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表紙の説明

　皆さんフェイスブックってご存知ですか？私は去年
の5月連休明けからフェイスブックをし始めました。
　やり始めたきっかけは女房とマイカルで見た１本の
映画です。
「ソーシアル・ネットワーク」という映画でした。
　アメリカの名門ハーバード大学生のパソコンお宅の
主人公はパソコンばかりしていて面白みがないので付
き合っていた彼女に振られてしまいます。主人公はそ
れで頭にきてハーバード大学のコンピュターをハッキン
グし、女子学生の顔写真を集め女の子の格付けサイ
ト「Facemash」を立ち上げる。サイトは公開から２時
間で２万２０００アクセスを記録して、大学のサーバー
をダウンさせる。大学で大問題になり半年間の保護
観察処分となる。このサイトをもとに現在のフェイスブ
ックは誕生しました。
　フェイスブックとある様に他のツイッター、ミクシーの
様に匿名では出来ません。基本的に顔写真、本名、
メールアドレス、住所は明らかにして登録します。友
達になる場合は友達の申請をするわけですが…相手
の素性が分かるから安心です。投稿するコメントも余
り無責任な投稿は出来ません。
　私は現在710名くらいのＦＢ友達が全国に居ます。
実際に現在でもやり取りしている人は２０パーセントくら
いです。ＦＢで知り合い実際にお会いして交流が出

来た人は５０名くらいおられます。
　また思わぬ出会いもありました。私がビートルズの
投稿をしたところ、群馬県の前橋で病院長をされてい
るＹさんから私に友達申請がありました。やりとりして
いるうちに皆実小学校の同級生だと分かりました。ク
ラスが一緒になった事はなかったのですが…。Ｙさん
はまだ実家が皆実町にあります。7月、50年ぶりに再
会しました。私の会社のスタジオで？二人ビートルズを
ギターで歌いました。
　フェイスブックは思わぬ出会いを生み出すソ－シア
ルネットワークです。利用者は現在世界で8億５０００
万人とも言われています。日本ではまだ1000万人くら
いの様ですが…最近上場されて弱冠２７歳の創業者
のマーク・ザッカーバーグは資産２兆円の大金持ちに
なりました。正にアメリカンドリームです。
　これからは飛躍的に日本でも利用者が増えて来る
と言われております。南法人会でも青年部会のごく一
部の人がされているようです。グループごとの囲い込
も出来情報が共有出来ます。また業種によっては強
力な営業ツールにもなります。南法人会の皆さんもフ
ェイスブックされてみたら如何ですか？

（佐々木 徹･佐々木順建設株式会社）

広島みなと夢花火大会納涼クルーズ
７月28日（土）、広島南法人会主催の
「広島みなと夢花火大会納涼クルー
ズ」が行われました。貸し切りのフェリ
ーに449名が乗船して18時20分に広
島港を出港。船内では縁日コーナー、
飲み物＆おつまみコーナーなどが設
けられ、チャリティーバザーや子供租
税教室も開催されました。20時に花
火の打ち上げが始まると大歓声があ
がり、船上からの贅沢な花火鑑賞に
参加者も大満足の様子でした。

「広島みなと夢花火大会納涼クルー
ズ」出港後、中尾建三会長が参加者を
前に挨拶

船内では縁日コーナーが設け
られ、子供租税教室も開催

フェイスブック

みなみ・かぜ
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　本日は広島南法人会の会員の皆様が多
数ご参集くださいまして、誠にありがとうご
ざいます。また、日頃から当会の運営に関
しまして、皆様方のご協力をいただいてお
りますことに、改めてお礼を申し上げます。
　また、本日は、たくさんのご来賓をお迎
えしての総会でございます。税務ご当局
からは渡邊署長さん、大田副署長さんを
はじめ、たくさんのご来賓の方々にご臨席
いただき、我々の総会を盛り上げてくださ
いまして誠にありがとうございます。
　昨年は東日本の大災害、本当に国難と
もいうべき災害がありまして、今なお東北
の方々はたいへんなご苦労をなさっていま
す。東北地方の法人会におきましてもま
だ正式な活動ができていないところもある
やに聞いております。全法連では東日本
に対する義捐金の募金活動を行いました
が、当法人会におきましても多くの方々に
ご協力いただきました。この場を借りて改
めてお礼を申し上げます。
　さて、今回は公益社団法人としての初

の総会となりました。昨年は、国の公益
法人改革にともない、我々は一般社団法
人になるか、あるいは公益社団法人にな
るかという選択を迫られましたが、昨年の
総会でハードルの高い方の公益社団法人
をめざそうではないかということでご承認
いただき、皆様方担当各位のご尽力によ
り、この３月に無事公益社団法人への移
行ができました。
　公益社団法人となりますと、やはり世の
中からは公益性を問われます。我々法人
会の会員は地域経済の担い手であると同
時に次世代の社会に対して納税の意識
とか意義を伝えていく使命、役割がありま
す。こうした中、16の単位法人会からなる
県法連の理事会の席で各法人会の概況
資料をいただきましたが、それによります
と、広島南法人会の組織率が平均より７％
ぐらい下回っていました。その一方で、法
人会の財政基盤を支えていただいていま
す福利厚生制度の加入率は平均より少し
上回っていました。私ども広島南法人会

は社団化より40年を迎えます。県下16単
位法人のなかでいちばん早く社団法人に
なった法人です。いずれにしても40年の
歴史をもつ法人会としては現状の数字が
少し物足りないなあと思っています。
　つきましては、組織委員会の皆様やあ
るいは福利厚生委員会の皆様、各支部
長さんにはたいへんご尽力いただいてお
りますが、どうか会員の皆様にも一層の
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
　我々がめざすところは、法人会各会員
の企業・事業所の発展と社会へ貢献です。
どうか皆様方とともにがんばりたいと思いま
す。今日の総会、皆様方のご議論をいた
だくなかで実りある総会となることを心から
念願しながら開会の挨拶といたします。

■広島南法人会　中尾建三 会長

社団化40周年、公益社団法人として
記念すべき第１回通常総会を開催。

社団化40周年を迎えた広島南法人会は、今年度より公益社団法人となり、
その第１回通常総会が5月25日、グランドプリンスホテル広島で開催されました。
総会では中尾建三会長が議長となり、平成23年度の決算報告・理事会承認事項として事業報告、
平成24年度事業計画・収支予算、各表彰などが行われ、とどこおりなく終了しました。

地域経済の担い手として
より公益性のある活動を。
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　本日、ここに「公益社団法人広島南法
人会の第１回通常総会」が、関係者多数
のご臨席の下、盛大に開催され、議案
審議も滞りなく終了されましたこと、心より
お喜び申し上げます。
　中尾会長をはじめ広島南法人会の皆
様方には、平素から税務行政の円滑な
運営につきまして、格別のご理解とご協
力を賜っており、本席をお借りしまして厚く
お礼申し上げます。
　また、先ほど多大なご功績により表彰
を受けられました皆様方におかれまして
は、誠におめでとうございます。
　広島南法人会は、昭和45年に設立さ
れ、昭和48年6月に広島国税局管内で最
も早く社団化を実現されて以来、清掃活
動等による社会貢献活動、小学生を対象
とした租税教室等による税知識の普及、
更には決算期説明会等による税の啓発
活動など、公益活動を活発に行ってこら
れました。
　その結果、これらの公益活動が認めら
れ、４月１日より公益社団法人として、新
たな一歩を踏み出されましたことを心より
お祝い申し上げますとともに、公益認定
の手続き等に係わられた役員並びに会員

の方々にも敬意を表したいと思います。
　まさに、広島南法人会は地域社会にと
ってなくてはならない団体であり、その活
動実績は多方面から高く評価されており
ます。
　皆様方の真摯な取組に対して、改めて
深く感謝申し上げる次第であります。
　とりわけ、e-Taxの利用促進では、確
定申告期間に、「e-Tax利用促進協議
会」と協賛して、ダイレクト納税を推進す
る幟旗を金融機関の店頭に設置するな
ど、様々な普及策に取り組んでいただき、
この尽力により更に利用率が伸びていくこ
とを期待しております。
　引き続き役員企業、会員企業並びに役
員個人の利用率向上と会員以外の方々
への普及についてもご協力を頂きますよう
お願い申し上げます。
　さて、最近の税務行政を取り巻く環境
は、少子・高齢化の進展や急速なグロー
バル化・IT化に伴う社会経済の変化など
様々な課題が生じております。
　このような状況の中、 税務行政に携
わる者といたしましては、社会や経済環
境の変化に柔軟かつ的確に対処しつつ
e-Taxやワンストップサービスによる行政効

率並びに国民の皆様の視点に立った信
頼される税務行政に努めて、従来以上に

「適正・公平な課税の実現」と「期限内
収納の確保」に向けて、力一杯取り組ん
でまいる所存でございます。
　しかしながら、税務行政の円滑な遂行
には、地域社会のリーダーとして活躍し
ておられます広島南法人会の皆様方の
お力添えが是非とも必要であります。
　広島南法人会の皆様方におかれまし
ては、中尾会長のもと税に対する良き理
解者として、引き続き、納税道義の高揚と
円滑な税務行政の遂行になお一層のご
支援、ご協力を賜りますようお願い申し上
げます。
　終わりに当たり、公益社団法人広島南
法人会の益々のご発展と、会員各位のご
繁栄並びに本日ご出席の皆様方のご健
勝、ご多幸を祈念いたしまして、お祝い
の言葉とさせていただきます。

役職名 氏名 法人名
広島南税務署長表彰受彰者（納税表彰）

副　会　長
常 任 理 事
理　　　事

副　会　長
常 任 理 事

常 任 理 事
理　　　事
理　　　事

副　会　長
常 任 理 事
常 任 理 事
常 任 理 事
常 任 理 事
常 任 理 事
常 任 理 事
理　　　事
理　　　事

全国法人会総連合会長表彰受彰者（功績）

広島県法人会連合会会長表彰受彰者（功績）

松　岡　與　吉
馬　場　富　蔵
上　田　幸　夫

松　岡　與　吉
吉　田　敏　行

熊　本　武　司
福　本　　　亨
上　田　幸　夫

濱　野　博　道
佐々木　千　明
松　本　満　男
奈　村　日　善
馬　場　富　蔵
中　居　和　志
東　谷　正　樹
福　本　　　亨
牛　尾　克　美

㈱兼正冷熱工業
馬場建設㈱
㈱東歯科商店

㈱兼正冷熱工業
㈱吉田急配

㈱熊本組
㈲広島港湾造船所
㈱東歯科商店

㈱濱野材木店
宮本産業㈱
㈱松本組
㈱エナプラン
馬場建設㈱
志和建設㈱
東栄汽船㈱
㈲広島港湾造船所
㈲ウシオ

役職名 氏名　 法人名

広島南法人会会長表彰受彰者（会員増強）

理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
支 部 委 員
支 部 委 員
支 部 委 員
支 部 委 員
支 部 委 員
青年部会副部会長
青年部会理事
青年部会理事
青年部会理事
女性部会副部会長

吉　永　克　己
吉　田　和　夫
満　長　邦　子
石　橋　勇　美
住　川　不二雄
宍　戸　正　治
桜　井　志　巻
景　山　善　美
宮　崎　広　一
玉　木　昌　士
高　崎　信　夫
柳　田　　　剛
森　　　敏　郎
増　田　哲　朗
山　先　義　信
松　本　浩　一
高　崎　　　誠
宍　戸　秀　行
藤　原　英　生
小　山　幸　子

アイオ㈱
味日本㈱
満長建設工業㈱
石橋包装㈱
住川工業㈱
㈲シシド
㈱とら屋
景山産業㈱
㈲宮崎畳店
大成石油㈱
㈱高崎モータース
広島銀行　皆実町支店
もみじ銀行　翠町支店
広島信用金庫　皆実支店
みゆきマリーン㈱
㈱松本組
㈱高崎モータース
㈲シシド
㈱秋月板金店
共栄金属工業㈱

広島南法人会会長表彰受彰者（会員増強）

■広島南税務署　渡邉 憲 署長

税に対する良き理解者として
円滑な税務行政の遂行に感謝。

平成23年度受彰者紹介（敬称略）
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役職名 氏名 法人名

常 任 理 事
常 任 理 事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
支 部 委 員
支 部 委 員
支 部 委 員

佐々木　千　明
松　本　満　男
吉　永　克　己
吉　田　和　夫
満　長　邦　子
高　崎　信　夫
森　　　敏　郎
増　田　哲　朗

宮本産業㈱
㈱松本組
アイオ㈱
味日本㈱
満長建設工業㈱
㈱高崎モータース
もみじ銀行　翠町支店
広島信用金庫　皆実支店

〈10年連続〉

広島南法人会会長表彰受彰支部（会員増強）
支部名 支部長名

皆 実 ・ 翠
東　　　雲

佐々木　千　明
桜　井　志　巻

広島南法人会会長表彰受彰友誼団体（会員増強）
団体名 代表者名

大同生命保険㈱
ＡＩＵ保険会社
ＡＦＬＡＣ

小笠原　　　康
川　﨑　英　幸
鈴　木　正　浩

役職名 氏名 法人名
記念品贈呈者（退任）

監　　　事
常 任 理 事
理　　　事
理　　　事

熊　平　泰　大
馬　場　富　蔵
吉　田　和　夫
佐々木　安　弘

㈱熊平製作所
馬場建設㈱
味日本㈱
大柿海運㈱

順位 支部名 達成率
福利厚生関係表彰受彰支部

【大型保障制度推進達成・保険金額】

１
２
３

１
１
１
１
１

宇　品　西
東　　　雲
皆　実、翠

宇　品　西
皆　実、翠
的場、松川
段　　　原
旭、出汐、霞

155.0 %
134.0 %
103.3 %

100.0 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %

【大型保障制度推進達成・新規企業】

科　目 当年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
　1.経常増減の部
　（1）経常収益
 基本財産運用益
 特定資産運用益
 受取会費
 事業収益
 受取補助金等
 受取負担金
 雜収益
 経常収益計

（2）経常費用
 事業費
 管理費
 経常費用計
 　当期経常増減額
　2.経常外増減の部
　（1）経常外収益
 経常外収益計
　（2）経常外費用
 経常外費用計
 　当期経常外増減額
 　税引前当期一般正味財産増減額
 　法人税、住民税及び事業税
 　当期一般正味財産増減額
 　一般正味財産期首残高
 　一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 受取補助金等
 　受取全法連助成金
 一般正味財産への振替額
 　一般正味財産への振替額
 　当期指定正味財産増減額
 　指定正味財産期首残高
 　指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産末期残高

2,650
1,204

10,240 ,000
2,228 ,220
8,361 ,400

618,000
579,921

22,031 ,395

16,890 ,666
6,367 ,580

23,258 ,246
-1 ,226 ,851

0

0
0

-1 ,226 ,851
104,000

-1 ,330 ,851
12,665 ,654
11,334 ,803

7,918 ,000
7,918 ,000

-7 ,918 ,000
-7 ,918 ,000

0
0
0

11,334 ,803

※ここでは、平成23年度正味財産増減計画書（総括書）を掲載しております。
　なお、総会ご欠席の方で、議案書をご希望の方は事務局（254-2065）までご連絡ください。

科　目 予算額
Ⅰ 一般正味財産増減の部
　1.経常増減の部
　（1）経常収益
 基本財産運用益
 特定資産運用益
 受取会費
 事業収益
 受取補助金等
 受取負担金
 雜収益
 経常収益計

（2）経常費用
 事業費
 管理費
 経常費用計
 　当期経常増減額
　2.経常外増減の部
　（1）経常外収益
 経常外収益計
　（2）経常外費用
 経常外費用計
 　当期経常外増減額
 　税引前当期一般正味財産増減額
 　法人税、住民税及び事業税
 　当期一般正味財産増減額
 　一般正味財産期首残高
 　一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 受取補助金等
 　受取全法連助成金
 一般正味財産への振替額
 　一般正味財産への振替額
 　当期指定正味財産増減額
 　指定正味財産期首残高
 　指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産末期残高

3,000
5,000

10,000 ,000
3,050 ,000
8,065 ,300

700,000
601,000

22,424 ,300

20,315 ,100
6,224 ,900

26,540 ,000
-4 ,115 ,700

0

0
0

-4 ,115 ,700
101,000

-4 ,216 ,700
11,334 ,803
7,118 ,103

7,797 ,000
7,797 ,000

-7 ,797 ,000
-7 ,797 ,000

0
0
0

7,118 ,103

前年度予算額 増減

10,000
5,000

9,800 ,000
1,450 ,000
8,201 ,000

700,000
703,000

20,869 ,000

15,683 ,000
6,387 ,000

22,070 ,000
-1 ,201 ,000

0

0
0

-1 ,201 ,000
0
0

12,665 ,654
11,464 ,654

7,818 ,000
7,818 ,000

-7 ,818 ,000
-7 ,818 ,000

0
0
0

11,464 ,654

-7 ,000
0

200,000
1,600 ,000
-135,700

0
-102,000

1,555 ,300

4,632 ,100
-162,100

4,470 ,000
-2 ,914 ,700

0

0
0

-2 ,914 ,700
101,000

-4 ,216 ,700
-1 ,330 ,851
-4 ,346 ,551

-21 ,000
-21 ,000
21,000
21,000

0
0
0

-4 ,346 ,551

公益社団法人 広島南法人会　平成23年度正味財産増減計画書および収支予算書
正味財産増減計画書（総括書）
平成23年4月1日〜平成24年3月31日

収支予算書（損益ベース）
平成24年4月1日〜平成25年3月31日
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　平成24年２月９日（木）、グランドプリ
ンスホテル広島において、「女性部会
設立10周年記念講演及び祝賀会」が
盛大に開催されました。第１部では、元

（株）くいだおれ会長の柿木道子さんが
「永いことおおきに　くいだおれ泣き笑

い商法」を演題に約１時間半にわたる
講演をしていただきました。
「大阪名物くいだおれ」は柿木さんの
父親が1949年に創業。しかし、創業
者の父親が病に倒れたことにより、そ
れまで専業主婦だった柿木さんは1983
年から兄とともにその事業を引き継ぐこ
とになります。
　講演では、創業時の話から始まり、
事業を受け継いだあとの経営者として
の苦労話などを大阪弁でユーモアをま
じえながらお話していただきました。
「大阪名物くいだおれ」といえば、動い
て太鼓をたたく人形「くいだおれ太郎」
はあまりにも有名。まさに道頓堀のシン
ボルともいえる存在です。講演の中で、

この「くいだおれ太郎」にまつわるいろ
いろなエピソードも披露。「くいだおれ
太郎」がいったんはさびれた道頓堀界
隈が観光の街として大阪一の賑わいを
取り戻すのに大きな貢献をしたことを改
めて知ることができました。
　柿木さんは「商いの原点はおもなし
の心です。そのおもてなしの極意とは、
相手（お客様）のことをよく知ろうとする
ことです」と講演を締めくくりました。
　この後は祝賀会となり、多くの来賓
を前に太田賀代子女性部会長が開宴
の挨拶。祝賀会では、鳥井純子さん
の舞踊「千代の友鶴」、住田和士副会
長の尺八、東谷マジックショーなども披
露されました。

　４月12日、第７回全国女性フォーラム
群馬大会が開催され、太田部会長、
小山、佐々木副部会長と４名で出席し
ました。今回は全国から1900名が参
加。大会は記念講演から始まり、医学

博士で落語家「桂前治」の芸名をもつ
中島英雄氏が「笑いと健康」と題して
講演されました。
　続いて式典に移り「かかあ天下が未
来を拓く！～今こそ女性の力でもっと社
会に貢献を～」の女性スローガンが唱
和され、単位会の社会貢献活動の報
告がなされました。その後、前回開催

中止になった宮城県連代表が挨拶に
立ち、みんな涙してしまいました。
　最後に、大会旗が次回開催県の愛
知県連に手渡されて閉会しました。参
加者は上州群馬の「かかあ天下」女性
会員と見事な桜に見送られ、会場となっ
た「グリーンドーム前橋」を後にしました。

（政廣久子）

■女性部会設立10周年記念講演及び祝賀会
■開催日／平成24年２月９日　■メイン会場／グランドプリンスホテル広島

■第７回全国女性フォーラム群馬大会
■開催日／平成24年4月12日　■メイン会場／グリーンドーム前橋（群馬県前橋市）
■参加者／左から太田部会長、小山、政廣、佐々木副部会長
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　公益社団法人となってはじめての青
年部会第１回報告会が「はんべえ」に
て18時より開催されました。
　報告会ではまず中居和志部会長が
挨拶を行い、南税務署や保険会社の
来賓の方 を々紹介。続いて議事に入り、
理事補充承認の件、公益社団法人化

にともなう青年部会規約一部改正の件
を満場一致で承認しました。あわせて
平成23年度事業報告、平成23年度活
動費用報告、平成24年度事業計画な
どの報告が行われ、来賓祝辞をいただ
いて青年部会は無事終了しました。

　恒例となった青年部会の親善ボウリン
グ大会は、18時45分から試合開始。今
回は支部から11チーム、生命保険会社
などから参加した特別参加４チームの
計15チームが30レーンを使って熱戦をく
りひろげました。チーム編成は男女人数

制限なしの８名です。試合が始まると、ス
トライクやスペアをとるたびにあちらこち
らのレーンから大歓声があがりました。
　激戦を勝ち抜いたのは東雲支部で、
昨年に引き続き団体戦優勝となりまし
た。また、個人戦では、東雲支部の
宍戸正治さんがトータル415点で優勝。
団体、個人とも上位入賞者に賞金・商
品が贈られました。また、20位、30位
などの「飛賞」も数多く用意され、飛賞

の名前を呼ばれた参加者は思わず満
面の笑みとなりました。

今年の懇親チャリティーゴルフ大会に
は10組40名が参加して、五月晴れの
なか日頃のゴルフの腕前を競い合いま
した。そのなかで優勝カップを手にし
たのは宇品西支部（株）鈴喜の鈴木岳
穂さん。２つのホールにニアピン＆チャリ
ティーホール（ワンオンしない場合は各
ホール500円のチ
ャリティー）で集
めたチャリティー
は、あしなが東
日本大地震・津
波遺児募金へ寄
付されました。

 今回は、公益社団法人としては第１
回の女性部会報告会となりました。こ
の報告会では、公益社団法人化にとも
なう女性部規約一部改正が承認され

たほか、平成23年度の事業報告、活
動費用報告、平成24年度の事業計
画、同活動予算が各担当より報告され
ました。

■青年部会第１回報告会
■実施日／平成24年6月15日　■場所／はんべえ

■女性部会第１回報告会
■実施日／平成24年6月6日　■場所／グランドプリンスホテル広島

■青年部主催親善ボウリング大会
■実施日／平成24年２月17日　■場所／広電ボウル

■第26回懇親チャリティーゴルフ大会
■実施日／平成24年５月６日　■場所／広島東映カントリークラブ
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　広島南法人会が公益法人として許可され最初の年になり
ます。今後ますますの公益性が必要になってきます。
当支部では本年度会員増強をは
じめ、講演会、研修会、社会貢
献活動に積極的に取り組んでい
きたいと思っています。
　会員および役員の皆様のご協
力よろしくお願い致します。

　当支部近隣の広島駅前地区は、再開発事業がやっと進
み出し、高層マンションが次々と建設中で、いずれ賑わう
と期待しているところです。
　また、いよいよ我が広島南法
人会も公益法人となりました。
それに伴い所々名称や手続き、
支部活動費の使用方法等の変更
の戸惑いも感じてはおりますが、
公益法人の名のもと、より一層
の会員増強と支部活動の活性化
を図りたいと思っております。

　今年４月から公益社団法人としてスタートを切りました。
これからはますます地域貢献をしていかなければなりませ
ん。当支部は総会で大型保障制
度推進達成で表彰を受けました。
ありがとうございました。今は政
治・経済が低迷し、先が見えませ
んが、法人会にはすばらしい仲間
がいます。交流を深め、乗り切っ
ていきましょう。支部の研修会に
は是非ご参加を。また会員増強
にはご協力をお願いいたします。

　会員相互の見識および懇親を深める目的で研修会を開催したいと思います。
　今回のテーマは中小企業にとって重要課題のひとつである「事業継承対策」
について講師にお話をしていただく予定に
しております。
　さて、会員増強についてですが、皆様の
ご協力のおかげで10年連続目標達成する
ことができました。本年は一つの節目をこ
えて、新たなスタートと位置づけて会員増
強に取り組みたいと思います。
　これらの活動を通じて地域の活性化に繋
がっていくことを願っています。

　支部会員の皆様、連日の猛暑の中ご苦労様です。支部活動とりわけ
会員増強については支部役員、委員の皆様はじめ会員の皆様にいろい
ろ努力していただいておりますが、まま
ならないというのが現状であります。
　当支部のエリアは活性化がむしろ停
滞気味でテナント等も空室が目立つ現
状です。とは言っても会員の増強は法
人会活動の最も重要な事の一つです。
今後、役員、委員が中心となって会員
増強に取り組んでいきますので、会員
の皆様、ご協力よろしくお願いします。

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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　当支部では京橋会館の再開発で少しずつ変わっていきま
す。これに伴い支部役員会で相互の懇親を深めて新規法
人への入会の勧誘に努めていく
予定です。今のところ新規加入
のチラシを配って回っても反応
が返ってこないのが現状です。
公益法人認定で信頼が高まるの
で、会員増強活動及び地域の連
携に積極的に取り組んでいきた
いと思いますので、よろしくお願
いたします。

　広島の経済状況は、デフレ傾向に一向に歯止めがかかる
状況ではなく、大変厳しい状況である事は言うまでもありま
せん。
　そんな中で６月12日に役員会
を開きましたが、東雲支部としま
しては社団法人40周年、加えて
公益社団法人元年の今年は、公
益性の高い研修会、行事等に未
加入の会社に参加を求め、支部
の皆さんと共に会員増強に取り組
んで参りたいと思っております。

　昨年11月に江田島市能美町長瀬海岸で清掃活動をしました。その後、
海上自衛隊江田島第一術科学校を見学し、平和の尊さを再認識された会
員も多かったことと思います。昨年気仙
沼に貸与したフェリーも江田島に帰港し
再び活躍しています。地震・竜巻等大自
然には非力でも、被害に遭われた方々へ
の思いは風化させないようにしたいもの
です。スカイツリーも開業し、ひろしま菓
子博PRも本格的になってきました。今年
も節電の夏になりますが、暑さを吹き飛
ばす明るい話題が増えるといいですね。

　つい先日の新聞に載っていた記事をご紹介します。宮城県気仙沼市を訪れ、東日本
大震災でのすさまじい体験談を聞き、言葉を失った時に、その話をしてくれた女性の話
です。
「みんながね、日本に再び大地震が来るなら、
気仙沼で起きろって言うの。今度は賢く動ける
し、もう失うものはないから。」
　震災がれき処理もままならない中、本当に東
北の人の「底力」を感じますね。未だ明るいニュ
ースや景気回復の兆しは見えませんが、被災地
の方々に恥じる事のないよう、会員とともに前を
向いて地道に邁進していきたいと思っています。

　平成23年度は理事7名、支部委員7名の計14名の方に
支部の役員になって頂き、役員会を年3回実施致しました。
恒例の青年部主催のボーリング
大会も優勝こそ逃しましたが、準
優勝という好成績を上げました。
　本年も仁保6地区、青崎4地
区毎に配置した担当役員が、地
区巡回活動を例年以上に精力的
に実施していきますので引き続
き宜しくご支援賜りますようお願
い申し上げます。

　本年度の広島南法人会は、社団法人格から公益社団法人格となり、社会
貢献に対しての行動を重視する認識を強めたいと思います。ご指導の程、よ
ろしくお願いします。
　また、本年度は40周年という事で一つ
の区切りです。40年の歴史はとても格調
が高いです。その格調に恥じぬように、段
原支部も何かお役に立ちたいと思います。
　会員増強を常に心がけ、公益社団法人
を意識しながら、地域に貢献できるように
創意工夫をして、皆で頑張っていきたいと
思います。

吉田實支部長

京橋・比治山支部
桜井志巻支部長

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
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　内装・外装を中心としたリフォーム
事業を立ち上げて5年。お気に入りの
アンティーク家具、雑貨等、自分のこ
だわりを事務所に詰め込んで、充実
した毎日を過ごしています。
　私は“趣味の人”と言われるくらい
凝り性で、思い立ったらやらずにはす

まない性格なのですが、
この情熱や活力をバネに
公私ともに成長してきまし
た。趣味も宝ものもたくさ
んありますが、強いてあげ
るならロードスポーツバイク

「CL400」です。高校時
代のグランドホッケー部の
先輩が、社会人となり独立
開業した時、お祝いを兼ね
て先輩から購入したもの

です。当時サラリーマンだった私は、
独立して輝く先輩の姿を見て、自分の
中にくすぶるものが何なのかと考える
ようになり、思い切って会社を退社。そ
の後、映画鑑賞、読書、旅、バイクと
心のままに一時を過ごし、独立開業へ
の道を歩き始めました。今もこのバイク

は事務所に置いて、天気の良い日は
海や山にとドライブを楽しんでいます。
　今の自分があるのは、一歩先で輝
く姿を見せてくれた先輩、前職の社
長、仲間、家族…とすべてご縁のな
せる業。そんな中でこのバイクは、自
分のモチベーションを上げる、チャレ
ンジ精神のシンボル的存在なのです。

　夫と結婚して、義父母と同居し４人
の娘に恵まれました。専業主婦だっ
た私は主人が会社を起こしたのを機
に少しでもお役に立ちたいと事務等
のサポートをするようになりました。慌
ただしい日常生活でしたが、毎年欠
かさなかったのが、結婚記念日のデー

トです。忘れられないのが、結婚10
周年での記念日デート。毎年、市内
で待ち合わせて食事をして、花束をも
らうパターンだったのですが、この日
は待ち合わせ場所でいきなり、「何か
欲しいものはある？」と聞かれ、思わず

「指輪」と答えたんです。すると、主
人は迷いもせずBVLGARI (ブルガリ
)のショップへ直行。とても高価なモノ
ですし、あまりにも突然だったのでか
なり驚きましたが、主人の表情や態度
からその気持ちがひしひしと伝わって
くるようで、私は素直に、有り難くブル
ガリの指輪をいただきました。主人は
無口なタイプなので、このサプライズ
について後から話をしたりすることは
ありませんでしたが、私にとってこの
指輪は第二の結婚指輪のよう。夫婦

の絆を再確認する日になりました。
　今ある生活を支えてくれているの
は、主人。仕事面でも尊敬できる人
です。普段は外食が多いので、家に
いる時はできるだけ手料理を心がけ、
寛げる食卓を目指しています。そして
いつまでも健康で仲良く暮らしていけ
たらいいなと思っています。

仕事と趣味の時間にメリ
ハリを付けて、どちらも
100％で向き合う鈴木さ
ん。２年前から始めたピア
ノは、発表会で娘さんと
連弾をするほどに上達し
た。「一度の人生、より充
実させたいです」

内装・外装リフォーム、マンション改修、塗装等
を手掛ける「株式会社 鈴喜」の代表取締役。
高校時代はグランドホッケーに打ち込み、国
体全国一位に輝いた。多趣味多才な仕事人。

鈴木岳穂さん

結 婚25周 年 の今 年は、
社会人になった娘さんか
らの日帰り旅行のプレゼ
ントを満喫。「夫婦に限ら
ず、人間関係は日々の積
み重ねが大切です。感謝
の気持ちを忘れず、伝え
ていきたいです」

有限会社MasMasの取締役。建築全設計
から施工までを手掛ける建築設計事務所で
経理を担当。母親、妻、そして会社を支え
る一員として忙しくも充実した日々を送る。

奈村真理さん

先輩から購入したバイク「CL400」は、
独立開業・チャレンジ精神のシンボル的存在。

バイク「CL400」
鈴木岳穂さん／㈱鈴喜

夫婦の絆を確かめ合った、
結婚10周年のサプライズ・リング。

結婚10周年の指輪
奈村真理さん／㈲MasMas

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〈19〉
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　海上自衛隊、海上保安庁、JRグループ、国
土交通省大阪航空局、NECグループなどを主
要取引先に、電気通信・電気工事業を営んで
いるのがシナジーシステム（株）です。
　創立は昭和22年にさかのぼりますが、平野武
志さんは平成20年７月に取締役社長に就任、現
在、社員40名のトップとして活躍されています。
「当社では、会社の全株式をすべて社員でも
っています。そのために年１回の社員総会・株
主総会では企業の経営状況を社員にオープン
にし、施策発表会などもやっています。もちろ
ん、社員の誰もが決算書を見ることができます。
このように社員に開かれた経営を実践している
のが当社の大きな特徴といえますね。おかげさ
まで事業の方は、『ユビキタス社会』の実現とい
う国の施策、後押しなどがあり、ここ数年はイン
ターネットや光通信関連の情報通信設備工事
が好調です。ちなみにユビキタス社会とは、い

つでもどこでも、何にでも、誰でもがコンピュー
タネットワークなどにつながることにより、さまざま
なサービスがすべての人々に提供され、人々の
生活をより豊かにする社会のことですが、こうし
た情報通信システムのインフラのための設備投
資もほぼ終わりに近づいています。そのことを
見据えて、今後は、体力に見合った自社ブラン
ドの製品の開発にも力を入れ、提案型の営業・
機器開発に取り組んでいきたいと考えています」

　産地から鰹節、鯖節、鰯節などを仕入れ、
それを削って削り節として販売しているのが

（株）太田花かつおです。もともと竹屋町で商
売をしていましたが、原爆で焼け出され、現在
の青崎に移転、60年以上の間、この地で業務
用を主体とした削り節を製造しています。
　代表取締役の太田一徳さんは、父親から家
業を継ぎ、平成元年に株式会社として法人化
しました。
「私のところは、鰹の削り節のなかでも高級品
といわれるものを中心に製造してきましたので、
質については自信があります。しかし、このとこ
ろの不景気で割烹などの高級料理店がちょっ
と不振です。その影響で少々苦労をしておりま
す。ただ、できるだけいいものを提供したいと
品質重視でやってきましたので、うちの製品の
品質を認めてくださると、そこからは長くおつき
あいしてくださいます。当社では品質重視だけ

に仕入れ先も厳選して、鰹節は主に鹿児島県
の枕崎産のものを使用しています。鰹には一
本釣りのものと網でとれたものがありますが、当
社では味のいい一本釣りの鰹を使っているのも
特長です。息子（久雄さん）も36歳になりました
ので、そろそろ経営のバトンタッチをしなければ
ならないかなとも思っております」

これまで電気通信分野は高度
情報化社会の発展と重なり、
急成長を遂げました。情報通
信の時代の流れをいち早くキ
ャッチし、あらゆるマーケット
ニーズに対応すべく、さらなる
企業力アップをめざします。

代表取締役社長
平野武志さん

当社はずっと品質重視でやっ
てきました。割烹やお鮨屋さ
んといったの高級店からの評
価も高い製品です。やはり日
本人には鰹などからとった出
汁をいちばん美味しく感じる
のではないでしょうか。

代表取締役
太田一徳さん

小型汎用MODEM基板

シナジーシステム株式会社
（南区宇品御幸）

TEL 082-251-1356

r e p o r t

株主はすべて社員というオープンな企業。
自社製品開発にも力を入れています。

株式会社太田花かつお
（南区青崎）

TEL 082-281-4481

r e p o r t

品質重視をモットーに60年以上、
業務用削り節を主体に製造しています。

会員企業 OOM UP!Z ■シナジーシステム株式会社
■株式会社太田花かつお
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　青年部では、平成23年12月3日の楠
那小学校を皮切りに、黄金山小（平成
24年１月11日）、江田島小（１月13日）、
飛渡瀬小（2月３日）、大河小（２月７日）、
大古小（２月８日）の７小学校で租税教
室を開催しました。
　租税教室は45分間授業で、結城範
宗さんほか11名の青年部メンバーが進
行にあたりました。

　飛渡瀬小６年担当の永井先生から
は、「結城様をはじめ、皆様のおかげ
でとてもわかりやすく、楽しい時間を過
ごすことができました。クイズやDVDな
ど興味をもたせる工夫もすばらしかっ
たです。また、江田島市のことも分かり
興味深かったです。感想を書きました
ので一読していただければと思います。
ありがとうございました」とのお礼状とと

もに、児童の感想文と６年学級だより
が届きました。
　毎年の青年部による租税教室は子ど
もたちの税に対する関心を高めるのに
多いに貢献していることが感想文を通
して伝わってきます。青年部のメンバー
の皆様、お疲れさまでした。

【メニュー例】
ハンバーグランチ780円、お好み焼き600円、生ビ
ール450円、ブリュレ280円、的場ロール380円

【メニュー例】
刺身盛り合わせ680円、小イワシ刺身530円、天
ぷら530円〜、寿司390円〜、ビール370円〜

お好み焼きを中心とした創作鉄
板料理の店。お薦めは、こだわり
の手ごねハンバーグ。ランチタイ
ムならリーズナブルに味わえるの
でぜひ味わって。さらに、元パティ
シエの店主が手掛けるオリジナル
スイーツも好評。

アットホームな空間で
創作鉄板料理を満喫

南区的場町1-3-11
11：30〜14：00（月〜金）、
18：00〜24：00（月〜土）
日曜日
082-258-2771

所
営

休
☎

昭和20年創業。瀬戸内の魚料理
を中心に家庭的な惣菜、アルコー
ル類が楽しめる老舗の大衆食堂。
親子３代で訪れる常連客もいるほ
どで、店内は清潔で親しみやすい
雰囲気が漂う。旬の食材を使った
オリジナルコースもお薦め。

新鮮な瀬戸内の幸を
朝から晩まで楽しめる

南区猿候橋町5-18
9：30〜21：30（月〜土）
※日・祝日は〜21：00
盆、正月
082-263-3855

所
営

休
☎

飛渡瀬小６年生から寄せられた感想文

租税教室の様子（黄金山小）

実際の１億円の重さを体感

７つの小学校で租税教室開催
受講した児童から感想文が届く。

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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　会報みなみの印刷を
承っております山部印
刷の山部でございます。

日頃より編集印刷に携わらせて頂き感
謝致しております。
　この度編集後記の紙面をお借りし
て、会員の皆様にお知らせをさせて
頂きます。

平成２５年１１月７日
㈳広島県法人会連合会青年部会連
絡協議会

第２７回「法人会全国青年のつど
い」広島大会

　来年、上記大会が広島で開催とな
ります。全国の中でも二順目の開催
地として選ばれたのは我が町「広島」
が初めてなのです。
　広島大会スローガン《百万一心》
　これは毛利元就公に由来する言
葉で「一日一力一心」とも読め「国人
が皆で力を合わせれば何事も為し得
る」という意味があるとされています。

全国会員が力を合わせれば「日本再
起」が必ずできると考え、私たち青年
部会は３月より準備を進めております。
　広島大会が成功しますようこれから
も努力してまいりますので、皆様のご
協力をよろしくお願い申し上げます。
　私は部会長サミット担当委員会の
委員を仰せつかり、平成24年３月より
月一度の委員会を実施し、来年度の
大会に向けて準備をしております。

（山部印刷株式会社　山部晃路）

編 集
後 記

	 支部名	 法　人　名	 所　在　地	 電話番号	 代　表　者	 業　種

㈲柏原工作所 元宇品町３-１２ 082-255-5661 柏原　秀嶺 鉄鋼業
一幸㈱ 宇品海岸２-２-８ 082-254-6675 林田　茂則 港湾運送業
㈱ＭＣ小川グループ 宇品海岸１-２-５ 082-255-4122 小川　尚美 司会、アナウンス業
㈱たかもり 宇品東７-２-２１ 082-253-0758 髙森　睦貴 スーパー
㈱遊心書道 宇品西４-１-５６-２０２ 082-254-1101 美之口マリ子 書道教室
光洋マリタイム㈱ 宇品御幸３-４-１５ 082-256-7097 花房　直樹 内航海運業・船員派遣事業
㈱ナチュラルポール 宇品御幸３-１６-１９ 082-256-8788 茶山　良彦 日用雑貨、化粧品販売業
社会福祉法人 ナーガ福祉会 宇品御幸１-４-５ 082-255-8222 赤谷　浩然 保育園
㈱大西産業 出島２-２１-１９ 082-250-3671 大西　正輝 金属加工業
㈱ケインズ 翠３-１３-１-３０３ 082-250-2343 畑野　浩司 通信業
学校法人 岩岡学園 翠２-３-１ 082-254-3313 岩岡　正雄 幼稚園
オリエントホーム㈱ 皆実町１-５-９ 082-250-3445 溝部　孝志 不動産賃貸・販売
医療法人 翠星会 翠４-１３-７ 082-253-1245 松田　文雄 精神科・児童精神科
㈱情報セキュリティマネジマント 京橋町４-２ 082-236-6421 宮澤　友幸 情報セキュリティコンサルタント
㈱N-corporation 段原３-１２-１０ 082-262-7507 中本健太朗 建設業
㈱広栄商会 段原３-２-１６ 082-261-6546 佐々木　修 金属加工機械卸売業
㈱ライフパートナーズ 出汐１-１７-２８-２０１ 082-251-1220 濱本　一美 保険代理店
山浦工業㈱ 東雲１-１６-１４ 082-281-2321 恵谷　　博 金属プレス加工
㈲安芸測機 東雲３-２-２３ 082-283-7611 植野　弘司 測量機の販売・修理
後藤鉄工㈱ 上東雲町４-６ 082-236-3521 後藤　幹雄 金属加工業
㈱ソーシャルサポートセンター 東雲本町２-２１-５ 082-510-2028 馬場喜美子 デイサービス
㈱中野 東雲２-１８-２２ 082-281-6287 中野　佳淳 機械工具販売
日本産商㈱ 東雲２-１８-２１ 082-581-1717 玉木ひろみ 工作機械・産業機械卸売業
㈲大段鉄工所 堀越３-１-１０ 082-281-1664 大段　昭彦 金属プレス加工
㈲芸真工業 仁保１-２２-１３ 082-581-2017 檜垣　芸丈 建築業
㈱野崎マリンサービス 仁保３-１-９ 082-258-1826 野崎　弘美 船舶販売、修理
㈲松中ビル 丹那町６-１１ 082-255-0444 松中　清信 不動産管理
西川設備㈲ 仁保新町１-３-１７ 082-288-8414 西川　政見 ガス配管業
㈲ユー・シール工業 仁保南１-２０-１６ 082-285-1401 宇都宮　保 防水工事業
東洋運送㈱ 大柿町大原１１５２-６ 0823-57-2152 浜村　弘子 運送業
森脇保険代理店 牛田東２-１２-５４-４０４ 082-225-4616 森脇　文信 保険代理店
黒木 頼章 西旭町１４-２４-５０４ 090-4802-6765 黒木　頼章 土木建築
鉄ぱんダイニング ju-shi 的場町１-３-１１ 082-258-2771 石内　翔大 飲食業
㈱ＫＩ works 西区己斐上町２-６９-１６ 082-881-1321 井手口耕三 設計事務所
㈲源蔵本店 猿猴橋町５-１８ 082-263-3855 国司　知寛 飲食業
久良　美智子 中区新天地１-２８ 082-249-2293 久良美智子 飲食業
中村　和行 安佐北区白木町井原１１３２-４ 082-828-0607 中村　和行 保険代理店
吉田　和夫 安佐南区高取南３-２５-３３ 082-872-0402 吉田　和夫 個人参加

宇品東

皆実・翠

旭・出汐・霞

宇品西

出島・似島

段　原

東　雲

賛助会員

仁保・青崎

江田島

京橋・比治山

会報みなみ／第119号
2012年9月15日

発行所●公益社団法人 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

ようこそ広島南法人会へ！新入会員紹介 （平成２３年１１月１日～平成２４年６月３０日）
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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。

広島県宅地建物取引業協会員

不動産・管理・売買・仲介

〒734-0025 広島市南区東本浦町9-8
TEL代表（082）281-9759
FAX（082）281-1917

ときわ不動産有限会社

株式会社

歯科医療のあらゆるニーズにお答えできることをモットーとし
社員一同 日夜努力致しております。

本店

尾道支店　三次営業所　山口出張所

〒734-0052 広島市南区堀越3丁目4番22号
TEL 082-281-7373
F・D 0120-28-7373
FAX 082-285-5321

東歯科商店
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