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　昨年３月１１日大震災被害が東日本で発生し、人
類が今まで経験したことがないほど大きな地震が発生
し、津波による広範囲でさらに甚大な被害を受けまし
た。加えて福島原子力発電所にて重大な事故を引き
起こし、被害は深刻なものになりました。
　昨年10月20日、美智子皇后さまは77歳（喜寿）の
誕生日を迎えられた。これに先立って宮内記者会の
質問に文書で回答されておられます。東日本大震災
の被災者らがさまざまな面で助け合ったとされることに
ついての質問に対し「（前略）次第に誰の目にも見え
て来た、人々の健気で沈着な振る舞いでした。非常
時にあたり、あのように多くの日本人が、皆静かに現
実を受け止め、助け合い、譲り合いつつ、事態に対
処したと知ったことは、私にとり何にも勝る慰めとなり、
気持の支えとなりました。被災地の人々の気丈な姿
も、私を勇気づけてくれました。この時期、自分の持
ち場で精一杯自分を役立てようとしている人、仮に被
災地現場と離れた所にいても、その場その場で自分
の務めを心をこめて果たすことで、被災地との連帯を
感じていたと思われる人々が実に多くあり、こうした目
に見えぬ絆が人々を結び、社会を支えている私たち
の国の実相を、誇らしく感じました」と述べられました。
皇后さまは国民皆が助け合い、譲り合い、秩序を乱
すことなく耐え忍んでいる姿にご安心されたものと思
います。
　今回の震災で避難所での被災者の方々は初対面
の人が多かったと思います、皆が不自由の中、誰か
らとなく声を掛け合い、協力し、助け合い、譲り合い、
耐え忍んでこられています。そのことに他の国民は自

分の出来ることを何かしたいと思い様々な行いを初め
ました、物品提供、募金協力、炊き出し、慰問、ボ
ランティアと自分が出来ることを何でもしました、その
行いに関心を持っていた外国の人々はそれぞれの立
場で協力の申し出がありました。大変有り難いもので
す。
　深い悲しみを負っておられる犠牲者の遺族、被災
者の方々に大きな支えとなったと思います。
我われ一人ひとりもそのような気持ちを持ったと思いま
す。そこには立派な理性があり、道徳があるからで
す。そこには素晴らしい絆が生まれます。我われ人
間は絆なしには生きていけません、絆がなければ孤
独で、さびしいものです。
絆があれば、家庭の中も明るくなり、社会も学校も職
場も明るくなります。
　身近には家族の絆、地域の絆、職場の絆、学校
ではクラスの絆、クラブの絆、それぞれの団体の絆と
いろいろあります。
広島南法人会も絆で成り立っております、法人会の
基本的指針「法人会は、よき経営者をめざすものの
団体として、会員の積極的な自己啓発を支援し、納
税意識の向上と企業経営および社会の健全な発展
に貢献します」としております。
共々同じ理念をもってそれぞれの企業が社会に貢献
し発展されますことを祈念し皆様との絆を大切にした
いものです。

（松岡與吉･株式会社兼正冷熱工業）

絆
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　皆様、明けましておめでとうございます。旧年中
は当法人会には深いご理解とご協力を頂きました
事、誠にありがとうございました。本年も変わりませ
ぬご指導、ご協力をお願い申し上げる次第です。
　さて、昨年は想定外という言葉が度々言われる
事の多い年でありました。申す迄もなく、東日本の
大災害、紀伊半島の豪雨、経済上では円高と株
安、欧州危機やタイの洪水等々大変厳しい状況
が続きました。
　今年は、良い方への想定外が多くあるよう願う
ばかりです。
　私共、南法人会は昨年11月に公益社団への移
行のための申請を当局に提出致しました。恐らく本
年春には、公益社団法人として新しく生まれ変わ
り、その使命として地域経済の中核を担い、中小
企業の活性化に繋がる税政改正の提言や子供達
への租税教育、税務行政への協力等々、地域社
会への貢献と私共の企業の繁栄を目指す団体とし
て、その意義は増大するものと思います。そのた
めには、私共の南法人会は引き続き努力を怠らぬ
ことが重要です。と同時に今も尚、東日本の被災
地の人々や、被災地の法人会では、厳しい環境
の中で復興に向けての懸命な姿に私共も国民とし
て辛さの共有する気持ちも忘れてはならないと思
います。
　日本は沈んでしまうかも知れない。その時に見え
て来たのは、日本人の姿でした。立派な姿でした。
絶望しても仕方のない時に東北の被災者の皆さん
は、悲しみを堪え、礼節と感謝を忘れない人々で
した。又、自衛隊、消防、警察の人々の我が犠
牲も厭わない姿には感銘を受けました。これらの
事は、世界中から賛辞の声が上がったのです。こ
れは、日本の誇りだと思います。昨年、来日された
ブータン国王のワンチュク国王は、被災地へ赴か
れ、祈りを捧げてくださいました。「日本は必ず復
興します」とおっしゃいました。そうです。今年は、
東北だけでなく、全日本の復興、復活の年になり
ます様、念願申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂
きます。

　年頭のあいさつを申し上げる前に、この度の東
日本大震災により、被災された皆様方に謹んでお
見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を
お祈り申し上げます。
　さて、改めまして、平成24年の年頭に当たり、
社団法人広島南法人会の皆様方に、謹んで新年
のお慶びを申し上げます。皆様方には、平素から
税務行政につきまして格別のご理解とご協力を賜
り、誠にありがとうございます。本年も何卒よろしく
お願い申し上げます。
　特に本年、広島南法人会は昭和45年10月に創
設されて以来40年、また女性部会は平成14年４月
に結成されて以来10年の記念の年を迎えられます
が、これまでの長きに亘るご労苦に対し敬意を表し
ます。
　また、公益社団化に向け、より充実した公益事
業活動の実施や定款変更など、種々の検討をされ
ていると伺っています。
　私どもといたしましても、円滑な移行に向けて出
来る限りの支援をしていきたいと考えています。
　さて、税務行政を取り巻く環境は少子・高齢化
の進展や経済のグローバル化・ＩＴ化により大きく変
化しています。
　こうした中で、適正・公平な課税と徴収の実現
に向けて、我々に与えられた使命を着実に果たす
ためには、ｅ－Ｔａｘの普及などを通じ、限られた人
的・物的資源を最大限活用していくとともに、一般
の納税者の方々には親切かつ丁寧な態度で接す
る一方、悪質な納税者には厳正な態度で臨むこと
で、税務行政への理解と信頼を得ていく必要があ
ると考えています。
　広島南法人会の皆様方におかれましては、今
後とも、税に対する良き理解者として、正しい税知
識の普及や納税道義の高揚に、更なるご支援を
賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　終わりに当たり、新しい年が活力に満ちた明る
い年でありますように、また、会員企業の益々のご
発展並びに皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたし
まして、新年の挨拶とさせていただきます。
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広島南法人会

中尾建三 会長

A  H a p p y  N e w  Y e a r

新年のごあいさつ

広島南税務署

渡邊 憲 署長
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　新年明けましておめでとうございます。支部活動では、
ご支援、ご協力を賜り、心からお礼申し上げます。昨年は、
津波、放射能汚染、台風、豪雨、
円高、いろんな事があった一年
でした。依然として、厳しい経済
状況の中ではありますが、出島・
似島支部では本年度の事業を積
極的に進めて参りたいと思いま
す。会員の皆様のご協力とご指
導をよろしくお願い致します。

　明けましておめでとうございます。我々中小企業にとり
まして、現状の社会経済状況を生き残るのは、一企業の
知恵だけでは限界があると思い
ます。だからこそ、異業種交流、
知恵を出し合える当法人会の必
要性が増すと思います。本年は、
公益法人化をふまえ、会員増強
と支部活動の活性化に取り組み
たいと思います。皆様のご協力
とご指導をお願いいたします。

　新年のお慶びを申し上げます。昨年は東日本大震災を始めと
し、思いもよらぬ自然災害や政治・経済の大事件が多発しまし
た。今までにも増して社会の絆、地
域の絆が必要とされています。会
社経営の面でもドライなやり方一辺
倒でなく、地域のつながりを深める
ことによって豊かな運営が出来るの
ではないでしょうか。支部活動も会
員交流を軸に取り組んでいきたい
と思っています。皆様方のご指導、
ご協力をお願いいたします。

　新年を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。昨年は東
北大震災、福島の原発事故またユーロ圏の信用不安、経験したことが
ない円高と日本経済をとりまく環境は厳
しいものがありました。本年も引き続き
困難な諸問題を解決していかねばなら
ない不透明感があると思います。そん
な社会のなか中小企業が果たす役割は
大きいものがあると思います。法人会
活動を通じて会員相互の親睦を深めお
互いの知恵を出しあって小さな力です
が元気を発信できればと思います。

　明けましておめでとうございます。昨年は東日本大震災、東京
電力の原発事故に始まり、日本にとっては大変な一年であったと
思います。さて、宇品東支部は会
員の増加を第一目標に掲げ、役員
はじめ支部の会員皆様と努力してま
いりましたが、はかばかしい結果を
得る事が出来ませんでした。本年も
会員増加を第一目標に掲げ、地域
に根差した活動を中心に会員全員
で努力して行きたいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。

吉田敏行支部長

出島・似島支部

藤井賢一支部長

的場・松川支部
熊本武司支部長

宇品西支部

佐々木千明支部長

皆実・翠支部
浮田照義支部長

宇品東支部

支部だより支部だより
i n f o r m a t i o n

広島南法人会には現在、11の支部があり、それ
ぞれ支部長および理事が、支部活動の中枢を担
っています。そんな11人の支部長からの、会員
の皆様に向けたメッセージをお届けします。
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　新年あけましておめでとうございます。皆様より支部活
動にご支援、ご協力いただき、心からお礼申し上げます。
昨年は東日本大震災、円高、株
安、ギリシャの国債問題による
ユーロ問題と枚挙のない政治経
済の危機にみまわれました。こ
の厳しい状況下で、会員同士の
情報交換を深めてきました。今
年はさらに会員同士の絆を深め
会員増強に勤めます。よろしく
お願いいたします。

　明けましておめでとうございます。昨年の９月に、役員
会を開催し、会員増強について話し合いました。一社でも
多くの仲間が増えるよう、創意
工夫し、知恵を出し合いました。
昨年は自然災害が多発し、経済
が苦境に落ち入りましたが、今
年は、明るい日射しが降り注ぐ
年になると、期待しています。
皆様、今年も元気に頑張ってま
いりましょう。

　新年おめでとうございます。被災地の復旧、復興を願いつつ年
を越された方も多いと思います。昨年は、地震や大雨、タイの洪
水など大自然の力に圧倒された１年
でしたが、なでしこジャパン優勝とい
う明るい話題もありました。さらに国
民栄誉賞の記念品に熊野筆が選ばれ
たのも広島県民として嬉しいことでし
た。さて、江田島の海岸清掃イベン
トはいかがでしたか？今年も皆さんに
楽しく活動いただけるように微力なが
らお手伝いしたいと思います。

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年も、法人会の活動を通じた会員企業皆さ
まのご発展をお祈り申し上げます。さて、昨年は「東日本大震災」という大変大きな災
害に見舞われました。また、円高不況や株価の
低迷による日本経済の「景気低迷」もあり、決し
て明るい１年ではなかったように思います。今
年こそは、大きな「天変地異」に見舞われること
なく、日本経済が「景気回復」を目指し、穏やか
に暮らせたらと思います。会員増強にも悩むと
ころですが、より一層の会員同士の新睦をはか
り、地道にコツコツと推進していきたいと思っ
ています。本年もよろしくお願い申し上げます。

　明けましておめでとうございます。
　昨年は女子サッカーＷ杯で、なでしこジャパンが世界一
となり、わが町の青崎サッカーク
ラブにも全日本クラスの選手が
5名もいますので、地域の宝と
して、将来を担う若者達を応援
できればと願っております。
　本年も皆様方からの吉報をお
待ちしております。

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
願い申し上げます。段原支部内の会員のコミュニケーショ
ンを図り、地域の活性化と例年
通りの会員増強を図り続けます。
段原地区は再開発地区の為、人
の出入りも多いと思いますが、
周辺支部にも助けて頂き、人づ
くりと町づくりの一如がになえる
様に支部全体で力を合わせて参
ります。応援をよろしくお願いい
たします。

吉田實支部長

京橋・比治山支部
馬場富蔵支部長

東雲支部

東谷正樹支部長

江田島支部
仮田典久支部長

旭・出汐・霞支部

橋川栄二支部長

仁保・青崎支部
奈村日善支部長

段原支部

5



　全国から3300会員が集い、第28回
法人会全国大会が横浜市で盛大に挙
行され、住田、塩本、松岡、濱野の四
副会長が参加しました。
　小泉純一郎元首相の公演で始まり、
「税制改正に関する提言」「東日本大
震災の復興支援の絆を確認」「公益法
人制度改革問題」等がテーマとなり、
各地の法人会の仲間と親睦を深めて
帰りました。
　次回の第29回大会は北海道で開催
されます。

（副会長・濱野博道）

　11月18日、今年は三重県伊勢市の
県営サンアリーナで行われ、当青年部
会からは、中居部会長をはじめ、10名
が参加させていただきました。

大阪のなんば駅から近鉄線に乗り換
え、2時間電車に揺られ、伊勢市に到
着。最寄の五十鈴川駅は、バスも日に
数える程しかないようなのどかな駅で、

そこからシャトルバスで10分、サンアリ
ーナに到着しました。会場前には三重
県の名物の屋台が並び、とても賑わっ
ていました。
　大会では、「和を尊び青年の使命を
果たせよ」をスローガンに、東日本大震
災の復興支援に主眼を置き、ワンコイ
ン募金や、現地からのビデオレターの
発表がありました。
租税教育活動プレゼンテーションでは、
瀬戸法人会の瀬戸法人会劇団「税ゆ
うぞう一座」が最優秀賞を受賞しまし
た。
　アニメーションの代わりに歌や演劇で
の租税教育は、より子供たちに受け入
れられたようです。
再来年には、広島で開催されますが、
それに備えとても参考になったように思
います。

（青年部会理事・金井直樹）

■第25回 法人会全国青年の集い みえ大会
■開催日／平成23年11月18日　■メイン会場／三重県営サンアリーナ（三重県伊勢市）
■参加者／中居部会長、結城直前部会長、松本副部会長、福本理事、塩本理事、髙山理事、鈴木理事、藤井理事、藤原理事、金井理事

■第28回 法人会全国大会 神奈川大会
■開催日／平成23年10月6日　■メイン会場／パシフィコ横浜 国立大ホール（神奈川県横浜市）
■参加者／住田副会長、濱野副会長、松岡副会長、塩本副会長
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　一行を乗せたフェリーは、午後６時
30分に宇品港（県営桟橋）を出発。船

内では、「爆笑！松田聖子そっくりものま
ねショー」をはじめ、船内屋台、お楽し
み抽選会、お子様を対象にした租税
教室など、家族で遊べるイベントがもり
だくさんの内容となりました。メインは、
何といっても海上に打ち上げられる約
4000発の花火。今回も参加者402名と
大盛況のうちに無事終了しました。

　小学６年生を対象に募集した第３回
「税に関する絵はがきコンクール」の表
彰式がジャスコ宇品店特設会場で行わ
れました。市内では半谷太輔くんが広
島南法人会会長賞、三木香乃さんが
広島南税務署署長賞を受賞。江田島
エリアでは中本朱利さんが会長賞、金
田良寛くんが署長賞を受賞しました。

　マイクロバス5台を貸切り、午前７時
30分に広島駅新幹線口から今年の清
掃活動の場所である江田島市能美町
長瀬海岸へと向いました。現地に到着
した参加者一同は、用意された手袋
をはめ、分別用のゴミ袋を片手に海岸
へおり、流木や木片、発泡スチロール
など、約１時間にわたって流れ着いた
ゴミを分別収集しました。この日は、長
瀬海岸で広島FM主催の「クリーンキャ
ンペーンin江田島」（参加者350名）が
開催されており、広島南法人会一行91

名も、このイベントに合流する形で清掃
活動を行いました。
　清掃作業で汗を流した後は、海上自
衛隊江田島第一術科学校へ。専属の
ガイドさんから海軍兵学校時代に建て
られた建物や展示品などの説明を受け
ながら、約１時間半の見学となりました。
　そのあと、海の上に建つ能美島ロッ
ジへと移動。海の幸や地元野菜がたっ
ぷりと使われた豪華な御膳をいただきま
した。食事を終えた参加者は、瀬戸内
海を眺めながら温泉露天風呂に浸かっ

たり、周辺を散策したり。約２時間半ほ
ど潮の香を満喫しながら、ゆったりとし
たひとときを過ごしました。車内では税
に関する問題用紙が配られ、成績優
秀者に記念品が贈られました。

■社会貢献活動「呉海上花火大会・納涼クルーズ」
■実施日／平成23年7月30日　■場所／呉港湾内

■社会貢献活動「税に関する絵はがきコンクール」
■実施日／平成23年11月13日　■場所／ジャスコ宇品店

■社会貢献活動「清掃活動」
■実施日／平成23年11月3日　■場所／江田島市能美町長瀬海岸
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Ⅰ．東日本大震災からの復興に向けて
　今回の大震災の特徴は、巨大津波が東北３県を中心に
５００キロに及ぶ沿岸部の街を根こそぎ飲み込んで生活を
奪い、２万人を超す死者、行方不明者を出したことにある。
加えて原発事故による放射能汚染が広範囲に及び、風評
被害も重なって農水産・畜産物に大打撃を与えた。その痛
みは全国民が等しく共有するところである。 
　一方で、中小企業を含めたサプライチェーンの寸断が世
界のものづくりに影響したように、日本の高度で複雑な部品
が大きな底力をもっていることも再認識させた。一刻も早く
復旧、復興に道筋をつけることは、被災地域の生活再建
だけでなく日本経済の再生にもつながるといえる。そのため
には、復興構想会議の提言にもある通り、新たな街づくり
から規制緩和までを多角的にスピード感をもって進める必
要がある。
　復興財源については、今を共に生きる我々が、我々の
責任において負担することを大前提とすべきある。まず不
要不急の歳出の見直しと無駄の削減を徹底的に実施し、
それでも不足する場合には臨時的な増税もやむを得ないも
のと考える。 震災特例法の施行等により、すでに被災地
の復旧、復興のため多岐にわたる税制上の支援が実施さ
れているが、引き続き被災地企業（これと取引のある者も含
む）に適切な措置を講じるよう求める。
 Ⅱ．社会保障と税の一体改革
　わが国の少子高齢化は先進国で最速のスピードで進ん
でおり、持続可能な社会保障制度の構築は喫緊、かつ最
大の課題である。すでに「給付」と「負担」の間に大きなギ
ャップが生じており、それが先進国の中でも突出した財政
悪化となって反映されている。しかも、「団塊の世代」が年
金受給開始年齢に達するなど、そのギャップは急速に拡大
しようとしている。このままでは社会保障制度も財政も持続
困難になるのは明白といえよう。
　これらは国民に将来不安をもたらしており、生産年齢人
口の減少と人口全体の減少による市場規模の縮小懸念も
相まって、成長の大きな下押し圧力になる恐れが指摘され
ている。そういう意味でも、「安心」を与える持続可能な社
会保障制度の構築と財政健全化の両立は、消費や投資
を促し活力ある経済社会づくりにつながると考える。
　政府が「社会保障と税の一体改革」案をまとめたのを機
に、社会保障制度と財政健全化に対し改めて以下のこと
を求めておきたい。
Ⅲ．経済活性化と中小企業対策
　平成２２年６月に閣議決定された「新成長戦略」では、「２
０２０年には名目成長率３％、実質成長率２％を上回る成
長、２０１１年度中には消費者物価上昇率をプラスに転じ、
早期に失業率を３％台に低下させる」との目標を掲げている
が、具体的政策の実効性には懸念も生じており、目標到
達に対する不透明感が拭いきれない。
　また、東日本大震災で寸断されたサプライチェーンは急

回復しつつあるものの、原発事故による電力不足が将来
にわたって続く懸念から生産の海外移転が加速する可能
性も指摘されており、わが国の経済活動に大きな制約をも
たらしている。
　成長戦略に盛り込まれた医療や農業など新たな成長分
野育成に大胆な規制緩和を実施すると同時に、企業が将
来に向かって活力を維持し、雇用確保などの社会的責任
を果たすことができるよう税制環境を整備する必要がある。
Ⅳ．国と地方のあり方
　わが国の中央集権的システムはすでに経済社会の現状
に適合しなくなっており、行財政面の非効率化のみならず、
地域経済の活性化をも阻害するに至っている。そういう意
味で地方分権は必然的流れであるが、その際にはまず国
と地方の役割分担を明確化し、税財政や行政のあり方を
考えねばならない。
　国と地方は行政を担う「車の両輪」であり、一方だけに
負担を偏らせることがあってはならない。国の財政が地方
よりはるかに悪化している現状を考えれば、いかに地方が
国依存から脱却し、自立・自助の体質を構築するかが重要
である。それが地域活性化、さらにはわが国経済社会に
活力を与えることにつながると考える。
Ⅴ．その他
１.環境問題に対する税制上の対応
　平成２３年度税制改正で石油石炭税に上乗せ税率を課
す「地球温暖化対策のための課税の特例」が盛り込まれ
たが、法案は棚上げ状況にある。
　環境問題にかかる税制上の対応については、国内外に
おける議論の動向、地球温暖化をはじめとする環境政策
等の重要性、石油税や揮発油税など既存の税制措置との
調整をはかりつつ、国・地方の役割等、幅広い観点で、白
紙からの再検討を行うべきである。
２.納税環境の整備
　行財政改革の推進と納税者の利便性向上、事務負担
の軽減をはかるため、国税と課税基準を同じくする法人事
業税、法人・個人の道府県民税、市町村民税の申告納税
手続きにつき、地方消費税の執行と同様に、一層の合理
化を図るよう求める。
３.租税教育の充実
　税は国や地方が国民に供与する公共サービスの対価で
あり、国民全体で等しく負担する義務がある。また、税をき
ちんと払い、税の使途についても厳しく監視する必要があ
る。しかしながら、税の意義や、税が果たす役割を必ずし
も国民が十分に理解しているとはいえない。このため、学
校教育はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、納税
意識の高揚を図っていくことが必要である。
　法人会においては、学童などを対象とした租税教育活
動として、青年部会による「全国一斉行動」や女性部会の
「税に関する絵はがきコンクール」などを実施しており、今
後もさらに積極的に取り組むこととしている。

税制改正要望大会（要望事項抄録）
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　家業を継いで忙しくも充実した日々
ですが、趣味のひとときは格別です。
中でも“ソフトボール”には、休日だけ
でなく平日の週３日を費やし、もはやラ
イフワークの域、とも言えます。子ど
もの頃から続けているソフトボール好き
が高じて、地元のソフトボールクラブ
の監督として子ども達と共に夢を追い

かけ、あっという間に十数年
が経ちました。今では自分
の子ども達もソフトボールに
夢中です。なんと言っても、
我が子だけでなくクラブの子
ども達みんなの成長を感じ
られるのが醍醐味ですね。
　この監督業だけでなく、
僕は地域のソフトボールクラ
ブの選手としても活動してい

るのですが、昔の教え子が年を重ね
社会人選手となり、チームメイトとして
プレーすることがあるんです。そんな
時、長い付き合いの中で生まれた信
頼関係、絆の大切さを実感します。
一緒に苦難を乗り越えたり、努力した
り、夢を追いかけたり、そんな体験の
中で僕が育ち大人になったように、子

ども達にもそんな体験を繋いでいけた
ら、と思っています。職場や学校だけ
ではない、もう一つの場所っていいで
すよね。心の基地とでも言うような…、
それは大人も子どもも一緒です。そん
な時間を共有できる、ソフトボールに
関わるひとときが、僕にとってかけが
えのない「人生の時間」です。

　宝物は長男の「皇
たかみ

心」です。私た
ちは再婚同士の結婚で、互いに子を
持つ身でしたが、夫は「どうしても長
男を産んでほしい」とそれは大変なこ
だわりようでした。身ごもった当時私
は、夫の期待に応えられなかったらど
うしよう、と不安でした。妊婦検診で
も子の性別を聞くに聞けず、悶 と々過

ごしていたんです。
　忘れもしないのは、まだ
お腹も目立たない妊娠５～６
ヶ月の頃、家族で帝釈峡へ
出掛けた時のこと。ある老
人が私を見て、「どっちか当
ててやろうか？」と突然話し
かけてきたんです。子の性
別が気になって仕方ない夫
は興味津々、私は内心ヒヤ

ヒヤ。するとその老人は親指をピンと
立てて「長男よ！」と一言。嬉しいやら
驚くやら…複雑な気持ちでしたが、そ
の後予言通りに待望の長男を出産し
ました。生後間もない息子を連れて
再び帝釈峡へ行くと、老人は笑顔で
「ほら、言った通りだろう」と。聞けば
その老人と息子の誕生日は同じ。さら

に、「名は “皇
たかみ

心”」と言われ、その通
り名付けました。本当に不思議な体
験でした…。
　息子は神様からの授かりものだと信
じています。今は社会人となり東京で
頑張っている息子ですが、その存在
を思うだけでほんわかと幸せになるの
です。産まれてくれて、ありがとう。

多趣味の福本さんは、休
日も家にはほとんどいな
いそう。「ソフトボールが
休みの日には、祖父の形
見であるこの船に乗って
釣りに出るのが楽しみ」、
と福本さん。元気の秘訣
は日々の運動！

船舶の建造・改造・修理などを手掛ける「有
限会社広島港湾造船所」の代表取締役。小
型船舶免許も持っており、休日は海に繰り出
すアクティブな日々を送る。

福本 亨さん

「遠く離れて暮らしていて
も心の繋がりをいつも感
じています。息子の誕生
日には“産んでくれてあり
がとう”という嬉しいメー
ルが届いたんですよ」とに
こやかに語る浜本さん。写
真は家族旅行の一コマ。

ご主人が代表を務める株式会社中央電設の
取締役。主な事業は屋内外電気工事、制御盤
制作、弱電設設備工事など。子育てしながら
家業を支えたパワフルなワーキングマザー。

浜本静子さん

仕事を離れ、リフレッシュ！
かけがえのない「人生の時間」です。

趣味のひととき
福本 亨さん／㈲広島港湾造船所

帝釈峡での不思議な体験
息子は神様からの授かりもの。

最愛の息子「皇心」
浜本静子さん／（株）中央電設

あなたにとっての大切な宝物って何ですか？広島南法人会の会員
企業の方々に登場いただき、その“お宝”にまつわるエピソードや思
い入れを語ってもらうコーナーです。

シリーズ〈18〉
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“心の窓に灯りをともす”をコンセプトに、利用
者の心に寄り添い、明日への活力を共に生み
出す場、として平成20年から運営しているのが
「デイサービスセンターめぐみ」です。高齢者
支援を中心に、高齢者を取り巻く様々な問題や
相談事に至るまで総合的なサポートに尽力。真
心を込めたサービスが評判を呼んでいます。
「ご高齢者の皆様を“人生の大先輩”として敬
い、この場所をもう一つの家庭と感じていただ
けるよう、スタッフ一同『和顔愛語（わげんあい
ご）』の精神で努めています」と橋本所長。メン
タルケアのスペシャリストでもある橋本所長夫妻
は、利用者本人だけでなく、家族の心のケアに
まで気を配り、その人の持つ力を最大限生か
すことで、生き生きとした毎日を過ごせるよう働
きかけます。
　還元水で炊いたご飯、天然だしにこだわっ
たお味噌汁、そして仕出し屋の主菜・副菜は、

味だけでなく見た目も楽しめるよう美しい器に盛
られ、午後のティータイムにもきちんとカップ＆ソ
ーサーを用意。食後は多彩なプログラムを楽し
み、１日は穏やかに過ぎていきます。
「介護保険がはじまって約10年、まだまだこれ
からです。今まさに必要なサービス、そして今後
より切実になる問題だからこそ、ぶれない心でこ
の業務に向き合っていきたいと思っています」

　創業者は現代表・塩本広文さんの祖父。戦
前から海運業の町として栄えた宇品で、船会
社の代理店として創業70年を迎えました。
「私はこの宇品で生まれ育ち、大学時代に４
年間東京へ出ていただけで、人生のほとんどを
この港町で過ごしていることになります。大学
卒業後は『瀬戸内海汽船』で2年間経験を積ん
だ後、『宇品海運』へ入社しました。豪華客船
での船旅ブーム、バブル最盛期、そして高速
道路問題での航路廃止ほか、この旅客ターミ
ナルの開発など様々な時代を見てきました。そ
れだけにこの町、この港には並々ならぬ愛着を
抱いているんですよ」と塩本さん。本業に打ち
込む傍ら、時代の流れや変化に対応し飲食店
経営にもその手腕を発揮しています。時代の
変化を見据えながらも、“他の交通機関に恵ま
れない地域の住民にとっての生活の足である
航路を守る”という使命を胸に、瀬戸内の幅広

い発展を目指しています。
「2011年に広島商工会議所の120周年の式
典があり、戦後65年間継続した企業56社が表
彰され、その中の一社として我が社も表彰さ
れました。旧宇品旅客ターミナルには観光物
産館『山海ステーション』がオープンしましたし、
2012年は大河ドラマ『平清盛』効果も期待しつ
つ、新たな気持ちで業務に取り組んでいきます」

モットーは『和顔愛語』。和や
かな表情と言葉、親しみやす
い振る舞いを心がけていま
す。職場環境においても、職員
のライフスタイルに応じた働
き方の実現等、働きやすい職
場環境を目指しています。

所長・管理者
橋本信俊さん

海の旅のコンサルタント他、飲
食店も経営しています。船関
連の企業は今、大変厳しい時
代を迎えてはおりますが、“生
活航路を守る事”、“瀬戸内の
発展”を目指し、前向きに進ん
でいきたいと思っています。 

代表取締役
塩本広文さん

会員企業 OOM UP!Z ■デイサービスセンターめぐみ
■宇品海運株式会社

デイサービスセンターめぐみ
（南区東雲本町）

TEL 082-510-2028

r e p o r t

親孝行、伴侶孝行のお手伝い、
真心のデイサービスを目指します。

宇品海運株式会社
（南区宇品海岸）

TEL 082-251-5191

r e p o r t

地域の生活航路を守ると共に、
瀬戸内の幅広い発展に寄与したい。
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オート畳工業

宇品
二丁目

富原
脳外科

オート
畳工業

メ
イ
プ
ル

動
物
病
院

花みづき

花
み
づ
き

広
島
段
原

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

サカモト自動車工業

元宇品口

サカモト
自動車工業

2

畑酒館（セブンイレブン）

畑酒館
（セブンイレブン）
畑酒館
（セブンイレブン）

フレスタフレスタ

ドラッグ
セガミ
ドラッグ
セガミ

ケンタッキーケンタッキー

2

鳥勝

鳥勝

ゆめタウン

皆実町
六丁目

猫田記念
体育館

しんたく整骨院

しんたく
整骨院

セブン
イレブン

コ
コ
ス

ゆめタウン

広
島
都
市

学
園
大
学

【メニュー例】
畳替え一枚4000円～（工賃込み）
※まずは気軽に相談を

【メニュー例】
週替りランチ680円、花みづき和ランチ980
円、2時間飲み放題付きコース4000円～

【メニュー例】
キズ・板金塗装・修理整備・取付等
※車に関する悩み・相談は随時受付け

【商品例】
パン、スイーツ、カップ麺、惣菜、ドリン
ク類、中華まんほか

【メニュー例】
ささみ天330円、ずり天330円、串焼き
（ねぎま）330円※予算に合わせて料
理を出してくれるので相談を

【メニュー例】
骨折・打撲・捻挫・挫傷など
気になる症状があれば一度相談を

国産イ草はもちろん、和紙、ビニ
ロンなどの異素材の畳表も取り
扱うオート畳工業。色や柄で表
情が変わる。早朝発注を受けて
夕方には仕上げるという職人技
を、ぜひその目で確かめて。

個人から企業まで対応
畳替え一枚から注文OK

南区宇品神田2-12-18
8：00～17：00
日曜、祝日
082-251-1945

所
営
休
☎

食材や調理法にとらわれない新
しい日本料理が楽しめる店。Ａク
ラスの広島牛や、瀬戸内海産の
魚介類など、素材選びは地物と
旬に、とことんこだわる。昼はラ
ンチ680円～、夜は予算4000円
でお腹いっぱいに！

ゆったりと楽しむ
和創作ダイニング

南区段原南2-8-12
11：30～14：00、
18：00～24：00（日祝22：00）
無休
082-263-1070

所
営

休
☎

車のキズ、へこみ、硝子リペア、
板金塗装等、幅広い業務内容で
愛車ケアに対応。創業40年の確
かな経験・匠の技術に加え、市
内有数の設備を備えており、スピ
ーディで満足度の高い仕上がり
を約束。まずは気軽にご相談を。

創業40年の経験と
匠の技術で愛車ケア

南区元宇品町3-27
9：00～18：00
日曜・祝日・年末年始・GW・お盆
082-254-5855

所
営
休
☎

多忙な現代人のニーズに応える
コンビニエンス。24時間、無休の
営業体制で、こだわり弁当や地
域の新商品、また季節ごとのラ
イフスタイルに最適な多彩な商
品がラインナップ。酒類が豊富に
揃うのも特徴。駐車場も完備。

多忙な現代人や様々な
ライフスタイルに対応

南区東雲本町2-8-8
24時間
無休
082-284-1086

所
営
休
☎

創業45年、先代から受け継いだ
味と昔ながらのスタイルを守り
続ける焼き鳥店。人気は「ささみ
天」と「ずり天」。一度食べたらク
セになる濃厚な甘口タレとの相
性抜群！串以外にも、定番メニュ
ーも約30種類を用意。

揚げたて鶏天にかかる
継ぎ足し作る秘伝タレ

南区皆実町6-6-24
17：00～23：00
第2・4日曜
082-254-3420

所
営
休
☎

20年のキャリアを持つ、宇品出
身の柔道整復師・新宅和也さん
が地元で開業して11年。「身近な
存在でありたい」の言葉にあるよ
うに、地域に密着した整骨院とし
て評判を得ている。和やかな雰
囲気なので気軽に訪れて。

「ほぐす」「固定する」
最適な治療法を提案

南区宇品西3-8-43
8：30～12：00、
15：00～20：00（土曜19：00）
水曜午後・日曜・祝日
082-250-5544

所
営

休
☎

どうせ行くなら、会員企業のお店！広島南法人会会員が経営するお店や
スポットを紹介するコーナーです。皆さん、ぜひ利用しましょう。

会 員 企 業 の
お 店 ・ ス ポ ット
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源泉所得税の納付は
ダイレクト納付が便利！

自宅やオフィスにインターネットを利用
できる環境があれば、簡単な手続で電
子納税をすることができます。電子証
明書やＩＣカードリーダーは不要です。

❶インターネットバンキングの契約が不要
❷即時又は納付日を指定して納付することが可能
❸税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能

詳しくは、e-Taxホームページ又は広島南税務署まで

メリット

税の告知板 t a x e s  i n f o r m a t i o n

《所得税の確定申告に関するお知らせ》
【申告会場】広島市中区基町６-７８ 広島県庁前
「ＮＴＴクレドホール」基町クレド・パセーラ11階
【設置期間】 平成２４年２月１６日（木）～３月１５日（木）
【受付時間】 ９：00～16：00（相談は17：00まで）
○通常、土曜日及び日曜日は相談を行っておりませんが、２月１９日
　と２月２６日の日曜日に限り、確定申告の相談を行います。
○ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

【申告会場】広島市中区基町６-２７ アクア広島センター街
「アクアホール」広島バスセンター8階
【設置期間】平成２４年２月１日（水）～２月１０日（金）
【受付時間】10：00～16：00（土・日曜日は除く）

「還付申告センター」について（還付申告をされる方）

12



　当社は、土木・建築を含む総合建設
業を営んでいます。
　e-Tax システムは平成16年からスター
トしましたが、当社は平成18年に導入し
ました。当時、広島南法人会の会員で
e-Taxを活用している企業はほとんどな
く、そのために税務署はe-Taxの普及
活動に力を入れていました。南法人会
の役員の会合で税務署のご担当者から
e-Tax普及の協力を頼まれたことから、

会長の松本満男が「それならうちが率
先垂範で入れてみよう」と手をあげ、南
法人会のなかではかなり早く導入に踏み
切りました。
　e-Tax普及期ということもあって、当
時は税務署のご担当者が頻繁に当社ま
で足を運んでくださり、手取り足取りとい
う感じで懇切丁寧に使い方の指導をし
ていただきました。私もそうでしたが、イ
ンターネットを使った電子申告というと二

の足を踏まれる方が多いのではと思いま
す。私の体験を通しても、税務署による
指導のあり方が普及の鍵を握っているよ
うに思われます。
　現在当社では、源泉関係や法人税
関係の申告などにe-Taxを活用してい
ます。また、顧問先の会計事務所でも
e-Taxで決算処理を行っています。より
使い勝手のいいシステムとして、今後ま
すます進化してほしいと願っています。

 支部名 法　人　名 所　在　地 電話番号 代　表　者 業　種

㈲明文社 元宇品町26-45 082-255-3443 掛江　明文 紙製品製造
㈱城下産業 宇品御幸2-1-20 082-254-0111 城下　育子 海運業
㈱アルツ 皆実町1-3-27 082-264-7004 長井　敏弘 サービス業
一般社団法人みなみストレスカウンセリング 皆実町1-3-27 082-264-3011 長井　敏弘 診療内科
㈲福美呉服店 翠3-11-5 082-253-5990 森田　弘志 呉服販売
㈱テクノクラーツ 的場町1-5-5 082-264-1010 反本　正典 機械設計・システム開発
㈱ミレニアムフーズ 段原南2-8-12 082-263-1070 東　　栄一 飲食業
馬場建設㈱ホームサービス 東雲2-19-15 082-890-2111 馬場富次郎 建設業
㈱ヒスマ 丹那町22-11 082-251-7322 菅　　雅則 宅地建物取引業
㈲東洋開発 青崎2-19-1 082-890-3140 金沢　正和 水道工事・土木工事
㈲菊池デザイン 仁保南2-17-31 082-298-1185 菊池千代志 広告デザイン
㈲三橋 安芸郡府中町八幡4-7-23 082-510-4103 三橋　妙子 土木工事
㈱Ｍ’sトラスト 安芸郡府中町八幡4-7-23 082-285-1503 三橋　妙子 設計・調査他
㈱シーフォークリエイツ 安佐南区大町3-3-26-5 082-877-8762 柳　　和夫 建築設計・介護事業
㈲アスター 東区温品5-1-35 082-289-5000 熊本　武司 広告物製作業
鳥勝 皆実町6-6-24 082-254-3420 上瀬　孝浩 飲食業
しんたく整骨院 宇品西3-8-43 082-250-5544 新宅　和也 柔道整復師

宇品東

皆実・翠

仁保・青崎

宇品西

的場・松川
段　原
東　雲

賛助会員

ようこそ広島南法人会へ！新入会員紹介 （平成23年7月1日～平成23年10月31日）

税務署から懇切丁寧な指導を受け、
平成18年から導入しています

e -Tax 体験記 株式会社松本組
経理担当（一級建築士）

松本敬子さん

■平成23年度納税表彰

平成23年度納税表彰受賞者への授与式が
11月11日に行なわれました。

広島南法人会からは、下記の３名が受賞しました。
●税務署長表彰
松岡與吉さん（副会長／株式会社兼正冷熱工業）
※前列左から３番目
●税務署長感謝状
上田幸夫さん（理事／株式会社東歯科商店）
※前列右端
馬場富蔵さん（常任理事／馬場建設株式会社）
※前列左端
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アングルみなみ

表紙の説明

　明けましておめでとう
ございます。広報委員
の藤井です。

　思えば私が南法人会に入会したの
は、田邊初代青年部部長の時でし
た。父が親会に全く参加していなか
ったため、初めは何の会なのかよく分
からず、やたら飲む会だなと思いなが
ら、私も酒は大好きですから喜んで
出席しておりました。そのうち、異業
種交流、情報交換の場、良き友人を
つくれる、社長やご子息の会と分かり

ました。忘れてはならないのが、税を
知り、よき経営者を目指すことですね。
　私も来年度末には青年部を卒業す
る歳となりました。私自身、南法人会
に入会して良き友人に恵まれ、数多く
の情報を得られ、公私共に相談にの
ってもらえ、本当によかったと感謝し
ております。中でも青年部全国大会
は、全国の名所や特産物を知り、見
識を広めることができ、会員同士の親
睦もより深められる絶好の機会だと思
います。皆様も是非参加なさってみて

下さい。
　私は親会でも的場・松川支部の支
部長としてお世話になっております。
もうすぐ公益法人となり格も上がりま
す。我々中小企業にとりましては経営
が厳しい現状だからこそ、参加すれ
ばする程メリットが大きい当会の会員
の増強と増々の発展に微力ながらお
手伝いできればと思っておりますと共
に、皆様にとりまして良い年でありま
すよう祈念いたします。

（広報委員　藤井賢一）

編 集
後 記

元は黄幡（おおばん）大明神と称し、
比治山南の谷に鎮座。正保3年3月
（西暦1646年）現在の社地に移して
鎮守社となり、明治元年、神仏分離
令の際社名を改めて比治山神社と称
するようになりました。大国主神をはじ
め、多くの神が祭られています。

比治山神社の初詣

　美観地区はお土産店はじめ、ギャラリー、喫茶店などが出しゃばら
ず、昔の町並みに和と洋を融合させた落ち着きのある風情です。格子
窓からもれる夜の明かりも想像しながら、のんびりと散策できました。
　ワイン好きの私にとって、ワイナリーでの試飲、いえ、工場見学はう
れしい限り。ホロ酔い気分での初めてのぶどう狩り、ずっしりと重いマ
スカットの房を収穫したときは、子供のようにはしゃいでしまいました。
　添乗員さんから出題の頭の体操に、政治経済（もちろん税のこと
も）から、家庭や可愛い孫のことと車中のおしゃべりもつきず、産地の美
味しいもので胃袋を満たし、土産もどっさり。食べて笑って、消費して、
日本の元気は賑やかなおば様達からと感じた今回の研修の旅でした。

（女性部会理事・田邊眞理子）

　11月16日（水）、ホテルセン
チュリー21広島において、平成
23年度「中小企業会計啓発・普
及セミナー」（主催／社団法人
広島南法人会、共催／独立行政
法人中小企業基盤整備機構）が
開催されました。今回は、中小
企業診断士の酒井健次氏を講師
に、「変化の時代に対応できる
会計」をテーマに、「適切な会計処理による決算書」を作成することの意
義・必要性と、それを実務に活かし、経営力を高めるためのポイントにつ
いて学びました。このセミナーは、法人会未加入の方も受講できる開か
れたもので、中小企業の経営者、財務担当者など57名が受講しました。

会報みなみ／第118号
2012年1月10日

発行所●社団法人 広島南法人会
事務局●広島市南区西旭町18-12　082（254）2065

印刷●山部印刷株式会社

秋風を感じながらの
岡山倉敷の旅

中小企業会計啓発・普及セミナー
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私たちは広島南法人会の活動を応援しています。

〒733-0815 広島市西区己斐上2丁目29-5
TEL.082-961-3621  FAX.082-961-3625

社内報、定期刊行物（PR誌等）、会社案内、学校案内、社史編纂など、
編集・制作のともなう印刷物全般を受託制作しております。

お気軽にご相談ください。

住宅改修及び在宅介護改修工事
太陽光発電工事・施工及び販売

ふすまやクロスの張替等小工事より、浴室・キッチン等の水回り改修工事
事務所・マンションのメンテナンス等、内・外装・エクステリア各種工事承ります

株式会社 吉田急配
〒734-0013 広島市南区出島1丁目24番57号
TEL 082-255-5001　FAX 082-255-5003
黒瀬営業所／広島県東広島市黒瀬町乃美尾4423
TEL 0823-82-1411

１本の光ケーブルに託す未来型情報通信

電気通信機器・設計・製作・施工・保守

〒734-0015
広島市南区宇品御幸3丁目15番7号
TEL：（082）251-1356　FAX：（082）251-1357
URL：http://www.synergy-s.com

シナジーシステム株式会社
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