あなた も
教壇 に立って
みませんか？

緊急
告知
青年部会
会員募集の
お知らせ

わたしたち広島北法人会青年部会は
「租税教室」の講師をして頂ける新入会員を募集しています！

「租税教室」
とは、全国の法人会青年部会の社会貢献活動の大きな柱となっております。
当会でも小学6年生を対象に広島北税務署管内の小学校に出向いて、
「税金とは何か」
「税金がどのように社会に
役立っているか」
をアニメＤＶＤや1億円のレプリカなどを使って、楽しく授業をしています。
平成21年度に開始以降、実施校も年々増加し、受講者数も過去最高となりました。昨年度からは、中学校でも
授業をすることになり、本年度もすでに多くの学校から
「租税教室」の依頼がきております。
その反面、講師の数が足りません！そこで、
「租税教室」の講師をして頂ける新入会員を募集いたします。
授業を担当した部会員からは「母校で授業ができてうれしい！「
」恩師に恩返しができた！「
」娘や息子のクラスで
授業ができて感激！」
という声や、
「子どもたちの真剣な表情を見ると、
やりがいを感じる！」
という声を聞きました。
初めての方も、講師養成研修会で講習を受ければ、即講師として活躍して頂けます。
ぜひ青年部会員となって、わたしたちと一緒に活動しましょう！ ●定年／50歳となる年度 ●会費／3,000円

租税教室以外にもいろんな事業活動をしています。ぜひ異業種交流に役立ててください。
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◆親睦会
◆スポーツ交流
◆広島県青年部会協議会
◆全国青年のつどい

● 広島北法人会事務局へお電話ください。

地域 への社会貢献

入会の
申込方法

交流親善

税 と経営 の研修

◆企業視察
◆講習会
◆税務研修会
◆経営研修会
◆租税教室講師養成研修会

◆地域ボランティア
◆チャリティーバザー
◆絵画コンクール

TEL
（０８２）
８１５−４３１９

● 広島北法人会ホームページの青年部会の画面から申込用紙をプリントアウトして
広島北法人会事務局へＦＡＸしてください。
FAX
（０８２）
８１５−２９３７

青年部会ホームページ

青年部会活動
「法人会広島県青年の集い」
●日時 平成31年3月5日
（火） ●場所 ANAクラウンプラザホテル広島 ●参加者 14名

「法人会広島県青年の集い」
が今年も盛大に行われま
した。
2部構成の第1部は
「租税教育活動プレゼンコンテスト」
。
県内の選ばれた8単位会の青年部会員が日ごろの成果
を発表します。
それぞれが発表方法にも工夫を凝らして
おり、
とても見ごたえがありました。
第2部の「懇親会」では、日ごろ交流の少ない他の部
会員の皆様との情報交換として、有意義な時間が過ご
せました。
また今年も広島北法人会が、三原法人会と懇親会の
アトラクションのクイズ大会の担当となりました。今年
は利き酒コンテストを企画しました。
迫田邦彦部会員の
司会でスムーズに進行ができ、
部会員もお酒の配置など
ミスロスなく終えることができました。
来年度も県内の単位会との数少ない交流の場として
続いてほしいと感じました。

青年部会活動
「経営研修会・事業報告会」
●日時 平成31年4月12日
（金） ●場所 リーガロイヤルホテル広島 ●参加者 30名

今年度で4回目となります「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いてお
ります。今年度は「事業報告会」との併催となりました。
まず「事業報告会」で平成30年度の事業報告と、平成
31年度の青年部会の役員改選案が提案されました。
「経営研修会」の講師は、長年青年部会活動に尽力し
ていただき、今年度で青年部会を卒業されました、株式
会社ジール代表取締役社長の 茂樹様に「私の履歴」
という演題で講演していただきました。バブル崩壊や突
然の社長就任の選択など、私たちの参考になるような
事例を実体験でお話ししていただきました。
講演会の後の懇親会では、ＯＢの部会員の皆様にも
参加いただき、ゲームやアトラクションで楽しく盛り上が
りました。

Vol.97 HIROSHIMA-KITA
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青年部会活動
4法人会親睦交流会
●日時 平成31年2月8日
（金） ●場所 ラウンドワン広島 ●参加者 21名

広島北、庄原、三次、高田白木の4法人会の青
年部会が交流を深める「4法人会親睦交流会」が
行われました。このイベントは青年部会活動の中
でも長く続いている活動です。今回は広島北法人
会が幹事となり、ボウリング大会を企画いたしま
した。
懇親会の表彰式では、それぞれの法人会が地
元の名産品を各賞の景品として提供していただき
ました。そして、ボウリングのスコアや近況などを
話し合いながら楽しいイベントとなりました。

女性部会活動
新春講演会 ● 健康指導
●開催日：平成31年2月8日
（金） ●開催場所：グランドプリンスホテル広島 ●参加者：15名

講師の歌津理志氏（スポーツフィジカルトレー
ナー）を迎え〈美容とストレッチ〉というテーマで
健康指導を受けました。
筋肉の伸び縮みが美容の秘訣ということで、
正しいストレッチの実践も行い、継続して続ける
ことが大事と思いました。
皆10歳は若がえった気分で、
その後の懇親会も
大いに盛り上がり、明日へつながる有意義な一日
となりました。
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E S SAY

ひととき
可部支部

西本金物株式会社
代表取締役

西本 範男

「カープフライパン」
ちょうど私が産まれた昭和26年。
広島カープ
は球団経営の危機にさらされていた。
当時の石本秀一監督は観音の県営球場の前に
ふたつの樽を置き市民の募金と市民の勇気と夢
によって球団の危機を救った。
その当時、
安佐支
部後援会の幟を持って募金と応援のためバスで
県営球場に通い詰めていたのが先代の社長で私
の父親でした。
戦後の復興の中、
市民の心のより
どころと勇気を与えてくれた広島カープ。
こんな
家庭環境と、
ず～っと広島の街に漂っているカー
プという空気感、必然的に私も大の広島カープ
ファンになりました。
そこでいつかは広島カープとコラボしてオリ
ジナル商品をつくり販売したいと考えていまし
た。
平成29年10月カープの2連覇が決まった頃、
何度となく会議をした結果、
南部鉄器のミニフラ
イパンでホットケーキやパンケーキを焼くと
カープ坊やの焦げ目が着くという商品を作るこ
とに決定しました。
それからは幾度となく南部鉄
器メーカーと打ち合わせしながら球団に提出す
る企画書と形状がわかる原稿を作り様々な要望
に応えながら修正をしていきました。
すべての書
類関係も整い平成30年5月30日午後マツダスタ
ジアムの中にある球団事務所に行くとちょうど
マツダスタジアム10周年の時で事務所はアポ待

ちのビジネスマンで長蛇の列。
かなり待ってよう
やく担当の方と面談をしましたが、
サンプル商品
を制作しそれからの承認ということになりまし
た。
その後サンプル商品も出来上がり、
再度球団に
伺いサンプル商品を提出し承認の連絡を待って
いましたが、
なんと最後の要望がサンプル商品で
ホットケーキを焼いた画像を送ることでした。
会
社の女性が焼き、
最後になって承認できないこと
になっては大変なので、
会社のお客様で広島テレ
ビの
「テレビ派」
料理コーナーを担当されている平
川先生に依頼し、
とても立派なホットケーキが完
成し写真を撮ることもできました。
いよいよ平成30年9月1日3連覇に向けて勝ち
進んでいる中
「カープフライパン」
の認可をいただ
くことが出来ました。
その2日後先行予約という
ことでネットとSNSで発信したところ、
全国から
予約が殺到し今更ながらカープ人気のパワーに
は驚きました。
フライパンにカープ坊やがプリン
トされているだけでなくケーキを焼きながら一
喜一憂し家族のコミュニケーションが生れるこ
とで和やかで明るい家庭ができれば、
このフライ
パンを販売した意義もあるのではないかと思い
ます。
現在第２弾のカープフライパンも入荷し法
人会の皆様のお買上げをお待ち申し上げます。
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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

㈱ジール安佐支店
代表取締役
茂樹
広島市安佐北区安佐町鈴張1882-1
TEL.082-835-2033 FAX.082-835-2259
メールアドレス：re-asa@zeal-ie.com
ホームページ：http://www.zeal-ie.com

リフォーム・新築・建替・給排水設備工事

～
「ジール」
は英語で情熱～
おかげ様で、当社は北広島町にて木 材店として創業して以来
2020年で50周年を迎えます。
木の特性を知り尽くした私達だからこそ末永く安心して暮らせる
住まいを提供できるという強みを活かして、
スタッフ一人一人がお客
様に寄り添い、
情熱を持って家づくりに取り組んでおります。
新築、
リフォームなど、
住まいに関することなら私達におまかせ下
さい。

安芸太田
支部

事業内容

㈱河本組
代表取締役 河本 和雄
広島県山県郡安芸太田町大字遊谷665-1
TEL.0826-28-2317 FAX.0826-28-2708
メールアドレス：koumoto@koumotogumi.co.jp
ホームページ：http://www.koumotogumi.co.jp

総合建設業・モノレール施工リース・木製品製造販売

■土木・建築工事一式
〇一級建築士事務所・
・
・LVL・CLT加工施工
■木製品の設計・製造・施工・販売
《SGEC認定事業体》
公園施設・デッキ・案内サイン・木製工事看板・CLT-BLOCK
■コンクリートメンテナンス
■モノレールリース・施工
■環境事業部
〇リサイクル施設
→一般廃棄物処分業<<木くず・草の破砕中間処理>>
→産業廃棄物処分業<<木くず・がれき類の破砕中間処理>>
→土砂の適正処理処分<<残土処分>>
■LASER加工
－SUS・木質・プラスチック・樹脂アクリルのカット－
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可部
支部

事業内容

進和建工㈱
代表 上西 康博
広島市安佐北区亀山4-1-10
TEL.082-814-3449 FAX.082-814-7615
メールアドレス：kaminishi-s@idh-hiroshima.jp
ホームページ：https://simplenote-hiroshima.com/

新築、リフォーム

昭和46年創業以来皆様のご愛顧により、令和3年に50年を迎
えます。
創業主である先代の社長が築いた伝統的日本建築に加え、
ヨー
ロッパのライフスタイルを感じられる、
輸入住宅の
「インターデコハウ
ス」
と、
Less is moreの考えから生まれたデザイナーズ住宅
「シンプ
ルノート」
と、
新しい価値の創造を模索し続けてきました。
新しい時代に入った今後も新しい価値そしていつの時代も色褪
せることのない普遍的な家を、
皆様にご提案させて頂きます。

園
支部

㈱プレミア・リング
代表取締役 永井 智之
広島市安佐南区長束1-34-15
TEL.082-577-3027 FAX.082-577-3027
メールアドレス：p-ring@room.ocn.ne.jp
ホームページ：http://p-ring.net

事業内容

生命保険及び
損害保険代理店
常日頃さまざまなお客さまとの出逢い、
信頼を大切に、
安心のある品
質、
輪を広げ繋がっていけること。
プレミア・リングはその意味を込めた
会社として、時代の変化や情報を常に学び、成長し続けながらアット
ホームな会社でもありたいと思っております。
専門知識を活かし、お客様の人生プランに携わる身近で良きアドバ
イザーとして地域社会に愛される企業を目指して参ります。
保険のこと
なら、
どうぞお気軽に弊社へご相談ください。

わたしたち地元企業にお任せください!!
高陽
支部

㈱ASOVIVA

桑本建材㈱

北広島町
支部

代表取締役 渡辺 哲司
広島市安佐北区落合南2-10-7
TEL.080-3839-4443 FAX.082-824-8789
メールアドレス：tw@asoviva.co.jp
事業内容

デザイン業

当社はデザイン業をメインとし、広告代理
業全般を行っています。
具体的には名刺、
パンフレット、
ロゴ等のデ
ザイン、写真撮影、動画撮影、ドローン撮影、
イベント製作を行っています。
6年前までは大阪を拠点とし、大手広告代
理店や百貨店の仕事を数多く携わっていまし
た。
広島に拠点を移してからはクライアント様
と共に想いをカタチにし、また遊び心のある
提案を心がけています。

代表取締役 前原 誠
広島県山県郡北広島町有田968
TEL.0826-72-2251 FAX.0826-72-4778
メールアドレス：k.shimoe@kuwamotokk.jp
事業内容

生コンクリート製造・販売
土木建築資材販売、
土木建築工事業
当社は大正13年に創立し、
コン
クリート工場として地域密着型の
事業展開をしております。
約100年の経験と実績を活かし、
生コンクリートの製造・販売をはじめ、
総合土木建築資材販売、
プレキャストコンクリート製品販売、
総合建設
業、
各種タイヤ修理・交換・販売をおこない、
お客様のニーズに応えられる
体制を構築しております。

安古市
支部

代表取締役 兼清 高志
広島市安佐北区落合5-18-3
TEL.082-516-7701 FAX.082-516-7791
メールアドレス：info@nitro-h.com ホームページ：http://www.nitro-h.com

事業内容

管工事

㈱ニトロ

当社は、空調設備工事をはじめ各種配管工事を行っております。民間の商業施設
や、
病院､官公庁の施設も施工しております。
各種配管工事に付随する他業種の工事も
併せて行っております。
工事だけでなく修理やメンテナンス等も行っております。
「安心と安全を繋ぐ」を
モットーにお客様に快適な空間を提供出来る様、日々の業務に取り組んでおります。

沼田
支部

翔インテリア㈱

佐東
支部

代表取締役 下和田 翔太
広島市安佐南区山本2-11-14
TEL.090-4144-6444 FAX.082-521-3963
メールアドレス：sho.interior@gmail.com
ホームページ：https://www.sho-interior.com
事業内容

内装事業

私たちは、広島県全般で内装工事をしている会社です!!
主に、表装（壁紙・クッションフロア・ダイノックシート）の、なに
かを貼る工事を得意にしてます！
今、表装職人が少ないので、若い職人を育てて新しい表装職人
軍団を作っています！
僕自身、壁紙を貼るのが好きで、趣味でやってます！（笑）
将来は、壁紙の材料を自分で作って、デザインして、メーカー
になろうともしてます！
みんな明るく、楽しんで、仕事をしていて、いい会社だと思い
ますよ!!（笑）

㈱イチエHOUSE
代表取締役 大河原 陽一
広島市安佐南区八木9-20-15 第2大田ビル102号室
TEL.082-846-6860 FAX.082-846-6880
メールアドレス：ichie@arion.ocn.ne.jp
ホームページ：http://ichiehouse.com/

事業内容

建設業、不動産業

一生に一度の出会いに、
一期一会の家づくり。
家を買うだけで、
人生は素晴らしいものになるでしょうか。
新築の家に住めば、
豊かな暮らしが約束されるでしょうか。
家を建てることは、
はじまりにすぎません。
豊かさや幸せは、少しずつ育み、家族や、友人や地域の人と積み
重ねていくものだと思うから。
一期一会
わたしたちは、
この街にある、
お客さまの家と一生つきあっていく
建築会社です。
人との絆を大切にし、
人を大事にする企業。
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