
「税に関する書道作品」の掲示
　今年度は毎年開催していた「税に関する書
道パフォーマンス」は、コロナ禍での３密回避
が困難と判断し、中止となりました。
　そのため、広島県立祇園北高等学校書道部
の皆様にお願いして、「税に関する書道作品」
を揮毫してもらいました。
　「税に関する書道作品」（縦1.8ｍ×横2ｍ）
は、11月10日から12月28日まで広島北税務
署玄関に掲示してもらいました。

金賞

納税表彰令和２年度

今年度は、新型コロナウイルス感染症
感染防止のため受彰者全員が集合して
の「納税表彰式典」が中止となりました。
「納税表彰式典」に代わり当会で受彰

された方に対しまして、広島北税務署長
室において、「表彰式」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。

下記の方々が表彰されました。

法人会では毎年公平で健全な税制の実現を目指して、

会員企業の意見や要望を反映しながら、税のオピニオン

リーダーとして税のあるべき姿や将来像を見据えて建設

的な提言を行っています。

広島北税務署管内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「令和３年度税制

改正に関する提言書」を手渡しました。

税制提言活動

【地元選出国会議員】
　●参議院議員
　　森本真治 氏

【町長】 
　●安芸太田町長
　　橋本博明 氏
　●北広島町長
　　箕野博司 氏

【町議会議長】
　●安芸太田町議会議長　冨永　豊 氏　●北広島町議会議長　浜田芳晴 氏

令和２年11月13日（金）

税務署長表彰 税務署長感謝状

●安佐運送（株）

　石田　猛士　副会長

●山縣建設（株）

　佐々木　弘　副会長

●（株）ユーエムエス

　小野　慎治　青年部会 部会長

●（有）ホームサービス植木

　植木　眞由美　女性部会 副部会長

（広島北法人会関係分）

広島北税務署玄関掲示

　また、2月16日から始まる確定申告会場の基
町クレドにおいて、「税に関する書道作品」（縦4ｍ
×横6ｍ）も掲示します。
　この「税に関する書道作品」掲示により、広く
納税者の方に税の大切さ・納税意識の高揚を周
知することができると考えております。

税 を 考 え る 週 間税 を 考 え る 週 間
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展　示　場　所

入賞作品の展示

　女性部会が中心となり広島北税務署管内の小学六年生を対象
に、毎年「税に関する絵はがきコンクール」を募集しています。
　次代を担う子供達に税の大切さや税の役割を知って貰う為に
実施しています。
　本年度は50校から2,961枚の作品が寄せられ9月16日に審査
会を開催しました。広島北税務署長賞はじめ130作品が選ばれ、
10月30日からイオンモール広島祇園にて展示し、コロナ禍の中
ではありますが、多くの人に児童の力作を見て頂きました。

広島北法人会長賞 梅林小学校 佐久川 友杏
さくがわ ゆあん

女性部会長賞
きのした

加計小学校 木下 愛季
あき

金賞 中筋小学校 鵜野 凌
うの りょう金賞

大塚小学校 宮田 侑歩
みやた ゆほ

金賞 落合東小学校 石本 花歩
いしもと かほ

金賞 口田東小学校 平岡 樺音
ひらおか かのん
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金賞 飯室小学校 加納 遥香
かのう はるか

広島北税務署長賞 安小学校 藤縄 あのん
　ふじなわ

イオンモール広島　園

令和2年10月30日(金)～11月15日(日)
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会員親睦ゴルフ大会第29回第31回

●参加者 65名

令和2年10月27日（火）

広島安佐ゴルフクラブ

第31回目となる今年の会員親睦ゴルフ大会は、新型コ

ロナウイルス感染症感染防止のため、競技後のミーティン

グ並びに表彰式を行わずに開催しました。

午前7時45分にスタート。当日は、天候にも恵まれ、緑の

中で思いっきりプレーし気持ちのいい汗をかき親睦と異

業種の交流ができました。

広島北税務署長講演会

10月20日（火）ホテルメルパルク広島において、広島北税務

署長 古野恵二様に「我国の近代戦争と税」と題して、ご講演を

頂きました。

幕末から明治・大正・昭和・平成とそれぞれの時代の出来事と

税制度の創設等を伺いました。高校生時代の歴史の授業で習っ

たことがでてきて、また税制度の関わり等再度認識を新たにし勉

強になりました。

広島国税局長講演会
■開催日時：令和2年11月17日（火）

■開催場所：リーガロイヤルホテル広島

■演台：「我国の近代戦争と税」

■講師：広島北税務署長　古野　恵二氏

●主催　広島南(主管)・広島東・広島西・広島西南・広島安芸・

　　　  広島北法人会

●後援　一般社団法人広島県法人会連合会

ACTIVITY

REPORT 活動報告

●演　題　演題　「国税、財政の現状」　　●講　師　広島国税局長　清水　雄策氏

●参加者　142名（うち広島北法人会・12名）

内容

新田　哲也 (有)新友　　　（沼田支部）

檀上　敏郎 ダン環境設備(株)　（高陽支部）

上樂　智才 (株)上楽　　　（佐東支部）

【優　勝】

【準優勝】

【３　位】

個人
の部

沼田支部

高陽支部

安芸太田支部

【１　位】

【２　位】

【３　位】

団体
の部

『コロナ禍での再会』
新生活様式、ライフスタイルが変化し、戸惑

い・混沌とするコロナ禍で、実に頼もしく、逞し

く、そして大変ユニークな方と先日再会しまし

た。その時の感心や感動を共有したく、寄稿さ

せていただきます。

その方は、マーケティングやイベント、広告

業をされている会社の社長さんで、株式会社ス

ポットの橋本さんといいます。最初の出会い

は、商工会の青年部活動に参加した時で、既に

出会って25年が経ったでしょうか。言い換えれ

ば商工会青年部の先輩でもあります。その頃か

ら面白い人で、突飛な発想をされる方と言った

印象で、青年部活動ではいつも斬新で意表を突

く様な提案をされ、常に驚かされていました。

その方がもう60歳も過ぎたということで、自

分が死んだ時にお寺の住職に葬式を出して欲

しいとお願いをされたそうです。その時には自

分が、家族や地域の人に伝えたい言葉があると

言い、仏壇に保管する「人生ノート」なるものを

作っておられました。自分の人生を振り返り、

家族に伝えたい言葉や、地域との関わりを書く

ものだそうです。

また葬儀に呼んでもらいたい人や友人に伝

える言葉、ご先祖さんのことなども記載する項

目がありました。最近はやりのエンディング

ノート的な要素もありますが、ユニークなのは

単なる個人使用目的のエンディングノートで

終わらない点です。今の時代、旅立ちに際して

も、家族葬が増えて斎場主導で行われる感があ

り、檀家とお寺との距離はコロナの影響もあり

更に遠のいている感があります。この「人生

ノート」はお寺に販売するための商品として開

発されたものでした。御聴聞や月忌参りなどの

際に、檀家の方との繋がりを強めるツールとし

ての活用を想定されて作成されています。

その他にも、結婚式を執り行いたい二人に、2

週間前から招待者に対して案内状と共に祝宴

参加者自身の体温を測り、記録するエチケット

カードを制作し実用新案を取得されて、全国の

結婚式場や祝宴を企画する二人にネットで販

売をされています。

飲食、旅行業などと並んで、イベントや企画

広告業も、コロナ直撃業種と思われますが、何

か不便を見つけては、解決策を見出してピンチ

をチャンスに変えるユニークな経営者の姿に

感心し、勇気づけられコロナ禍でほっと一息し

た再会でした。

みなさん利用を希望されるときは、ユニー

クな先輩をご紹介しますので、おしらせくだ

さい。

正木　文治取締役社長

有限会社  正木設備

佐東支部

A YSS
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