogin.co.jp/
事業内容

銀行業

広島 銀 行は本 年11
月29日に創業140周年
を迎えます。加計支店
は、明治33 年（190 0
年）2月に旧加 計 銀 行
本店として開業以来、
約
120年間、地域の皆様
に支えられて営業を続
けてまいりました。
現在
は、資 産 運 用・資 金 調
達のほかにも、事業支
援・事業承継、保険、相
続等、
様々なご相談を承っておりますので、
ぜひお気軽にお立ち寄りくだ
さい。
今後も、
地域のお客様と共に成長を続ける
『総合金融サービスグ
ループ』
を目指して、
職員一同頑張ってまいります。

㈲新友
代表取締役 新田 哲也
広島市安佐南区伴中央3丁目2031-1
TEL082-849-5377 FAX.082-849-5388
ホームページ：http://www.shinyu-e.jp

事業内容

総合建設業

建物に関する全てのご要望に、プロ意識を持って的確にお答え出
来る会社になれる様、日々努力を重ねて参りました。早いものでこの
地域で起業して今年20期を迎えることが出来ました。
地域の皆様方から気軽に声を掛けて頂き、
信頼できる頼り甲斐の
ある会社となれます
様、今後成長して行
きたいと思って居り
ます。
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西部県税事務所からのお知らせ
地方税も
ネットで

簡単!

電子申告
エルタックスは，
地方税に関する手続をインターネットを利用して電子的に行なうシステムです。
オフィスからネットで簡単に申告できます。
（複数の地方公共団体への申告が，
まとめて一度にでき
て便利です！）
広島県では，
法人県民税・法人事業税・地方法人特別税について申告，
電子申請・届出
ができますので，
是非ご利用ください！！

ご利用の流れ
ポータルセンタ

①eLTAXホームページ
から利用届出
②利用者ID・
仮暗証番号送信

納税者等利用者
（税理士等）

［平成30年4月現在］

④申告データを送信
（電子申告）

広島県

⑤配信

（県税事務所本所）

⑦審査結果返信

⑥届出内容審査

⑧配信
（電子申告）

⑨申告内容審査
⑩申告受理

③利用者ソフトをダウンロード（市販のeLTAX対応会計ソフトも可）

eLTAXでできる手続き
税

目

法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地方法人特別税

手
申

告

●中間申告
●確定申告
●修正申告 など

続
申 請・届 出

●法人設立・設置届又は異動届
●更正の請求書
●申告書の提出期限の延長に係る届出書及び申請書

詳しい内容や手続等については、
eLTAXホームページ
（http://www.eltax.jp/）
をご覧ください。

法人番号（マイナンバー）の記載について≪お願い≫
平成28年1月1日から「法人番号（マイナンバー）」の利用が開始され，これまで広島県が法人番号としていた10ケ
タの番号は「管理番号」に名称が変わりました。
これに伴い，法人県民税・法人事業税・地方法人特別税に関する法人番号等の記載は，次のとおりとなりますの
で，ご協力をお願いします。
●各種申告書には，原則として「法人番号（マイナンバー）」と「管理番号」の両方を記載してください。
●申請書・届出書には，
「法人番号（マイナンバー）」を記載してください。
●納付書には，これまでどおり広島県の管理する「管理番号」を記載してください。
適用時期：【各 種 申 告 書】平成28年1月1日以後に開始する事業年度から
【申請書・届出書】平成28年1月1日以後に提出するものから

広島県西部県税事務所法人課税課
（TEL：082－513－5353
（ダイヤルイン）
）
広島県ホームページ（県税のページ）
（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/）
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広島北税務署からのお知らせ
平成30年7月豪雨に関するお知らせ
この度の平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心か
らお見舞い申し上げます。
●広島国税局HPは
今回の豪雨により被害を受けた場合には、申告などの期限延長や
こちらからアクセス ⇒
納税の猶予、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付等、税制 ●広島北税務署
上の措置（手続）がありますので、広島国税局ＨＰをご覧いただくか、 （代表）082-814-2111
（音声案内にしたがって
「2」
を押してください。
）
税務署までお問合せください。

平成30年分 年末調整説明会開催日程
開催日
11月9日（金）

開催時間

開催場所

午前10時00分～11時50分
午後 1時30分～ ３時20分
午前10時00分～11時50分

11月13日
（火）

午後 1時30分～ ３時20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
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

11月14日
（水）

午後 1時30分～ ３時20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15日
（木）

午後 1時30分～ ３時20分

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

※年末調整説明会終了後、消費税軽減税率説明会を30分程度行います。

《広島北税務署人事異動のお知らせ》
役

職

署 長

筆頭副署長

副署長

総務課長

氏

名

役

かさはら

ひろたか

笠原

弘孝

まつうら

あきひさ

松浦

昭久

にしだ

ひさし

西田

尚史

いさ

きよたか

伊佐

清敬

職

法人課税
第一部門
統括官

法人課税
審理専門官

法人課税
第一部門
連絡調整官

総務
課長補佐

氏

名
おおもと

けいし

大本

啓司

さくの

こうぞう

作野

浩三

おかだ

みえ

岡田

美恵

ひの

あきよし

日野

明義
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軽減税率制度への対応には
準備が必要です!
平成31年
（2019年）
10月１日から、
消費税及び地方消費税の税率
が８％から10％に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制
度が実施されます。
軽減税率制度の実施に伴い、
消費税等の税率は、
軽
減税率
（８％）
と標準税率
（10％）
の複数税率となります。
軽減税率
（８％）
の対象品目は、

● 酒類・外食を除く飲食料品
● 週２回以上発行される新聞
（定期購読契約に基づくもの）
軽減税率制度は、
全ての事業者の方に関係があります。
以下のフローチャートを参考に準備
が必要な事項をご確認ください。
特に、
飲食料品を取り扱う
（販売する）
事業者の方は、
税率ごとの商品管理やレジ・受発注シス
テムの整備などの事前準備に相応の時間が必要な場合があります。
早めの準備をご検討ください。

POINT

売上げ・仕入れを税率ごとに区分して経理し、
売上税額・
仕入税額を計算します。

1

● 小売業・飲食業

飲食料品の取扱い
・・
（販売）
がある

• 区分経理のためにレジの入替えの検討が必要です。
シ
• システムを使用して仕入れの発注をしている場合、
ステム改修の検討が必要です。

● 卸売業・製造業

2

• 取引先に交付する請求書等の様式の検討が必要です。
システム
• システムを使用した受発注をしている場合、
改修の検討が必要です。
※右の ❶ ❷ ❸ を全てご確認ください。

飲食料品の取扱い
・・
（販売）
がない

3

仕入れや経費に軽減税率（8％）対象品目があれば、区分
して経理し、仕入税額の計算が必要です。
※右の ❷ ❸ をご確認ください。

❶ レジの入替えやシステムの改修について
軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方が、レジの導入や受発注システ
ムの改修等を行う際に、
その経費の一部を補助する
「軽減税率対策補助金」
の制度があります。

A

軽減税率対策補助金の２つの申請類型

A型

複数税率に対応できるレジを新しく導入
したり、対応できるように既存のレジを改
修したりする場合

軽減税率対策補助金に
関するお問合せ先

17
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B型

電子的な受発注システムを利用する事業者
のうち、複数税率に対応するために必要と
なる機能について、改修・入替えを行う場合

軽減税率対策補助金の詳細は、
「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
【専用ダイヤル】0570-081-222
【URL】http://kzt-hojo.jp
【受付時間】9：00～17：00
（土日祝除く）

B

❷ 請求書等の記載事項について
平成31年
（2019年）
10月からは、
現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等
（区分記載請求書等）
を
売上先に交付していただくこととなります。
課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、
区分経理に対応し
た帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります
（区分記載請求書等保存方式）
。
また、
免税事業者の方は、
課税事業者と取引を行う場合、
区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

❸ 帳簿の区分経理・記載事項について
平成31年
（2019年）
10月からは、
現行の記載事項に加え、
毎日の売上げ・仕入れ
（経費）
を税率ごとに区分して帳簿に記載
しなければなりません。
【請求書等保存方式】
（現行制度）

帳簿の
記載事項

1
2
3
4

【区分記載請求書等保存方式】
（平成31年
（2019年）
10月～）

課税仕入れの相手方の氏名又は名称
取引年月日
取引の内容
取引の対価の額
（税込み）

左記 1 〜 4 の記載事項に加え
・軽減税率の対象品目である旨

【記載に関する留意点】 ①「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象となる取引であることが客観的に明らかである
といえる程度のものとする必要があります。
②一定期間分の取引をまとめて記載した請求書等が交付された場合は、
その期間分の取引をまとめて帳簿に
記載することとしても構いません。

❹ 適用税率の判定に当たりご留意いただきたいポイント！
軽減税率かどうかの
判定はいつ？

軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、
商品の販売を行ったとき
（取引時点）
に判定します。
メーカーが
「飲食料品」
として商品を販売したか
により、
税率を判定

メーカー

業種ごとのポイント

卸売業者が
「飲食料品」
として商品を販売したか
により、
税率を判定

卸売業者

小売店

適用税率の判定を行う際は、
以下の点にご留意ください。

食品製造業

・飲食料品を製造するための外注加工費は、
標準税率が適用されます。
・製造工場等での直売であっても、
飲食設備等で飲食させる場合、
「外食」
に該当し、
標準税率が適用されます。

食品卸売業

・通常必要な容器
（缶・トレイ等）
に入った食品の販売には、
全体に軽減税率が適用されます。

小 売 業

・イートインスペースを設置している小売店等は、
持ち帰り販売は軽減税率、
店内飲食であれば、
標準税率が適用されます。

飲 食 業

・飲食店での食事の提供やケータリング等は、
標準税率が適用され、
持ち帰り販売、
出前等は軽減税率が適用されます。

軽
開

催

減
日

税

率
開

制
催

時

度

説

間

午前12時00分～12時30分
11月9日（金）

11月13日（火）

午後3時30分 ～ 4時00分
午前12時00分～12時30分
午後3時30分 ～ 4時00分

明

会

開
開

催
催

場

日

程

所

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
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

11月14日（水）

午後3時30分 ～ 4時00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15日（木）

午後3時30分 ～ 4時00分

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
Vol.95 HIROSHIMA-KITA
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