青年部会活動
租税教室講師養成研修会
●令和2年9月29日（火） ●広島北税務署 会議室
●参加者 広島北法人会関係 5名
今年度の租税教室の講師養成研修会が広島北税務
署で行われました。今年は新型コロナウイルスの影響
で受講制限が設けられ、青年部会からは5名の参加と
なりました。
11月から2月にかけて、さらに12校の小学校から租
税教室の依頼を受けており、一人でも多くの部会員が
租税教室を担当できるように受講を推進しておりま
す。また、今回受講ができなかった方で講師をしたいと
いう部会員がいらっしゃれば、実際の租税教室の見学
をおすすめいたします。是非広島北法人会の事務局へ
お問い合わせをお願い致します。

第1回 青年部会
家族会バスツアー
●日 時：令和2年9月27日（日）
●行 先：大暮養魚場 ユートピアサイオト
●参加者：34名
青年部会の新たな企画として、家族会バ
スツアーを開催いたしました。
新型コロナウ
イルスの影響で開催が危ぶまれましたが、
十分な感染防止対策が可能と判断し開催の運びとなりました。当日は出発
前の検温など対策をおこない、
会場へ向かいました。
北広島町の大暮養魚場では釣りを楽しみました。
釣り堀とはいえなかなか
釣り上げるのに苦戦しましたが、
多くのヤマメやニジマスを釣ることができ
ました。
釣りの後の屋外でのバーベキューでは、
肉や野菜はもちろん、
釣った魚を塩焼きや骨まで食べら
れるフライにしていただきました。
参加者のほとんどが家族連れで、
仕事を離れアットホームな空間で、
いろんなご家族とのお話ができ、
たいへん盛りあがりました。
ユートピアサイオトではジップラインという山の中に張られたワイヤーを滑車で滑り降りるアトラク
ションに挑戦しました。
2班に分かれていろんな種類のコースを体験しました。
とてもスリリングで、
参加
した皆さんもとても楽しんでおられました。
初めての企画でしたが、
とても楽しく親睦がより深まりました。
企画していただきました花木北広島
町ブロック長、
堀田部会員をはじめご尽力いただいた皆様、
ありがとうございました。

27

Vol.100 HIROSHIMA-KITA

青年部会活動
部会長サミット２０２０松江
●令和2年11月5日（木）
●場所：ホテル一畑

本年度は新型コロナウイ
ルスの影響で青年の集い松
江大会が中止となりました。
そこで全国ブロック単位で
の部会長サミットが企画され、11月5日に中国地方の約50単位会より松江に集まり開催されました。青
年部会では租税教育活動と今のままでは国の負債が次世代の子供たちに先送りされることを防ぐため
『財政的児童虐待の回避』をテーマに『財政健全化のための健康経営プロジェクト』に取り組んでいま
す。課題解決の為に①健康経営の推進→企業の活力向上による税収の増加②医療費の適正化→ジェネ
リック医薬品の利用推進などをかかげ活動しています。これらの活動事例を共有し浸透させるため来年
の全国大会より『健康経営大賞』が創設されることになりました。今まで全国大会では単位会での租税
教育活動の事例を発表していましたが、これに新たに加わることになります。単位会や会員事業者での
健康経営にまつわる成功事例を発表していくようです。コロナ禍でもあり懇親会などがなく少し物足な
い部会長サミットでしたが、次世代の子供たちの為にも取り組んでいく社会的意義のある重要な活動で
あることを再認識しました。

作ってみよう！マイナンバーカード

スマートフォン

スマホでの申請が簡単・便利！！

①スマホで顔写真を撮影
②スマホで交付申請書のＱＲコードを読み取る
③申請用ＷＥＢサイトでメールアドレスを登録
④申請者専用ＷＥＢサイトのＵＲＬが届いたら、顔写真を登録、必要事項を入力して申請 ⇒ 申請完了！

スマホ以外にも申請方法はあります！
パソコン

①カメラで顔写真を撮影
②申請用ＷＥＢサイトでメールアドレスを登録
③申請者専用ＷＥＢサイトのＵＲＬが届いたら、顔写真を登録、必要事項を入力して申請

証明用
写真機

①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択
②撮影用の料金を投入して、交付申請書のＱＲコードをバーコードリーダーにかざす
③画面の案内にしたがって、必要事項を入力、顔写真を撮影して送信

郵

○交付申請書に必要事項を記入し、６か月以内に
撮影した顔写真を貼り付けて郵送

便

マイナンバーについてのお問い合わせは、

「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

0120-95-0178

（平日 9:30～20:00、
土日祝 9:30～17:30）
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女性部会活動

第17回「税に関する絵はがき
コンクール」表彰式
●令和2年11月8日(日)
●イオンモール
広島 園3階イオンホール

本年は新型コロナウイルス感染症のため、例年より大幅に表彰者の人数を減らして、銀賞迄の表
彰として実施致しました。
広島北税務署長はじめ入賞者ならびに最小限のご家族の方々に参加頂き、
厳粛に又密にならない様
に気をつけながら表彰式を行いました。
この受賞の喜びを胸に、
これからも税に関心を持って成長して欲しいと願っております。
又、
今回初めて国税庁オリジナルキャラクターのイ―タ君と北広島町観光大使の花田舞太郎
（はなだも
うたろう）
君もお祝いに参加し楽しい写真撮影となりました。
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支部活動
高陽支部
会員親睦旅行

●令和2年11月29日（日）
●参加者 会員10名
全体63名

令和2年11月29日
（日）
、
高陽町商工会との共催
及び高陽町青色申告会・吉田税務署管内青色申告
会白木分会の後援により、
新型コロナウイルス感
染対策ガイドラインを遵守して会員親睦旅行を
実施しました。
当日は天候にも恵まれ、午前は、安芸津町の有
田園芸農場の有田社長から会社の概要等を含め、
説明を受けた後、ジャガイモ掘りを体験しまし
た。
その後、
大久野島に渡り、
昼食・島内散策。
午後は、東広島市西条町で、酒造りの歴史や醸
造方法の解説をボランティアガイドから受けな
がら酒蔵通りを散策し、
見識を深めることができ
ました。
また、
バスによる移動時には広島北税務署からお借りしたＤＶＤを視聴し、
税に関する研修も行
いました。
広島北法人会高陽支部から会員10名
（全体63名）
の参加があり、
会員同士の親睦を深めるととも
に、
たいへん貴重で有意義な一日を過ごすことができました。

Vol.100 HIROSHIMA-KITA
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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

㈱大江石油 戸河内インターCS
所長 川野 弘志
山県郡安芸太田町上殿263-1
TEL.0826-28-7789 FAX.0826-28-1121

燃料販売及び自動車修理等

当社は昭和44年の創業以来、法人様から個人のお客様ま
で、
安心・安全・快適な毎日をお手伝いしています。
戸河内インターはまだ7年目ではありますが、地域の皆様に
愛される様、
今以上に取り組んでいきます。
新車・中古車・自動車関連商品・軽油・灯油何でもご相談くだ
さい。

園
支部

前田自動車㈱
代表取締役 前田 大輔
広島市安佐南区 園2丁目6-16
TEL.082-874-0546 FAX.082-874-2812

可部
支部

●メールアドレス：maedacar@yahoo.co.jp

事業内容

自動車修理・販売業

車の購入もアフターメンテナンスも安心
老舗の民間車検場！
新車・中古車・メーカー問わず販売しており、良質車の販
売をモットーにしております。注文仕入れもやってます。広
島市安佐南区 園、広島県道277号古市広島線沿いでわ
かり易い場所にあり、軽自動車から大型トラックまで幅広く
整備を行っております。ベテランのメカニックがお客様の愛
車を丁寧にメンテナンス。用品の取付もやってますのでぜ
ひご来店ください！

北広島町
支部

事業内容

㈱フルーツのしまだ
代表取締役 宮川 武雄
広島市安佐北区可部5丁目1-26
TEL.082-814-3301 FAX.082-814-3999
●メールアドレス：k-shimada@gaea.ocn.ne.jp

事業内容

果実卸・小売業

可部地区にお世話になって半世紀。
地元のお客様を中心に新鮮なフルーツを提供しており
ます。
お中元・お歳暮・内祝・お悔やみの席など、贈り物・行事・
法事に関わる商品も多数ご用意しています。ご家庭で楽
しめるフルーツも多数ご用意しております。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

㈲ 雄和
代表取締役 加計 定
山県郡北広島町雲耕290
TEL.0826-35-0541 FAX.0826-35-0541

土木一般・農作業全般受託

おかげさまで創業35年を迎え、土木業を主体に農 業分野にも進出し、米・野菜
（キャベツ）作りに力を注いでいます。
最近はスマート農業も取り入れ、若者も取り組みやすい農業を目指しています。
冬積雪の多い芸北の気候を利用しての「雪んこキャベツ」は甘みもあり、特産品として人気もあります。
天候に左右される農業ですが、従業員一同、知恵を出し合い精進して参ります。
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わたしたち地元企業にお任せください!!
高陽
支部

㈱ユーエムエス
代表取締役 小野 慎治 （ＵＭＳトラベル）
広島市安佐北区小河原町185-2
TEL.082-840-1588 FAX.082-840-1587

安佐
支部

イワモト
代表 岩本 公治
広島市安佐北区安佐町久地6506
TEL.090-3371-5198

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

事業内容

一般貸切旅客自動車運送業・旅行業・請負業

自社バス所有の旅行会社として中四国方面へ小型バスを
利用した少人数のバス旅行を得意としております。貸切バ
スを13台所有し、
車椅子のままご乗車いただけるリフト付
きバスも所有してます。今年に入りコロナ禍になり山あり
谷ありですが、
アフターコロナに
向けて取り組んでいます。
青年部
会長の任期もあと半年。只今50
歳以下の青年部会員大募集！皆
様の地元や出身校で租税教室講
師をしてみませんか？青年部会
一同お待ちしてます！

沼田
支部

㈱ 広島美建
代表取締役 瀬川 幸司
広島市安佐南区伴東7丁目53-2
TEL.082-848-3111 FAX.082-848-5123

事業内容

蜂の巣駆除他害虫駆除等

イワモトは、安佐
北 区 安 佐 町にて 、
「地 域の 皆 様 のお
役に立てる事」を、
モットーとし、地域
の皆様のご要望に
お 応えし 、絆 を 大
切に頑 張っていま
す。
変わった駆除では
「ハクビシン」
なども。
安佐町には珍しい動物が沢山生息しています。
何でもお気軽にご相談ください。
090-3371-5198まで。

安古市
支部

税理士法人 中野会計事務所
代表社員 野邑 吉樹
広島市安佐南区中須1丁目41-1
TEL.082-879-1235 FAX.082-877-1880

●メールアドレス：soumu@hiroshima-biken.co.jp ●HP：http://www.hiroshima-biken.co.jp

事業内容

エクステリア工事・造成工事・リフォーム工事・
造園工事 設計施工

豊かな生活環境を創造する
今世の中は新型コロナウイ
ルス感染症の影響でテレワー
ク等の活用で働き方が多様化
しています。
そんな中、最近の注目のキー
ワードは、
『ワーケーション』で
す。WorkとVacationを業界
造語で 余暇を楽しみながら仕
事をする。そんな環境作りを担っているのが私達エクステ
リア業界の大きな使命だと私達は日々新しい空間で働き
又楽しむための住環境作りの技術の向上に努めています。
これからもお客様の新しい時代の社会の創造に邁進して
いきます。

佐東
支部

三和電業㈲

事業内容

税務申告書作成、
税務相談

当法人は、
中野敏彦が平成4年8月に
個人事務所として税理士事務所を開業
し、
平成28年1月に税理士法人を設立
しました。
地域に根ざした税理士事務所として、
①相談事に対する素早い対応
②相談しやすい雰囲気づくり
をモットーに税理士業務を行ってい
ます。
これからも、地域の皆様に愛され
る税理士事務所として頑張っていき
ます。

代表取締役 弘中 好雄
広島市安佐南区八木4丁目34-14
TEL.082-873-2001 FAX.082-873-2021
●メールアドレス：sanwayuu@muse.ocn.ne.jp

事業内容

制御盤組立配線

法人会報
（ひろしま北100号）
おめでとうございます。
当社は令和3年3月末、
創立50年になる三和電業
（有）
です。
二代に渡り制御盤・分電
盤を製作しております。
安佐南区・安佐北区にお世話になります。
コロナに負けないよう、
皆様頑張りましょう。
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