
女性部会年次報告会女性部会年次報告会

日　　時　：　令和元年６月１８日（火）  

場　　所　：　益田商工会議所　大会議室  

参加人数　：　３４名  

日　　時　：　令和元年６月１４日（金）  

場　　所　：　益田市西平原町　荒磯館  

参加人数　：　２２名  

　第１回目は演題「税務署長の四方山話」～国税の職場体験を踏まえて～と「税務調査について」と題し

まして、益田税務署　署長　辻  和男様、法人課税部門　統括官　下谷満則様を講師にお迎えしご講演頂

きました。前半は国税庁の組織やネット公売・ウルトラマン・シンドロームについて、後半は税務調査の

着眼点とよくあるミスについて実体験をもとにしたお話しを聞くことができました。 

　平成３０年度事業報告・令和元年度事業計画の報告後、益田保健所　衛生指導課　技師　来待由佳子様

より、「食中毒予防と食品衛生について」と題してご講演頂きました。最近の身近な問題としての食中

毒、食の安全に対する知識を学ぶとてもよい機会でした。 

　また、新部会長に選任されました川上幸美さんから、いろいろな活動を通して認知度向上と活気のある

女性部会にしていきましょうと挨拶がありました。

令和元年度　第１回法人学校令和元年度　第１回法人学校
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青年部会年次報告会青年部会年次報告会

日　　時　：　令和元年７月２５日（木）  

場　　所　：　益田商工会議所　大会議室  

参加人数　：　３３名  

日　　時　：　令和元年６月２４日（月）  

場　　所　：　益田市多田町　白龍館  

参加人数　：　２４名  

　第２回目は演題「働き方改革あれこれ」についてと題しまして、益田労働基準監督署　署長　今西昭男

様、労働基準監督官　山口 洋様を講師にお迎えしご講演を頂きました。前半は労働時間制度の概要で原

則と休憩・休日の与え方や変形労働時間制の説明・フレックスタイム制度と最近最も問い合せの多い「年

次有給休暇」５日の時季指定について詳しく説明を頂き理解を深めることができました。また、後半の労

働災害が発生する仕組みは物と人の両方の要素で複合型が多いこと、ヒューマンエラーはなくせないとい

うことを肝に銘じて、事故を防ぐための積極的なエラー防止対策が必要ということを学びました。

　平成３０年度事業報告・令和元年度事業計画の報告後、定年功労表彰者の表彰式を行いました。令和２

年度は青年の集い「島根大会」が開催されますので、新部会長の和田　誠さんから会員増強と福利厚生制

度の推進に協力要請がありました。        

　また、ご来賓の益田税務署　法人課税部門　統括官　下谷満則様からご祝辞を頂き、懇親会も良い交流

の場となりました。        

　　◎定年功労表彰者        

 　㈱全国観光公社　　西村　延剛　様　　　　　　　㈱ワークス　　寺戸　昭夫　様  

 　正栄工業㈱　　　　日高　康雄　様　　　　　　　㈲平野ゴム　　平野　利久　様

令和元年度　第２回法人学校令和元年度　第２回法人学校
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❀女性部会だより❀
◎ 令和元年度　第１回　植栽　　　　島根県西部県民センター　益田事務所
令和元年度の社会貢献事業の一環として、第１回植栽を令和元年６月２９日 西部県民センター　益
田事務所の玄関先に置かせて頂いているプランターに季節の花の苗を植えました。訪れる方が目に
して少しほっとして頂けるとたいへん嬉しく思います。尚、この事業は年３回計画しており次回は
秋を予定しております。

◎　令和元年度　絵てがみ教室       
 

会員交流として令和元年７月１８日、毎年恒例の「絵てがみ教室」を田中　賢氏を講師にお招きし
開校しました。平成２０年から始め今年で１２回を数え部会員のみなさんも年々上達し、とても素
敵な作品に仕上がりました。
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　公益社団法人益田法人会（森本恭史会長）は７月２日（火）、益田市立図書館へ小・中学校向けの学習図

書（５万円相当）を寄贈しました。

　平成２２年８月に社団化３０周年を記念し、地域社会貢献の一環として同図書館に児童図書を寄贈。それ

を機に同図書館に「益田法人会文庫」コーナーが設けられ、今回の寄贈で１０年目、累計６３３冊を数えま

した。

　当日は益田市役所へ森本会長をはじめ、社会貢献委員会の役員が訪問。市長室で森本会長から山本市長へ

目録が手渡されました。山本市長から「図書館の方も昨年より市内の小・中学校へ定期的に巡回しており、

今回贈呈頂いた本もその中に加えさせて頂きます」と謝辞がありました。
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　公益社団法人益田法人会（森本恭史会長）は７月４日（木）「蔵木小学校」と７月９日（火）「豊川小学校」

へ児童図書（各５万円相当）を寄贈しました。

　当日は森本会長・吉本副会長・大畑社会貢献委員長が各小学校を訪れ、代表児童（図書委員）へ目録を手

渡しました。

　児童代表から「こんなにたくさんの本をありがとうございます、社会科の授業にも役立たさせて頂きます」

「みんなが本が大好きになる様、頑張って紹介します」と元気よく謝辞がありました。

◆蔵木小学校

◆豊川小学校
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