支部活動
安芸太田支部

研修会
●令和2年3月7日
（土） ●B.M.Labo.
●参加者 14名
視察旅行の行き先を当初計画は岡山方面にして
いたが、
コロナ禍のため安芸太田町管内へ変更し実
施しました。
まずは、
下筒賀にある
「バイオマス燃料を使用した
循 環 型 きのこ菌 床 製 造・栽 培 」をされて い る
「B.M.Labo.」
様を訪問しました。
どのような経営戦
略を立て、
この事業を展開しているか、
お話を伺いな
がら視察しました。
また、
寺領にある
「農家レストラン

ZIRYO」
にも立ち寄りました。
今回の自粛生活の中で、地元に目を向け、新しい
発見と頑張っている人たちに触れるいい機会になり
ました。

沼田支部

新春文化講演会の開催
●令和2年1月26日
（日） ●沼田公民館大集会室
●参加者 125名
令和2年1月26日（日）午後2時から、沼田公民館
大集会室において岩崎浩美講師による『身体が動
く、心が動く、脳が動く、日常生活が笑顔に！』の講
演会が開催されました。
沼田町商工会との共催事業
で、宮本支部長が司会をおこない、125名の参加者
が講師の指導のもと、
脳を動かす運動や椅子を使っ
たストレッチなどを体験しました。

参加者からは、
『楽しくて、
よく笑って、
痛い所が軽
くなり、
身体が柔らかくなった。
』
や
『日頃の生活に習
慣づけたいと思います』
など参加して良かったとの多
くの声を頂きました。

佐東支部

平成31
（2019）
年度 税務研修及び新年互例会
●令和2年1月28日
（火） ●酔心毘沙門店
●参加者 24名
令和2年1月28日
（火）
17時より、
広島市安佐南区
緑井の酔心毘沙門店にて開催いたしました。
第1部は参加者24名にて広島北税務署 筆頭副署
長 松浦昭久様を講師に【自主点検チェックシート】
について税務研修会を開催いたしました。
税務コンプライアンス向上の為の取組みとして、
企
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業自らチェックシートを活用し自主点検をすることで
自社の成長を目指し、
ひいては税務リスクの軽減にも
つながることを期待し研修しました。
第2部は来賓に広島北税務署 筆頭副署長の松浦
昭久様、法人課税第一部門 統括国税調査官 崎間
功久様を迎え、参加者24名にて新年互例会を開催
いたしました。税に関する質問や会員同士の親睦も
深め賑やかな会となりました。

安古市支部

安古市支部研修会
●令和２年1月25日
（土） ●古市公民館
●参加者 50名余り
当支部では、
1月25日(土)
「古市公民館」
にて研修
会を開催しました。
当日は、
法人会会員をはじめ地元地域の方約50
名余りが参加。
内容は第1部では、
広島北税務署法人課税第一部
門統括国税調査官・崎間功久氏が、
企業のコンプラ
イアンスの向上の一助として、
「自主点検チェック
シート」
について説明。
自らが査察の経験があった
事からの経験値を生かしてとてもわかり易く説明
され、会場の出席者にチェックシートの大切さを
力説されました。
またこの時期、
確定申告が近づく
なか、今年の申告会場などの状況についても告知
がなされ、
周知徹底がなされていました。
第2部は、お馴染みの城仙泰一郎先生（広島パー
クヒル緩和センター長）
による
「高齢者の病気事情
について」
と題して講演。
先生は、
御年85歳にもか
かわらず大変お元気で、時折ユーモアを入れなが
ら、
聞き手の心をつかんでの内容にて、
参加者は聞
き入っていました。

冒頭、
「フレイル」
「サンコペニー」という言葉に
ついて説明。
「フレイル」
とは、
加齢による心身が老
い哀れな状態のこと。
一方、
「サンコペニー」
は筋肉
が減少していくこと。
正に、
年齢を重ねると体のど
こかが悪くなってくることは避けられず、体の変
化に沿った状況に従うことが大切。
「 食べたくな
かったら食べない」
「 飲みたくなかったら飲まな
い」そうした、自然な流れに沿った治療法も必要
なことと説明されました。会場の出席者からもお
おきな頷く仕草があちこちからみられました。ま
た、来年も講演をお願いし、閉会しました。

安佐支部

新春講演会 開催
●令和2年1月28日
（火） 午後６時～
●広島安佐商工会・安佐支所会館
2階大研修室にて
●参加者 73名
【講師】
元広島東洋カープ投手、
現在プロ野球解説者
山内 泰幸氏
【演題】
「野球人生で学んだこと」

小学生の頃から野球を始めたが、体が小さく下
手だった。そんな自分が変わったのは、尾道商業
高校へ進学してからだ。周りは野球が上手い人ば
かり。高1の秋、野手からバッティングピッチャー
へ変更。細かったのでもっと太れと監督に言わ
れ、高2の夏休みに10キロ太り体力もついた。
日体大へ進学、プロからの誘いがあり小さいこ

ろから目にしていた「カープ」へ入団した。選手、
コーチとして20年間過ごすも優勝できなかった
ので、2016年の25年ぶりの優勝はとにかく嬉し
かった。優勝することの大変さを話され、最後に、
子ども達は色々な可能性を持っているから諦め
ず頑張ってほしい！！ と締めくくられた。
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ACTIVITY

REPORT

活動報告

新春講演会
新年賀詞交歓会
令和2年1月17日
（金）
酔心 毘沙門店において、
今回
新しい試みとして第１部「新春講演会」
、
第２部「新年
賀詞交歓会」
を開催いたしました。
新春講演会は、講師 河合雅司氏をお迎えして「未来
の年表 ～ 人口減少 広島で起きること ～ 」
と題して講
演していただきました。
新聞広告により、
一般の方も演
題に興味を持たれご参加いただきました。
出生数よりも死亡数の方が多く継続して人口が減少
していき国内消費の縮小、労働力人口の減少等の問題
を提起され、
今後の対応、
方向性をお話されました。
近い将来を考える上で大変参考になりました。
新年賀詞交歓会は、広島北税務署五丁署長、同じく
広島北税務署幹部の皆様、
保険会社の皆様をご来賓と
してご参加いただきました。
新入会員の皆さんに自己紹介をしていただき、
会員
相互の交流、情報交換、親睦が図られ楽しく和やかな
雰囲気の中での終了となりました。

新設法人説明会
令和2年1月22日（水）14時より、安佐北区民文化
センターにおいて、広島北税務署 法人課税第一部門
統括国税調査官 崎間功久様、同税務署 審理専門
官佐藤勝哉様をお迎えして「新設法人説明会」を開催
しました。
28社のご参加をいただき法人設立のお祝いのあい
さつの後、法人税の基本的な仕組みや、源泉所得税額
の計算方法、
自主点検チェックシート等幅広く説明を
受けて充実した内容で大変有意義な説明会でした。
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青年部会活動
租税教室
青年部会員が、
管内の小学校・中学校に講師となってお
伺いして、税金の大切さを伝える租税教室が今年度も開
催されました。
例年は１１月から２月が租税教室のピークでしたが、
今
年度は学習指導要領の改定にともない、４月からご依頼
を頂くようになりました。
当初は昨年度の実績を超える開催校を
（小学校３２校、
中学校４校）
予定しておりましたが、
新型コロナウイルスに
よる緊急事態宣言により学校が休校になってしまい、
租税
教室の開催がすべてキャンセルとなりました。
しかしながら宣言の解除後に１２校の小学校から租税
教室の依頼を頂くこととなりました。
私たち部会員も大変
うれしく、
感謝の気持ちでいっぱいになりました。
講師を担当する部会員は、
当日の体調チェック、
マスク
の着用、手指や備品の消毒など、感染防止対策に万全の
態勢でのぞみ、
無事に今期の予定を終了することができま
した。
この状況の中、租税教室を依頼いただきました事に感
謝するとともに、
貴重な経験を来年度以降も生かしていき
たいと思います。

令和２年度 租税教室開催状況
開催日
6月17日 落合小学校

児童数

担 当

67

水口 ･ 渡辺哲司

6月18日 八重小学校

23

前

6月22日 亀山小学校

155

小野 ･ 迫田 ･ 水口

6月23日 倉掛小学校

30

奥田 ･ 松下
（補助）

6月23日 安北小学校

101

中村 ･ 浅井

6月24日 久地南小学校

29

斉藤

6月24日 川迫小学校

6

堀田 ･ 花木
（補助）

7月 3日 原南小学校

87

中村 ･ 安國 ･ 柴田

7月13日 日浦小学校

43

斉藤 ･ 浅井

7月15日 豊平小学校

30

堀田

7月17日 長束小学校

69

中村 ･ 柴田

7月30日 亀山南小学校

60

鋤田

12校

700

青年部会活動
青年部会「他団体との交流会」
●日時 令和2年2月27日
（木） ●場所 ビアローゼン ●参加者
（広島北法人会17名）
本年2月27日木曜日に他団体との交流会を開催しました。
わが青年部会ではこの2、
3年で多数の部会員さんが卒業する
予定になっており、
部会員増強も兼ねて初めての開催でした。
昨年秋から実行委員会を開き、何度も打ち合わせを行いま
した。
他団体事務局からではなくお知り合いに直接お声掛けを
行い当日は広島北法人会エリアの他団体青年部の方々が４０
名以上集まり盛大に行われました。
他団体の会員さん同士でも顔見知りが多く、情報交換や交
流、自己紹介なども行い大変盛り上がりました。
初めての開催ということもあり当日は色々と心配もありま
したが、法人会青年部会に入会された参加者もおり、部会員
増強もでき大変有意義な会になりました。参加者の方々も交
流ができ、楽しく学ばせていただいたとのご感想もいただき
ホッとしました。

青年部会ではこれからも部会員増強に取り組んでいきます。
法人会会員の皆様で５０歳未満の青年部会員になれる対象
者がいらっしゃいましたら是非わが青年部会へ入会をお願い
いたします。
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女性部会活動
令和2年度 新春講演会に参加して
●開催日：令和2年2月13日
（木） ●開催場所：庭園料亭
「三瀧荘」 ●参加者：15名

令和２年２月13日三滝町にある庭園料亭「三瀧荘」に於いて、
新春講演会が執り行われました。
講師はオオアサ電子株式会社 代表取締役社長 長田克司様
演題は
「夢をカタチに」
～庇護からの脱出と自立～
15名の参加でしたが、
プロジェクターを使っての説明で分かり
やすく、
間近で質疑応答が出来、
大変良かったと思います。
高機能スピーカーが主力商品になるまでの苦悩、
社員の士気、
色々な挑戦を会社が一丸となり進められたことで、
世界が認める
ハイレゾ音スピーカーが生まれたのでしょう。
長田社長様は、
「変わること、
変わらぬこと」
を理念とし
『人』
が
主役の魅力的な企業風土を築き、
グローバル化の流れの中にあっ
ても、
あくまでも地域に根差し、
未来のエレクトロニクス文化を支
える
「縁の下の力持ち」
として有りたいと言われていました。
私達、法人会女性部会会員も企業の形は違えども、地域を思
い、
社員を思い
「縁の下の力持ち」
として、
会社の支えとなれる様
になりたいと思いました。
講演後は、
三瀧荘の日本庭園を眺めながらの昼食、
料理は梅の花が添えられ季節溢れる至高の技と味を堪能させ
て戴きました。
TV
「Dearボス」
…芸人三四郎が広島の各界のボスを訪ねる番組で、
先日オオアサ電子㈱長田社長さんを訪ね、
ハイ
レゾ音が出る高機能のスピーカーを紹介されていました。
オオアサ電子㈱は、北広島町の誇りとなり、三四郎のボスから日本へ、そして世界へと羽ばたいていかれるので
しょう。
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E S SAY

ひととき
安芸太田支部
有限会社 加計印刷
取締役社長

大倉 啓司

勝手に観光大使の醍醐味
「安芸太田町勝手に観光大使」
ってどんだけの人
が知っとるじゃろぉ～？
2012年6月に当時の安芸太田町観光協会が勝手
にワシをモデルにポスターをデザインし作成して
からいつの間にか
「安芸太田町勝手に観光大使」
が
勝手に歩き出した。
お蔭様でいろんな場面でお呼びがかかり、
マスコ
ミ対応やタレントさんをご案内したり、
安芸太田町
イメージシンガー丸本莉子さんの安芸太田町担当
マネージャーをしたりして、
非公認でゆ～るく今現
在もさせていただいております。

本業は、
印刷会社を経営させていただいておりま
す。
昭和の初期からつづく町の印刷屋で活版設備や
活字一式残っていますがもう職人がいません。
この
活版を活かす事が出来んか模索中(笑)！
田舎を元気にする為にいろんなイベントのお世
話もさせていただいとりますが、
『春のかえる祭』
『恐羅漢トレイルランニング』
『納涼加計まつり』
『安
芸太田しわいマラソン』
『加計五サー市』
など沢山の
イベントを企画・準備・運営・お手伝いで一年中駆け
ずり回っとります。
先日は、
ＲＣＣ中国放送の
『元就。
』
でアンガール
ズ田中氏を加計に新しくOPENした
『月ヶ瀬温泉』

に案内して一緒に温泉
に入ってスベスベ温泉
の素晴らしさをレポー
トしました！(笑)！
町を元気にするため
には、
『 若者』
『 よそ者』
『変り者』がキーポイン
トです。
それで、毎月第1木曜
日21時より『あきおお
たラジオ(仮)』
をユーチューブライブで生配信しよ
ります。
安芸太田町の最新情報を集めてゲストに来
ていただき生の声で発信して双方向でコメントに
もお答えしよります。
さらに、
毎月一回
『夜ＢＡＲ(寄る場)』
を日時不定
で開催！ ルールは簡単、一品持ち寄りもしくは千
円会費で出入り自由のあるだけ食べ放題飲み放題
(笑)じゃけぇ～おもしろい話が飛び交いいろんな
繋がりが生まれたりもする夜ＢＡＲじゃぁ～～！
安芸太田町をメジャ～にして元気にして楽しく笑
える町にすべく
『安芸太田町勝手に観光大使』
は、
東
奔西走しまぁ～す！ 安芸太田町は春夏秋冬いつで
も楽しめるけぇ～是非来てみてつかぁ～さぁ～い！
各facebookから安芸太田町情報をゲットしてく
れんさぁ～～い！
今後も安芸太田町の為に精進してまいりますの
で何卒よろしくお願いします。
各Facebook QRコード

夜bar
（寄る場）

大倉啓司

あきおおたラジオ

Vol.99 HIROSHIMA-KITA
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会員企業
M e m b e r

沼田
支部

事業内容

c o m p a n y

PICK UP

㈲松浦住宅
代表取締役 荒木 庸志
広島市安佐南区伴東4-14-7
TEL.082-848-2065 FAX.082-848-2066
メールアドレス：y-matuur@hbs.ne.jp
ホームページ：http://matsuura-juutaku.jp/

不動産仲介業

地域に根ざし、
愛される不動産屋をめざし、
昭和48年に開業い
たしました。
それから地域の皆様に支えられながら約半世紀にわ
たり不動産業を続けております。
賃貸アパート・マンション・貸家をお探しの方、土地・住まいの
売却・購入をご検討の方、空き家・空地の活用にお困りの方、不動
産のことならなんでもご相談お受けいたします。
これからも地域の方に愛される、
不動産屋として頑張ります！

佐東
支部

西日本高速道路
パトロール中国㈱
代表取締役社長 平山 博登
広島市安佐南区緑井2-26-1
TEL.082-870-8010 FAX.082-870-8090
ホームページ：https://www.w-p-chugoku.co.jp/

事業内容

高速道路の維持管理

当社は、我が国の大動脈として生活や物流に欠かせないインフ
ラである高速道路の機能やサービスを24時間・365日間断なく
確保するため、中国５県の路上障害物の排除、交通事故・故障車
のお客さま対応などを行っております。
高速道路のご利用にあたっては、
走行中にトラブルにならないよ
う、車両・積荷を点検していただくとともに、速度・車間に注意して
運転をお願いいたします。
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高陽
支部

事業内容

㈱アンリツ広島住器
代表取締役 竹下 達矢
広島市安佐北区口田南3-45-1
TEL.082-842-4005 FAX.082-843-6189
メールアドレス：anritu@kind.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.anritsu-hj.com/

住宅リフォーム、エクステリア工事

快適な生活、
安全な住まいで暮らして頂ける施工をしています。
『夢』
の実現と
『趣味』
の充実を目指し、
「アスリートリノベーショ
ン」トレーニングルーム、ボルダリングウォールなどをつくりま
す。
「サウンドリノベーション」
カラオケルーム、
シアタールームな
ど、
防音室をつくります。
「バリアフリーリフォーム」
移動が楽に、
行動範囲が広がります。
私たちだからできる住まいにプラスのご提案をしています。

可部
支部

事業内容

和食・仕出し ㈱一膳
代表取締役 浅田 克也
広島市安佐北区可部5-13-12
TEL.082-815-1016 FAX.082-815-1016

飲食店

当社は、
広島市安佐北区可部町で地元に根差した営業を心がけ
ており、
地域の皆様に支えられて開業から今年で22年目を迎える
ことが出来ました。
当社の取り扱っている商品は生活になくてはな
らない衣食住の
「食」
であり日本人の心の拠り所でもある
「和食」
で
ございます。
そのため、
皆様に安心・安全でなおかつ美味しいものを
ご提供できるように誠心誠意頑張らせていただいております。
また、
最近の飲食業界ではコロナウイルスの影響から、
テイクアウ
トやデリバリーといった外で作られたものを自宅で食べる新しい文
化が生まれてきております。
私共も、
これまで提供させていただいておりました仕出しサービ
スをこれまで以上に
衛生面や品質面を見
つめ直し営業してお
りますので、お祝い
や法事などの行事ご
とでのご用命をお待
ちしております。
今後とも一膳をど
うぞよろしくお願い
いたします。

わたしたち地元企業にお任せください!!
安芸太田
支部

広島市農業協同組合
戸河内支店

安古市
支部

支店長 山田 和枝
山県郡安芸太田町大字上殿618
TEL.0826-28-2246 FAX.0826-28-2685
事業内容

農業協同組合

事業内容

当組合当支店は、山県郡安
芸太田町をエリアとし、金融、
共済、購買、営農指導事業をは
じめとして、JAグループとし
て旅行、葬祭などを展開して
います。
事業の運営においては、組
合員および地域から必要とさ
れるJAとなるべく、
JAグルー
プが掲げる「農業者の所得増
大」
「農業生産の拡大」
「地域の
活性化」
の3つを基本目標に取
り組んでいます。

園
支部

Gateway
Insurance㈱
代表取締役 前岡 寛紀
広島市中区基町11-10 合人社紙屋町ビル2F
TEL.082-535-6175 FAX.082-563-8956
メールアドレス：h.maeoka@gateway-insu.com

安佐
支部

事業内容

代表取締役 越智 健剛
広島市安佐南区大町西2-5-11
TEL.082-831-8107 FAX.082-831-8132
メールアドレス：ochi@ko-partner.com
ホームページ：http://www.ko-partner.com

経営コンサルティング

当社は、平成14年に設立
した経営コンサルティング
会社です。
「この街を元気にする」
とい
う理念を掲げ、企業の永続
的な繁栄こそが、地域の発
展・社会の発展に大きく寄
与 す る と 考 え 、コ ン サ ル
ティング事業、研修事業を
行っています。
お客様からの「ありがと
う」の言葉を糧にして日々精進しております。経営上の悩みがあ
りましたら、
なんでもいつでもお気軽にご相談ください！
事業内容

損害保険代理店及び生命保険の募集に関する業務

弊社は主に法人向けのリスクコンサル
ティングを行う保険代理店として2019年に
スタートしました。多くの保険がある中で、
弊社では特に企業の永続性を脅かす賠償リ
スクと多様化する労働災害リスクを中心に、
お客様の「困った」を解決すべく最新の役立
つ情報を分かりやすくお届け致します。
お客
様の様々なご要望にお応えし、
保険で感動を
与えられる存在になりたい所存です。

㈲今橋建具製作所

北広島町
支部

代表取締役 今橋 一広
広島市安佐北区安佐町鈴張1896-3
TEL.082-835-1064 FAX.082-835-2020

建具製作

㈲パートナー

㈱森山電工
代表取締役 森山 晃司
山県郡北広島町宮迫383-3
TEL.0826-72-9063 FAX.0826-72-9064

事業内容

電気工事業

昭和53年、
有限会社今橋建具製作所を設立。
当社は、北広島町を中心に電気工事業を営んでおります。
木製建具業として地域の皆様にご愛顧頂き、
祖父の代から創立し
2015年に法人化したまだまだ若い会社ですが、お客様のニー
私で三代目となりました。
建具全般はもとより硝子工事、
サッシ工事、 ズに迅速に対応すべく日々の業務に取り組んでおります。
建築設計、構造設計までお気軽にご相談下さい。今後も、技術の研
「確かな技術に真心と情熱を込める」をモットーにお客様に快適
鑽に努め、
時代の変遷に融合した製品造りに努力いたす考えです。
な生活空間を提供出来る様精進して参ります。
21世紀の地方の時代を構築するためにも、
地域と共に歩んでいき
たいと願っております。
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