ACTIVITY

REPORT

30回
第29

活動報告

会員親睦ゴルフ大会

令和元年10月16日
（水）
広島安佐ゴルフクラブ

●参加者 60名

第30回となる会員親睦ゴルフ大会は午前9時37分にスタートしました。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。
競技後のミーティング会場では、個人は優勝からブービーメーカーまで、また
団体賞とにこやかに表彰を受けていらっしゃいました。
皆様、
プレー談義に花が
咲き笑顔が溢れ会員親睦ゴルフ大会は、
和気あいあいのうちに終了しました。
【優 勝】米田 祐司
個人
の部 【準優勝】岡田 廣治
【３ 位】萬本 和宏

廣濱建設(株)（安芸太田支部）
(有)オカダ工務店 （高陽支部）
(有)マンモト（安古市支部）

広島北税務署長講演会

【１ 位】高陽支部
団体
の部 【２ 位】安芸太田支部
【３ 位】佐東支部

●演 題 「税務の仕事」
●講 師 広島北税務署 署長 五丁

和夫 氏

10月24日
（木）
、
第3回理事会(酔心 毘沙門店)において広島北税務署長 五丁和夫様に
「税務の仕事」
と題して、
ご
講演を頂きました。
約1時間の講演の中で、
自己紹介、
税務の仕事について
「税務調査」
「
、苦情対応」
等今まで経験されたこと、
改正消
費税法等についてお話をされました。
なかでも、
「税務調査」
「
、苦情対応」
のお話は、
大変面白く伺いました。

35回
第36

法人会全国大会 [三重大会]

■開催日時：令和元年10月3日
（木）
■開催場所：津市産業・スポーツセンター
■参加者：2名
内容

【第１部】記念講演
●演 題 皇室と神宮
●講 師 伊勢神宮 広報室広報課長 音羽 悟 氏
【第２部】式典

広島国税局長講演会
■開催日時：令和元年11月18日
（月）
■開催場所：リーガロイヤルホテル広島
●主催 広島西(主管)・広島東・広島南・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

内容
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●演 題 「税務の話あれこれ」
●講 師 広島国税局長
●参加者 169名（うち広島北法人会・19名）
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槇原 耕太郎 氏

E S SAY

ひととき
安佐支部
しょうみょうじ

宗教法人 稱 名 寺
むらかみ

住職

村上

たかし

尚

『人生の節目を
ご縁あるところで』

り土曜学校を開催しています。
本堂や境内が子

安佐北区安佐町鈴張の稱名寺は、
浄土真宗の

なでやり、
12月には餅つき大会をします。
子供

寺院として500年以上の歴史があります。
現在の本堂は大正元年に当時の門信徒や地

また毎月１度、
地域の子供たちがお寺に集ま
供たちの元気な声で賑やかになります。
ゲーム
や工作、
時には遠足に、
夏休みには宿題をみん
たちと仏様に手を合わせる中で、
自己中心的に
なりがちな自分に気づき、
相手を認めお互いを

域の方々に多大なるご尽力をいただき建立さ

敬いあう心を養っていく一助となればと思い、

れました。

毎月楽しみながら続けております。

私は浅学非才ではありますが、
平成28年に

これから地域のお寺として、
老若男女が気兼

20代目の稱名寺の住職として引き継ぎました。

ねなく集まれる場所であるために、
何ができる

当山の活動の一端をご紹介します。1年間

のか、
何を求められているのか模索していきな

に定期的に開催される法要は、
1月1日の元旦

がら、
赤ちゃんの誕生や成人式、
結婚式に金婚

会から12月31日の除夜の鐘つきまで10回程

式に還暦祝い、
逆に辛く悲しい別れ等、
数多く

で、
たくさんの参詣者に支えられております。

ある人生の節目に1人でも多くの方が
「心の拠

法要では外部講師のお説教で浄土真宗の要

り所」
「心の故郷」
「私のお寺」
と思っていただく

でもある聴聞
（聞いていく）
を第一義に、
欲深い

ことが出来るよう、
怠ることなく精進してまい

私をそのまま丸ごと引き受けてくださる仏様

ります。

のお慈悲を喜ばせていただいています。
その他にも、
門信徒や地域の方々の葬儀や法
事はもちろんのこと、
仏前結婚式やクラス会の
会場等でお寺を有効活用していただいており
ます。
仏前結婚式をされた方から
「仏前結婚式
を祖父母や両親に薦められ最初は戸惑いまし
たが、
人生の節目に小さいころによく遊んだご
縁のあるお寺での結婚式は厳かな雰囲気で感
動しました」
と喜んでくださりました。
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青年部会活動
こども税金クイズ

高陽・白木こどもフェスタ
●令和元年11月3日（日・祝）●場所：フジグラン高陽
●参加者：青年部会員６名
青年部会安佐北ブロックの初めての租税教育活動でもある
「こども
税金クイズ」
を、
これもまた初めて開催される
「高陽・白木こどもフェス
タ」
というイベントで実施しました。
初開催のイベントだけに集客など不安がありましたが、
10時の開始
時間と同時にたくさんの親子連れや、
こどもたちに集まって頂き、
予定
していた問題と景品300個が午前中でなくなってしまいました。
6名での
対応は大変だったのですが、
大黒事務局長や広島北税務署の崎間統括
様、
ボランティアの2人の高校生にお手伝いいただいて助かりました。
次回にむけて景品の数や動員人数など前向きな課題があり、
とても
収穫のあったイベントでした。

近郊４単位会
青年部会親睦交流会
毎年恒例となっております、近郊4単位会（広島
北・庄原・三次・高田白木）
の親睦交流会が行われま
した。
今回は担当の高田白木法人会の青年部会の皆さ
んが、いつものスポーツ系とは違う楽しい企画を考
えてくれました。
その名も
「クイズ 生バンドでドレミファドン」
！
生バンドの演奏で各テーブルごとに曲名当てクイ
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●令和元年11月26日（火）
●生バンド×カラオケ「ＢＡＮ×ＫＡＲＡＺＯＮＥ－ＨＲ」
●参加者４０名

ズを行うものです。
生バンドの迫力にみんな圧倒さ
れるとともに、心地よい演奏で会も大変盛り上がり
ました！
最後にはカラオケで、わが広島北法人会からも２
名が歌って盛り上げてくれました！
いままでにない企画で非常に楽しく、テーブルも
各単位会ばらばらで、
親睦を深めるのには大変良い
企画でした。
来年も楽しみになりました。

第33回 法人会全国青年の集い

大分大会

11月7日木曜日より第33回法人会全国青年の集い大分大会に参加して
まいりました。
全国より2500名の仲間が集まり、
単位会で実践している租
税教育活動プレゼン、
部会長サミット、
広島県内の単位会が集まり懇親す
る広島県連ナイト、
アンミカさんの記念講演などもりだくさん。
大懇親会
では大分の郷土料理や地酒など堪能しました。
その後今回は全国にある
単位会とすべて交流することはかなわないので
“北”
とつく単位会で情報
交換や交流を目的とした
「キタきた会」
が発足しました。
北は北海道から
南は沖縄まで総勢60名程で交流し新たな出会いや交流がありました。
部会長サミットでは「財政健全化のための健康経営プロジェクト」〜日本の未来を担う子供たちのた
めに〜に向かってと題し、今までの租税教育活動にプラス新たな柱として、健康経営オリンピックを全国
青年の集いで開催に向けた熱い議論をかわしました。全法連青連協として、広島北法人会として、会社と
して、個人としてそれぞれが国の社会保障制度や財政が抱える問題を解決するため、2040年にむけた健
康経営による税収の増加、社会保障給付費の削減（とりわけ医療費）のために、健康経営宣言をはじめ
ジェネリック薬品の利用推奨や健康診断受診推奨などこれから取り組んでまいります。全国大会は新し
い出会いあり刺激あり学びありとなりました。来年は島根大会！是非参加してみてください！！

地区別ブロック会開催
青年部会としてはじめて、
各地区別でブロッ
ク会を開催いたしました。
このブロック会は新
入会員増強と異業種交流を目的とし、各地区
別で開催することによって、
より組織の親睦を
深め、
地域のイベントに積極的に参加すること
を目指しています。
9月11日の安佐南ブロックを皮切りに、10月
24日の安芸太田・北広島町ブロック、
10月30日
の安佐北ブロックのブロック会を開催し、
合計
8社新入会員として入会して頂きました。
今後も定期的に会を運営し、更なる異業種
交流の輪を広げていきたいです。

Vol.98 HIROSHIMA-KITA
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青年部会活動
令和元年度 租税教室講師養成研修会
●令和元年10月4日（金） ●広島北税務署 2階会議室
●参加者 24名 広島北法人会関係 9名
今年度の租税教室講師養成研修会が広島北税務署で行われました。
当法人会からも租税教室の未経験者を含む9名が参加しました。
初めに小学校での租税教室の進め方をテキストに沿って受講しました。
来年度から小学校学習指導要領が改定され、
今まで租税教室のピークが
「政治」
の学習の終わる11月から2月でしたが、
5月から6月になりそうとい
うことで、
早めの準備、
対策が必要だと感じました。
そして授業で使うＤＶＤの消費税増税バージョンを見て、
変更内容を確
認し、
実際の授業の様子のビデオを見ながらシナリオや授業の注意点を確認しました。
休憩をはさんで後半は中学校での租税教室の進め方を小学校と同様にテキストに沿ってＤＶＤや実際
の授業のビデオを見ながら確認作業をしていきました。
本日受講した内容を今期の授業に活かしていきたいと思います。

租 税 教 室

青年部会の租税教育活動のメインの活動でもある租税教室を今年
度も開催しています。
今年度は昨年1校だけ開催した中学校での租税教室を4校予定して
います。
（11月末現在）
今後は校数も増やしていきたいと考えています。小学校での租税
教室も引き続き多くの学校で開催させていただく予定です。
令和元年度 租税教室予定表（実施済を含む）
小学校

渡辺哲司部会員
（大塚中学校）

児童数

小学校

児童数

伴東小学校
70 亀崎小学校 23
25
原南小学校
72 久地南小学校
深川小学校 85 川内小学校 180
72
可部南小学校 68 古市小学校
45
74 長束西小学校
毘沙門台小学校
可部小学校 107 口田小学校 111
37
69 狩小川小学校
長束小学校
27
56 倉掛小学校
日浦小学校
35
安北小学校 115 壬生小学校
山本小学校 171 八重小学校 22
17
79 豊平小学校
落合東小学校

小学校

梅林小学校
真亀小学校
本地小学校
大林小学校
八木小学校
三入小学校
上殿小学校
大朝小学校
亀山小学校

児童数

106
36
11
14
35
81
7
11
137

中学校

大塚中学校
千代田中学校
亀山中学校
安佐南中学校

児童数

281
76
210
175

（11月末現在）

青年部会員新規募集のお知らせ

青年部会では一緒に活動をして頂ける仲間を募集しています。
主な活動内容は、
租税教室やイベント参加、
研修会、
交流会などです。
さまざまな職種の仲間が集まって活動することで、
異業種交流が活発に行われています。
年会費3,000円で５０歳未満の方が対象です。
気軽にお問い合わせください。
入会の
申込方法
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● 広島北法人会事務局へお電話ください。

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
税務研修会
●令和元年12月12日（木）
●場所：メルパルク広島
●参加者：29名
「税務研修会」は、毎年広島北税務署様より税に関する講演をしていただき、青年部会の活動や自社
の経営に役立てております。
昨年に引き続き、広島北税務署筆頭副署長の松浦昭久様より「災害からの復興と税を支える法人会
活動」という演題で講演をしていただきました。そして、五丁署長様、崎間法人課税第一部門統括国税
調査官様、広島北法人会境谷会長様にもご出席いただきました。
税金が年貢の時代の塩害などの不作、阪神淡路大震災や東日本大震災、広島で怒った土砂災害や台
風被害など、災害にあわれた企業や個人への税務署様の救済措置など、常に私たちに寄り添ってくださ
ることが実感できる講演でした。
研修会の後の忘年会では楽しいゲームやビンゴゲームなどで楽しく盛り上がり、新入会員の皆様も積
極的に参加していただけました。これからも参加者を増やして、租税教育活動や異業種交流を活発に行
っていきたいと思います。

女性部会活動
視察研修会
●令和元年10月29日（火）
●場所：音戸・江田島
●参加者：15名
秋晴れに恵まれ、私達女性部
会はバスの日帰り視察旅行を実
施しました。
まず最初に訪れた榎
酒造㈱では、お酒と仕込み水と
の関係を説明して頂き、
色々な種
類のお酒を利き酒させて頂きま
した。
これからは料理に合わせて
お酒をセレクトするのが楽しみです。
お昼は江田島オリーブファクトリーに行き、
オリーブオイルを取り入れると美容と健康に良い事を改め
て認識し、
オイルかけ放題の昼食となりました。
第一術科学校では広い敷地校内を上官に丁寧に案内して頂き、
歴史の重みを肌でひしひしと感じると
ともに、
何処を見てもゴミ一つないことに感動しました。
バスの中では、
俳句を交えた学びの時間となり、
とても充実した有意義な一日となり、
これからも沢山
の方々に参加して頂きたいと思います。
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支部活動
園支部
とうべえ祭りに参加
●令和元年11月16日（土） ●参加者4名
令和元年11月16日土曜日、 園支部役員の有志が、安佐南区長
束地区のJR長束駅前通りで行われた「とうべえ祭り」に参加、納税者
の関心が高いと思われる相続税のパンフレットなどを配布（付録とし
て風船、ポケットティッシュを添付）しました。
当日は天候に恵まれ、午前10時より配布開始、午後3時過ぎには、
風船、ティッシュとも在庫僅少となり、パンフレットも残り20部余りと
なったところで、盛況のうちに今回の行事を終了としました。
祭りの参加者は子連れの家族が多く、主に幼児には風船、親御さんにはパンフレットを、という形で配布し
ました。
また、途中で風船を膨らませるための手押しポンプが壊れるというハプニングもありましたが、祭りに参加
していた小学生の助力もあり、何とか乗り切ることができました。

沼田支部
沼田支部役員視察旅行
●令和元年10月20日（日）
●参加者22名

来年度以降の沼田支部の事業を検討するため、10月20日（日）
に沼田町商工会視察旅行との共催として、4名の沼田支部役員が
益田市の松永牧場に視察訪問しました。
牧場では、経営者である松永社長に案内をして頂き、肉牛の繁
殖・肥育・販売飼料作物の清算・食品残渣の飼料再生など3カ所を
見学しました。また、①大規模経営を生かし、関連企業と企業連携
した経営、②未利用資源の有効活用、③JASの認証牛の出荷など
貴重な話を聞くことができました。
昼食は、島根県で松永牛を食する事ができる唯一の店舗で美味
しいすき焼きやしゃぶしゃぶを食べ、参加者との懇親を深めまし
た。また、美味しかった松永牛をお土産として購入したり、バス内で
は、ビンゴなどゲームを行い楽しい視察旅行の1日となりました。
今回の日帰り視察旅行を基に、次年度以降の事業の一環として
検討してまいります。
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佐東支部
茶処・菓子処松江日帰り研修旅行
●令和元年10月9日（水）
●参加者16名
晴天の中8時に緑井駅からバスにて出発！
まずは1884年創業の老舗『中村茶舗』にて、抹茶工場の見学。
見学後はお抹茶を一服。その後、創業141年の和菓子屋『彩雲堂』
に立ち寄り和菓子を堪能！
昼食は文人に愛された旅館『皆美館』にて日本庭園を見ながら名
物・鯛めしで昼食。
美食を伴いつつ、技術と伝統に裏付けされた日本文化の神髄に触
れた有意義な研修旅行でした。

安古市支部
視察研修
●令和元年10月8日（火）
・9日（水）
●参加者19名

西日本最大の大型物流施設での視察

今年の視察研修は、神戸の「国際流通センター」
「ＵＣＣコーヒー」と
「アシックススポーツ」
「灘の酒菊正宗」
「カワサキワールド」。10月8
日・9日の2日間の行程で、総勢19名で実施しました。
先ずは、石田支部長自らが講師となって「求める人材確保」・「生産
性の最大化」に向けた強い会社づくりと健康経営の最新ノウハウについ
て車中にて研修しました。
港・神戸らしい神戸港風景
神戸では「神戸港国際流通センター」にて流通について視察。阪神大
震災にて壊滅的な被害をうけてからの再スタート。
「西日本最大の大型物流施設」として、現在役割を担って
おり、中でも冷蔵倉庫では、
マイナス25℃の世界を体験してその寒さに驚愕を覚えました。続いて訪れたの
は、
「ＵＣＣコーヒー」で日本にて初めてのコーヒー専門の博物館を作り、コーヒーの起源から美味しいコー
ヒーの入れ方までを学びました。一方、
「アシックススポーツ」では、アスリートの100ｍの速さや走高跳びの
2ｍ45㎝の世界記録、三段跳びの19ｍの長さを体感。実際に競技シューズなど触れることもできて見分を広
めることが出来ました。
視察研修のもう一つの楽しみは、夕食。城崎温泉の「西村屋」が経営している食事処にて、懐石に舌鼓を
打ち会員相互の懇親も深めることが出来ました。
2日目は、灘の酒「菊正宗」と「カワサキワールド」の視察。神戸タワーからの市内一望の展望や120年の歴
史をもつ川崎重工業の関連製品に見て触れて、技術のすばらしさとモノづくりの大切さを体感できました。一
方のモノづくりでは、長い歴史のある酒蔵「菊正宗」にて酒の出来るまでの工程の説明をうけ、実際飲み比べ
をしてお気入りの商品を手にしていました。
最後には、
「播州三木打刃物」経済産業省指定の鋸・鉋・鏝・小刀と言った約３万点の品揃えを視察して、
アットホームの雰囲気のなか、終始会員相互の懇親を深めることが出来た視察研修となりました。

Vol.98 HIROSHIMA-KITA

14

会員企業
M e m b e r

安芸太田
支部

事業内容

c o m p a n y

PICK UP

加計ショッピングセンター サンシャイン
代表理事長
奥江 正夫
広島県山県郡安芸太田町加計3269-1
TEL.0826-22-2211 FAX.0826-22-2212

ショッピングセンター

創業48年目をむかえ、
人口6000人の町で営業をしています。
核テナント
は1階にフレスタ、
2階に野田久、
その他では進物の大信・くすりのフレンド・
フラワーショップ王翠園・リカーズ・ダイソー・おもちゃランドたんぽぽの共
同営業を行ない地域の皆様へ愛される店として営業しております。

園
支部

㈱オバラボード
代表取締役 小原 靖一
広島市安佐南区山本1丁目7番26号
TEL.082-875-1570 FAX.082-875-5415

●メールアドレス：info@obaraboard.co.jp ●HP：https://obaraboard.co.jp/

事業内容

建築家具資材販売

当社は広島エリアを中心に営業展開をしております建築・家具資
材販売会社です。
メラミン化粧板、ポリ合板、各種合板、新建材、人工大理石の加工
などの総合建装資材を販売しております。
「間に合うオバラボード」をコンセプトに豊富な品揃えとスピード
対応、ニーズに合った商品提案でお客様の工期短縮、コスト削減な
どに貢献致します。
現在では当社のネットワークを利用し、ワンストップ&トータル提
案で内装、家具などの工事も受注しております。
今後も引き続き、より良い商品、提案を提供させていただきます。

北広島町
支部

可部
支部

広島北ビール㈱
代表取締役 平本 祐也
広島市安佐北区亀山9丁目1-4
TEL.082-557-4398 FAX.082-557-4397

●メールアドレス：hiroshimakita-beer＠outlook.jp ●HP：https://hiroshimakita-beer.com

事業内容

クラフトビール製造・販売

仕込水は地下水を100％使用！
副原料は主に広島県産の特産物を季節ごとに取り入れます。
今、
流行のクラフトビール。
地元の味はいかがでしょうか？
■主な販売店様：
フレスタ可部店内リカーズ様、
大和屋酒舖様
広島駅ekie
（アベンセ、
ユアーズ、
リカーズ様）
※その他広島市内に拡大中！！
■飲める店舗様：
安佐北区→直営ビアバーの広島北BEERBAR、
どうらく様
ざこわっぱ様、
なごみ月様
※現在流川地区にも
拡大中！！
☆6本setのギフト
商品も承ります！
お電話下さい。

㈱SUMIDA

ＮＥＴＩＳ登録
広島県長寿命化登録

代表取締役 隅田 英治 広島県山県郡北広島町今吉田1527
TEL.0826-84-1241 FAX.0826-84-1011
●HP：http://www.co-sumida.jp

事業内容

総合建設業・太陽光事業・不動産業

～3つの満足～
戸建住宅
昭和2年の創業以来92年間当社が一貫して大切にしてきたことがあります。
それは、
「顧客満足」
「
、社員満足」
「
、地域満足」
、
この3つの満足です。
三矢の教えではありませんが、
この3つを高いレベルで実現できてこそ、
お客様をはじめ、
会社も社員も、
そして地域社会も豊かに発展できると、
全社員が一丸となって日々の業務に取り組んでいます。
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防草シート
「はるん田」

わたしたち地元企業にお任せください!!
高陽
支部

㈱高陽ドルフィンクラブ

代表取締役 奥田 良彦
広島市安佐北区落合2-15-5
TEL.082-843-6161 FAX.082-845-5631
●メールアドレス：info@koyo-dc.net ●HP：https://www.koyo-dc.net

事業内容

スイミングスクール（（一社）日本スイミングクラブ協会加盟校）

創業37年、
「天然水使用のきれいな水のプール」と、ベビーから
ジュニアクラスまでこどもを中心とした一貫した指導体制で地域の
皆様にご愛顧頂いております。
昨年より新たに、スマートフォンを利用しての欠席や振替の連絡、
入退館をした時のお知らせメールな
ど、便利で安心な会員管理システム
を導入いたしました。又、今年度より
スイミングスクール併設では広島で
初めてECCジュニア英語・英会話教
室を開講いたしました。
《実施コース》
【スイミング】ベビー、★本科（児童）、
ジュニア、マスターズ、★レディース
【その他】ヨガ（保護者限定）★ECC
ジュニア英語・英会話教室
★は無料送迎バスコース
※芸備線玖村駅より徒歩2分
※無料駐車場有

沼田
支部

㈱三洋基礎
代表取締役 石川 友洋
広島市安佐南区沼田町吉山10474-5
TEL.082-830-4848 FAX.082-830-4849

安佐
支部

基礎工事・埋設物撤去・建設発生土再生

昭和48年創業。
基礎工事・埋設物撤去・建設発生土再生と幅広く事業を展開
しています。
■基礎工事
場所打杭工事
全周回転堀削工事
■埋設物撤去
既存杭引板工事
■建設発生土再生
広島市汚泥再資源化施設
レストム工法

安古市
支部

事業内容

園長 長尾 淳志
広島市安佐北区安佐町鈴張1965
TEL.082-835-1929 FAX.082-835-1040

●HP：https://suzuhari-hoikuen.wixsite.com/suzuharikodomoen

事業内容

保育所

鈴張保育園は令和2年4月1日
より「幼保連携型認定こども園
鈴張こども園」へと生まれ変わ
ります！仏さまをおがみ「すな
お」
「なかよく」
「感謝」の気持ち
を学びます。
自園に畑があるので園児と一
緒に、苗植えや、野菜、果物の栽
培、収穫を行ったり、お団子やハ
ンバーガー作りを行ったりと食
育に力を入れています。
また、月に1度あるお茶のおけ
いこでは礼儀作法や人を思いや
る心、物を大切にする心を、体操教室では、プロのコーチの元で
マットあそび、跳び箱、鉄棒などで運動能力の向上を図ります。
園見学、入園相談など随時行っておりますのでお気軽にお電話
下さい。ホームページの問い合わせフォームからも受けつけてお
ります。

佐東
支部

●メールアドレス：info@sanyokiso.co.jp ●HP：http://www.sanyokiso.co.jp/

事業内容

社会福祉法人 鈴張福祉会鈴張保育園

㈲中国新聞緑井販売所
代表取締役 鈴木 陽一朗
広島市安佐南区緑井5-29-11
TEL.082-877-8488 FAX.082-877-9717
●メールアドレス：midorii@townnet.gr.jp

事業内容

新聞販売業・リフォーム・
ハウスクリーニング・造園業

1892年創刊。新聞は、毎朝届く
栄養素。中国新聞の配達ご用命は
緑井販売所へ。
家のお困りごとを解決するまごこ
ろサポートサービスを独自展開して
おります。
ハウスクリーニング・庭剪定・住
設機器販売も行っております。
これからも地域に愛される販売
所を目指して社員一同取り組んで
まいります。

㈲マンモト
代表取締役社長 萬本 凌荘
広島市安佐南区長楽寺1丁目28-6
TEL.082-878-8072 FAX.082-878-0271

事業内容 製造業

会社創設45年、
精密機械の部品加工一筋で、
ものづくりを頑張って参りました。
今後も品質精度の向上をめざし、
日本のものづくりを盛り上げていきます。
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