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第２回

通常総会

平成26年６月18日（水）、ホテル賀茂川荘において竹原豊田法
人会の第２回通常総会が開催されました。ご来賓に竹原税務署
の山内弘昭様をはじめ多数の方にご臨席賜りました。承認事項、
報告事項ともに原案どおり承認可決
されました。
議案審議終了後、一般社団法人広
島県法人会連合会会長表彰状の伝達、
功労者表彰では、法人会活動に大変
ご尽力をいただきました役員の方々
に表彰状と記念品の贈呈を行いまし
た。

１．公益財団法人全国法人会総連合会長表彰


砂

田

正

昭

氏

啓

子

氏

２．一般社団法人広島県法人会連合会会長表彰


松

浦

３．公益社団法人竹原豊田法人会会長表彰


大

島

一

司

氏



山

内

英

明

氏



菅

美奈子

氏

市民講演会開催
総会終了後、午後３時30分より、講師に「TV
のホンマでっか」でおなじみの武田邦彦氏によ
る講演会を開催しました。
「世の中なぜウソがまかりとおるのか」をテー
マに、国民が大量消費・お金を使うことが経済
活性化の要因であると、わかりやすくユーモア
たっぷりと講演されました。

今回は180名の参加を頂き、会場内は、熱気と笑
いとで大変愉快な講演会でした。
講演会終了後、書籍販売コーナーにおいて、先
生自ら書籍の販売・サインなど市民の人々と気軽
に写真撮影して頂きました。
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平成26年度

事

業

計

画

自  平成26年 ４月１日
至  平成27年 ３月31日

１．基本方針

当法人会は「よき経営者をめざすものの団体」を基本理念とし、
「温かい血のかよう法人会」をスロー
ガンに、定款第３条の目的達成のため事業の公益性を高め、社会的地位の向上と発展に寄与する。
また、４月１日より「新公益法人」としてスタートしました。これを法人会本来の理念と活動に立
ち戻る機会と捉え、法人会の原点でもある「税」に関する活動に軸足を置きながら、より公益性を高
める活動へ積極的に取り組む。また、組織・財政基盤の再構築を図るために会員増強に力を入れると
共に、地域の活性化にも配慮しつつ、各諸施策に取り組む。

２．事業計画
公益関係

（１）税の啓発活動
「公益性」を高めるため、会員企業に加えて一般市民等への対象を広げた事業活動の実施
１）「公益性」を高めた研修会・講演会の開催
２）e-Ｔaxの利用促進
「役員個人の確定申告及び会員企業の法定調書提出並びにダイレクト納付の利用促進」
３）小・中学生に対する租税教室の実施
４)「税に関する絵はがきコンクール」の実施
５）税に関する川柳の実施
６）若者を対象とした税についての「マンガ本」配布
７）会報「たけはら とよた」の発行
（２）税制提言活動
地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制をはじめ、税のオピニオンリーダー
としてわが国の将来を展望した建設的な提言に努める。
１）会員企業の税制に関する要望事項のとりまとめ
２）税務行政等に対する要望意見の具申
３）税務小冊子の配布
（３）経営支援活動
１）経営に関する研修会等の実施
２）経営に関する教材の配布及び貸し出し
（４）地域発展活動
地域の実情に即した活動を展開し、「公益性」をより一層高めることに留意し、地域の実情
に即した活動を展開する。

共益関係

（５）福利厚生事業
会員企業の保険に対する意識の変化をはじめとして、法人会の福利厚生制度を取り巻く環境
は、一段と厳しさを増している。このような状況のもと、取扱い三社との連携を一層強化しつつ、
福利厚生制度の円滑な運営と財政基盤の安定化のため、①経営者大型総合保障制度 ②ビジネ
スカード ③がん保険制度 ④法人会医療保険の推進を中心とした活動を展開する。
特に、福利厚生制度の中核を占める経営者大型総合保障制度の推進にあたり、青年部会並び
に女性部会との連携を強化し、制度推進のための紹介キャンペーンを行い、財政基盤を強固に
することにより、11月に開催される『全国青年の集い・広島大会』を成功させる。なお、がん
保険制度が発足30周年を迎えるに当たり、記念キャンペーンを積極的に実施する。
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〈重点推進制度〉
１）経営者大型総合保障制度〔大同生命／ＡＩＵ〕
２）ビジネスカード〔ＡＩＵ〕
３）がん保険制度他〔ＡＦＬＡＣ〕
（６）会員支援事業
法人会の基本方針において、会員の積極的な自己啓発を支援することを、最重点事業として
位置づけ、会員のニーズに応じた事業内容の充実を図る。
（７）会員増強事業
今年度は、「会員増強月間」を９月から12月に定め、退会防止に努めながら積極的な会員増
強を図る。昨年に引き続き会員数を純増させるため、より効果的な対応策を展開する。
（８）支部事業
１）支部の自主的事業の充実および支援
（９）青年・女性部会活動
１）青年部会
新公益法人制度を踏まえ、「青年部会あり方（指針）」を現在の青年部会の実態に即した内容
への見直しに着手するとともに、「税の啓発」をはじめとする活動の充実を図る。
①研修活動および親睦事業の充実を図る。
②「租税教育活動」を展開する。
③広島県法人会青年の集い「広島大会」実行委員会へ協力する。
２）女性部会
「女性部会のありかた（指針）」に沿って、部会員の資質向上と法人会の充実・活性化に努める。
①研修会、視察研修および親睦事業の充実を図る。
②「税に関する絵はがきコンクール」の実施

管理関係

（10）規定整備
１）公益社団法人としての諸規定の整備を図る。
（11）諸会議
１）総会（通常・臨時）
２）役員会
３）正副会長会
４）組織厚生委員会
５）税制委員会
６）広報研修委員会
７）支部会
８）関係機関等の会議
９）友誼団体との協議会
（12）その他
１）全法連、県連ならびに各法人会との総合連携への参加
２）法人会全国大会（青森大会）
３）全国青年の集い（広島大会）
４）全国女性フォーラム（愛知大会）
５）税制セミナー
６）事務局セミナー
７）県連理事会・各委員会・事務局長会議
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平成26年度

収

支

予

算

書

平成26年4月1日〜平成27年3月31日
（単位：円）
科
Ⅰ

目

予算額費

備

考（従来科目等）

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

1,250 基本財産利息収入

特定資産運用益

390 特定資産利息収入

受取入会金

30,000

受取会費

3,400,000 一般会費収入

事業収益

1,540,000 研修事業・広報・会員親睦各事業

受取補助金

4,211,100 全法連助成金・県連補助金

受取負担金

237,000 青年女性部会会費収入

雑収益

201,000 雑収入
経常収益計

9,620,740

（2）経常費用
事業費

8,613,000 研修会費、会報発行費、社会貢献活動費等

管理費

1,630,000 会議費、給料手当、事務所管理費、印刷費、通信費等

経常費用計

10,243,000

当期経常増減計

△622,260

2.経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計

0

（2） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

0
0
△622,260

一般正味財産期首残高

10,445,733

一般正味財産期末残高

9,823,473

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取全法連助成金振替額

4,211,100

一般正味財産への振替額

△4,211,100

当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高

0

指定正味財産期末残高

0

Ⅲ正味財産期末残高

9,823,473
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平成26年度法人税及び
復興特別法人税関係の主な改正

廃止

復興特別法人税の１年前倒し廃止
◆

足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を１年前
倒しして終了します。

※

これに伴い、復興特別所得税額を法人税の申告において法人税額から控除できることとします。

参 考 改正前の制度の概要
○ 法人税の納税義務者は、原則として平成24年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する
事業年度において、基準法人税額（所得税額控除等の適用前の法人税額）に対して10％の付加税（復
興特別法人税）を納付する義務があります。

緩和・
延長

交際費課税の緩和・延長
◆

交際費課税制度について、その適用期限を２年間延長するとともに、消費の拡大を通じた経
済の活性化を図る観点から、交際費のうち飲食のための支出（社内接待費を除く。）の50％を
損金算入可能とします。

※

中小法人については、現行の定額控除（800万円）との選択制

〔平成26年４月１日以後に開始する適用年度について適用します。〕

参 考 改正前の制度の概要
○ 法人が支出する交際費等（一人当たり5,000円以下の飲食費等を除く。）は、原則として全額損金
不算入。
ただし、中小法人については、年800万円に達するまでの全額損金算入可。
飲食費
50％

支出交際費等
【改正前】

【改正後】

※

飲食費以外

全額損金不算入

損金算入

損金不算入

中小法人については、飲食費の50％と定額控除額800万円のどちらかを選択

竹原税務署からのお知らせ【人事異動速報・平成26年７月10日付】
転
職

名

統括調査官

氏
クラ ヤ

入
名

倉谷典宏

転
前任地

職

倉敷税務署

名

統括調査官
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氏

出
名

佐藤智則

新任地
下関税務署

民間投資の活性化、
産業の新陳代謝の促進
生産性向上設備投資促進税制の創設
◆

新規

【所得税でも同様の措置を講じます】

設備の更新等を促進し、生産性の向上を図るため、生産性の向上につながる設備投資を促進
する税制措置を創設します。

◆

具体的には、産業競争力強化法等の中で規定される以下の設備等の取得等をして事業供用し
た場合には、特別償却（即時償却）又は税額控除ができることとします。
⑴

先端設備
機械装置並びに一定の工具、器具備品、建物及び建物附属設備で、一定金額以上のものの
うち、最新モデルかつ生産性向上要件（旧モデル比で年平均生産性１％以上向上）を満たす
もの（中小企業者等については一定のソフトウェア等を含む。）。
※

⑵

上記要件を満たす設備については、工業会等が証明書を発行。

生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、一定金額
以上のもののうち、投資計画上の投資利益率が15％以上（中小企業者等は５％以上）であ
ることの経済産業局の確認を受けたその投資計画に記載されているもの。
〔産業競争力強化法の施行日（平成26年１月20日）から平成29年３月31日までの間に
取得等をする設備等について適用します。〕

先端設備

生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備

最新モデルかつ生産性向上要件（旧モデル比で
年平均生産性１％以上向上）を満たすもの

投資計画上の投資利益率が15％以上（中小企業者等は５％以上）
であることの経済産業局の確認を受けたその投資計画に記載されているもの

産業競争力強化法の施行日（平成26年１月20日）から平成29年３月31日までに取得等をした
設備等について、以下の特別償却（即時償却）又は税額控除

設備等の種類
機械装置など

建物、構築物

〜 28. ３.31

〜 29. ３.31

即時償却

50％特別償却

又は５％税額控除

又は４％税額控除

即時償却

25％特別償却

又は３％税額控除

又は２％税額控除

※

平成26年３月31日以前に終了する事業年度において取得等をした設備等については、平
成26年４月１日を含む事業年度において相当額の償却又は税額控除ができることとする。
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拡充・
延長

中小企業投資促進税制の拡充・延長
◆

【所得税でも同様の措置を講じます】

地域経済を支える中小企業の投資の活性化を図る観点から、現行制度の適用期限を３年間延
長するとともに、特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等の取得又は製作をし
た場合には、即時償却又は７％税額控除（資本金3,000万円以下の法人は10％税額控除）がで
きる措置を追加します。
〔産業競争力強化法の施行日（平成26年１月20日）から平成29年３月31日までの間に
取得又は製作をする設備等について適用します。〕

参 考 改正前の制度の概要
○ 中小企業者等が特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価格（下記⑤は取得価格の75％）
の30％の特別償却又は７％の税額控除
（資本金3,000万円以下の法人のみ。１年繰越可）
ができます。
【改正内容】
左記①〜③の特定機械装置等が、生産性向上設備投資促進税制の対象
設備等である場合には、以下の特別償却又は税額控除ができる。

【特定機械装置等】

① 160万円以上の機械装置
② 120万円以上の一定の工具、器具備品
③ 70万円以上の一定のソフトウェア
④ 車両総重量3.5t以上の貨物自動車
⑤ 内航海運業の用に供される船舶

資本金

現行

改正内容

3,000万円超
１億円以下

30％特別償却
（税額控除なし）

即時償却
又は７％税額控除

3,000万円
以下

30％特別償却
又は７％税額控除

即時償却
又は10％税額控除

※

平成26年３月31日以前に終了する事業年度において取得等をし
た設備投資については、平成26年４月１日を含む事業年度において
相当額の償却又は繰越税額控除ができる。

地方法人課税

新設

地方法人課税の偏在是正
◆

地方団体の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税
率引下げにあわせて地方法人税を創設し、その税収全額を交付税原資化します。

◆

暫定措置である地方法人特別税・譲与税の規模を縮小します。
〔平成26年10月１日以後に開始する事業年度について適用します。〕

１．地方法人税の創設

・納税義務者：法人税を納める義務がある法人
・課 税 標 準：基準法人税額（所得税額や外国税額等の控除前の法人税額）
・税

率：4.4％

・申告納付先：国（税務署）
・税収の使途：地方交付税として地方団体へ配分

２．地方法人特別税・譲与税の規模縮小

地方法人特別税から法人事業税へ３分の１相当を復元
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竹原市からのお知らせ
法人市民税の税率が変わります
地域間の税源の偏りを是正し、市町村の財政力格差の縮小を図るため、消費税率（国・地方）８％
段階において、法人市民税法人税割の一部を国税化します。
これに伴い、法人市民税の法人税割を引き下げます。
現

行

改正後

14.7％

12.1％

※平成26年10月１日以後に開始する事業年度から適用となります

軽自動車税の税率が変わります
軽自動車税の税率は、次のとおりとなります。
【軽自動車税・三輪以上の軽自動車及び小型特殊自動車】
区

分

自家用
営業用
四輪以上
自家用
貨物用
営業用
三
輪
乗用

※経年重課は,平成28年度から適用

平成27年３月31日
までの登録
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円
3,100円

標準税率（年額）
平成27年４月１日
以降の新規登録
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円
3,900円

登録後13年超
（経年重課）
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円
4,600円

【軽自動車税・原動機付自転車、二輪の軽自動車等及び二輪の小型特殊自動車】
標準税率（年額）
区
分
平成26年度まで
平成27年度以降
50cc以下
1,000円
2,000円
50cc超〜 90cc以下
1,200円
2,000円
原付
90cc超〜 125cc以下
1,600円
2,400円
二輪
ミニカー
2,500円
3,700円
軽二輪（125cc超〜 250cc以下）等
2,400円
3,600円
小型二輪（250cc超）
4,000円
6,000円
【問い合わせ】税務課

☎22−7732

竹原市中小企業融資制度をご利用ください
竹原市では、各金融機関に預託して、低利で運営する融資制度を設けています。
※信用保証料については、低減措置を図っています。
申し込みは、市内各金融機関で取り扱っています。
区

分

運転資金

設備資金

限 度 額
1,500万円
1,500万円
償還期間
５年以内
７年以内
（据置期間） （６か月以内） （６か月以内）
1.8％
1.8％
利
率
１年以内及び
信保付は1.2％
信保付は1.2％
受付期間
随 時
随 時

季節資金
夏季資金
年末資金
500万円
500万円
６か月以内

６か月以内

1.2％

1.2％

6/1 〜 8/31

11/1 〜 12/20

取り扱い金融機関など
市内各銀行、信用金
庫、信用組合で取り
扱っています。
※償還は、各金融機
関所定の方法によ
ります。

【問い合わせ】産業振興課商工観光室
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☎22−7745

会員支援事業 頑張れカープ！

社会貢献事業

第14回賀茂川清掃美化キャンペーン

応援バスツアー日本ハム戦 ６月22日㈰

毎年恒例の賀茂川清掃が、４月20日（日）に実施さ
れました。当日は小雨模様でしたが、小雨も上がり、
1086名の参加（法人会30社 308名）を頂きました。
中学生・高校生をはじめ、各企業・自冶会・団体か
らの参加を頂きました。初めて参加させて頂いた時に
は、ペットボトルや缶を拾うぐらいだと思っていまし
たが、いざ回収してみると農機具（鍬）・タイヤのホ
イル・毛布・パイプなど想像を超えるゴミにビックリ
しました。今年は前年よりゴミの量が少し減っていま
した。年１回でも、継続して清掃をすることによって、
無意識に捨てられていたゴミが減ってきたのではない
でしょうか。
自分の暮らす街がきれいになることは良い事です。
今後も、豊かな自然環境を次世代に残せるよう皆様の
ご協力をお願いします。

応援バスツアーは、交流戦最終戦の日本ハム戦で、
当日は、小雨模様でしたが、試合開始頃は、くもり、
雨の気配は無くなりました。
広島が劇的なサヨナラ勝ちで５連勝。
先取点、追加点は広島、３回表に日本ハムに逆転さ
れ、広島は１点ビハインドで迎えた４回の裏、主砲・
エルドレッドのソロで追いついて、その後は、３回以
降中継ぎ陣が、散発３安打でおさえて、無失点、同点
のまま迎えた延長10回、ロサリオが値千金の３ランの
サヨナラ弾を放ち、試合を決めました。
参加された会員は、大変喜ばれ、事務局としても、
大変うれしい事です。
来年度もぜひ会員支援事業として企画したいとお
もっており
ま す の で、
多くの会員
の皆様の応
募をお待ち
しています。

九州エネルギー館視察研修

租税教育事業 租税教室

平成26年２月８・９日

竹原豊田法人会では、昨年度も地域社会貢献活動の一
環として、青年部会を中心に竹原税務署管内の小学校６
年生を対象とした「租税教室」を平成26年１月から２月
初旬までに12校で開催しました。
租税教室では、青年部会員が講師を務め、税がこの社
会で果たす役割や、その重要性をアニメやマグネットシー
トを使用して税知識の無い児童の皆さんにも、わかりや
すく説明しています。

九州エネルギー館では、エネルギーの歴史から、火力、
地熱、水力、原子力など、様々な発電の仕組みを、模型
や映像で学びました。
特に、館内に設置してある小型揚水発電所での、水力
発電ショーは迫力がありました。
また、音・光・磁石を使った楽しい展示物が約30種類
ある、サイエンス体験コーナーがあり、電気や科学の仕
組みを実際に体験することができます。
現在、当たり前のようにある電気が、どのようにして
作られているのかを学ぶと同時に、今後のエネルギー問
題についても考えさせられました。
残念なが
ら、九州エ
ネルギー館
は、今年の
３月２日を
もって、閉
館しまし
た。
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第２回 税に関する絵はがきコンクール募集活動
平成26年６月16日（月）・23日（月）の２日間にかけて、竹原税務署管内の各小学校に『第２回
税に関する絵はがきコンクール』の応募依頼に伺いました。
竹原税務署管内のすべての小学６年生を対象として実施することになり、水戸部会長、菅副
部会長を中心に女性部会役員が各小学校に用紙を持参し応募のお願いをしました。９月５日
（金）の締め切り後に入賞作品を選考し、11月初旬頃に表彰式、作品展示を行い、優秀作品は県
法連の選考会に推薦します。11月の『税を考える週間』にはイズミ竹原店、パルディ大崎上島
店に展示する予定です。

夏の「いちごプロジェクト」実施活動
電力需要ピーク時における節電に取り組むとともに、広
く一般も含めた啓発活動を展開いたしました。
女性部会を２班に編成し、大崎上島班は７月15日（火）パ
ルディ大崎上島店入口前にて、「のぼり旗」を掲
示して啓発用「うちわ」と「パンフレット」150セッ
トを来店者に配布しました。
竹原班は７月23日（水）藤三入口前にて、同様
に実施致しました。60分経過したころ、350セッ
トの配布物はなくなり、節電についてのご理解が
得られたものと思います。
各班とも、
清々しい汗をかいたものと思います。

第９回法人会全国女性フォーラム（香川大会）に参加して
平成26年４月10日
（木）サンポートホール高松で開催されました法人会全国女性フォーラムに
参加してきました。
初夏を思わせる好天のもと参加者1500余名
式典に先立ち記念講演会 講師

ソウ

ユウ キ

例年にもましてはなやかな集いとなりました。

宗  由貴氏の「しなやかな人間力」というテーマでした。宗氏

について何の予備知識も、持っていなかっ
たので大変興味深く拝聴しました。若くし
て少林寺拳法師家を継がれ守り発展させて
こられた、宗

由貴氏は、女性は進化する

ことが得意と話され大いに元気付けられま
した。
来賓の高松市長さんが、高松は瀬戸の都
と話されたことが心に残りました。次の日
は栗林公園を散策して帰途につきました。
全国大会に参加させていただきありがとう
ございました。
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賀茂川荘の

株式会社湯坂遊園
代表取締役 奥田 哲也

カモの「ソウ君」と「ユメちゃん」
「ホテル賀茂川荘」といえば、
「緑に力をもらう、
泊まる美術館」として、ホテル建物を囲むように
広がる1,500坪の日本庭園は、豊かな木々の緑の
中に春のしだれ桜、つつじ、やまぼうし、夏の花
菖蒲、秋の紅葉、冬の山茶花などが四季折々の
美しさを見せ、みなさまをお迎えします。そして、
銀閣寺の障壁画を描いた文化勲章受章画伯「奥田
げんそう

元宋」と、この７月に日展新理事長に就任された
さ

ゆ

め

人形作家の「奥田小 由 女 」ご夫妻の珠玉の作品
を中心に、その門下生の秀作併せて百五十点他、
館内いたるところに常設展示しており、優美な絵
の世界と身近に触れあうことができます。
また、温泉も遠赤外線効果の高い信楽焼花園露
天風呂、木の香ただよう檜風呂、昔懐かしい露天

ソウ君

の五右衛門風呂、ジェット風呂、遠赤サウナなど
たっぷりいで湯で身も心もいやされます。なに
よりも当ホテルの
一番のおすすめは
料理です。新鮮な
瀬戸の幸、山の幸

ユメちゃん

が膳を彩り、四季
折々の素材と吟味
「秋耀白雪」

「慈」

釣り人

した器がひと時を演出、四季の情緒と旬の風味をご堪能いただけます。
ところで、玄関からロビーへ一歩入るとガラスの向こうに噴水のある
池が目に飛び込んできます。そこに２羽のカモがたくさんの鯉と一緒に
餌をついばんでいる姿を見ることが出来ます。カモの「ソ
ウ君」と「ユメちゃん」のカップルです。10年余り前ど
こからかカップルで飛んできてこの池に住み着き、これ
までも何度か池の「釣り人」の麦藁帽子（冬は毛糸帽子）
のおじさんのそばで卵を産み、子カモを巣立ちさせてい
げんそう

さ

ゆ

ます。その名前は、夫婦仲の良さから「奥田元宋、小由
め

女」ご夫妻のお名前に由来します。このカップルは、片
時もそばを離れることはなくいつも一緒に行動し、時に
は羽づくろいをしあうなど仲睦まじくほほえましい様子
は見る人を幸せにします。一昨年台風が来た時、一週
間姿が見えなくなり心配したことがありました。たまに
そばの賀茂川で川遊びをしていなくなることがあります
が、ご来館の際は是非「ソウ君」「ユメちゃん」と名前
を呼んでやって下さい。
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大広観光
なが

永

株式会社

くら

社会福祉法人

（軽費老人ホーム

しょう

倉

かげ

翔さん

獅子座

社会福祉法人

ほ

だ

豪

希さん

社会福祉法人 平成会
多機能型事業所あさひ
やま

もと

山

本

かず

一

なり

成さん

双子座

趣
味／バイク
理想の人／赤坂秀則、鈴木耕生
将来の夢／ガレージ付きの家を買う
業務内容／生活支援員

ホテル賀茂川荘

ホテル清風館
ごう

のぞみ

水瓶座

綾さん

田

的場会

趣
味／スポーツ観戦、ランニング
モットー／前向き
理想の人／両親
将来の夢／ちょいワルおやじになる
業務内容／ケアマネジャー業務とサービス付き高齢者住
宅の入居相談
Ｐ
Ｒ／社会福祉法人的場会では、介護予防から、住
まい、看取りまで高齢者福祉・介護を通じて、
地域社会の福祉に貢献できるよう、職員一同
努力してまいります。

趣
味／ショッピング
特
技／字を書く事
モットー／笑顔とやさしい心
理想の人／両親
将来の夢／社会福祉士の資格を取得すること
業務内容／求職活動に関する支援
日常生活の支援
あ かるいえがおで
Ｐ
Ｒ／○
さ いごまでやりとおす
○
ひ とになろう
○
「就労移行支援」と「就労継続支援（B型）

」
に取り組み「生活介護」
「日中一時支援」
「ショー
トステイ」などで総合的にサポートします。

上

て はま

保手濱

水瓶座

うえ

ほ

穂さん

（居宅介護支援事業所ロータスインまとば）

あや

きのえ温泉

ま

真

趣
味／カラオケ
特
技／バドミントン
モットー／前向きである事
理想の人／母
将来の夢／ケアマネジャーの資格を取得する事
業務内容／ご利用者様の生活支援・相談業務
Ｐ
Ｒ／季節ごとの行事が充実しており、地域の方々
との交流も多い法人です。若い職員も多い為、
活気にあふれています。

社会福祉法人 平成会
多機能型事業所あさひ

原

山

さそり座

趣
味／ DVD観賞
特
技／アーチェリー
モットー／人に優しく、自由に生きる
理想の人／山本 五十六
将来の夢／リゾートホテル経営者
業務内容／主に宴会や法事の打ち合わせや、営業をやっ
ています。
Ｐ
Ｒ／社員だけでなく、パートの方やバイトの方も
愛社心が強く、宴会やイベントなど一致団結
して行っています。お客様との距離が近くアッ
トホームな接客を心がけており、リスペクト
していただけるお客様が多くいらっしゃいま
す。会席料理もレストランメニューも大変美
味しく、季節によって具材を変えるなどの工
夫もしており、何度来ても飽きない料理となっ
ています。レストランでのオススメメニュー
は峠下肉のステーキ御膳。地元竹原で飼育さ
れた峠下牛を使用した御膳料理、口に入れた
瞬間、とろけるお肉をぜひご賞味あれ。

はら

やま

景

的場会

コーポまとば）

し

た

ら

き

新良貴

太さん

ひ

日

な

向さん

さそり座

双子座

趣
味／散歩、写真撮影、絵を描く
特
技／道を覚えること
モットー／元気に明るく
理想の人／両親
将来の夢／ヨーロッパに住む
業務内容／接客、客室清掃、フロント業務
Ｐ
Ｒ／賀茂川荘は、緑あふれた日本庭園があり、奥
田元宋先生の作品を中心に数々の絵画が飾っ
てあります。四月には「薪能」があり、九月
には「風の盆」と、いろいろなイベントがあ
ります。

趣
味／現代美術鑑賞
特
技／写真撮影
モットー／優しく素直に温かく
理想の人／温かい心で生きている人
将来の夢／おもてなし検定上級合格
業務内容／客室係として、お客様の身の回りのお世話を
すること
Ｐ
Ｒ／ホテル清風館はおかげさまで20周年。大崎上
島の特産品を使った会席料理やスペシャルプ
レゼントなど様々な企画を準備し、皆様のお
いでをお待ちしております。
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会員の皆様へ
貴社のプロフィールやアピールなど、どんな事
でもかまいません。ぜひズームインカンパニー
にご投稿下さい。
尚、詳細は事務局にお尋ね下さい。

竹原市新庄町二の瀬2046

株式会社
代表取締役

ク リ ー ン 技 研
黒田

七郎

⑴①合成樹脂の再生及び成形加工
②製品…地中埋設防護板、マンホール台座
⑵使用済プラスチック（例：バンパー、苗箱、エコキャッ
プ）などを粉砕してリサイクル（新しい製品や新たな
原料として使用）すること。
⑶会社を発展させるとともに地域
への貢献もしていきたい。
⑷自社製品（ヌカラーズはじめ４
種類）が広島県のリサイクル製
品に登録、リサイクル業者のパ
イオニアとして更に躍進。
⑸エコキャップ収集ご協力ありがとうございます。
⑹http://www.clean-giken.co.jp
竹原市中央四丁目6番16号

株式会社

たけはらケーブルネットワーク

制作部チーフディレクター

山中

あけみ

⑴竹原市全域を対象とした公設の光ケーブル通信事業（自
主放送を含むテレビ及びインターネットサービス）を
行っています。
⑵自 主番組制作・放送の「タネットチャンネル」は、た
けはら市だより・市議会中継、観光に関する情報や市
内各地域のさまざまな出来事をニュースとしてお届けしています。
⑶タネットチャンネルは、地域のみなさまとつくりあげるコミュニティチャンネルです。竹原の
情報発信局として市民のみなさまに愛され、楽しんでいただけるテレビ局を目指します。
⑷テレビサービスは、NHK総合・教育・他４局に加え、地域に密着したコミュニティチャンネル
として自主制作番組をお届けするタネットチャンネル、更
に、BS・CSなど有料・無料あわせて最大77チャンネルの視
聴が可能です。
またインターネットサービスは、竹原市全域で光ファイ
バーを使用した高速データ通信をご利用いただけます。ま
ずはお電話でご相談ください。
⑸なし
⑹http://tanet.co.jp
⑴事業内容

⑵会社自慢

⑶目標・夢

⑷会社のPR

⑸法人会への期待、意見
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⑹貴社ホームページアドレス

■表紙の説明  

編集後記

−曲線の屋根−

公益社団法人竹原豊田法人会は１市１町に
なりました。大崎上島町（島一周は車で約40
分）の住民のほとんどは竹原に行ったことが
あると思いますが、竹原の方々は大崎上島町
に来た事が無い方が多いと思います。一度来
て頂きたく、大崎上島町の誇れる日本一をご
紹介いたします。

古き町並み通りのほぼ中央に、どっし
りとして、しかも美しい放物線を描く屋
根の建物が、訪れる人の目を引く。いか
にも旧家らしい、がっしりとした造りの、
ここ松阪邸の屋根は、早春の陽光に銀色
に光っており、邸内にある立派な和風庭
園の、手入れの行き届いて年輪を経た樹
木が、一層この建物の奥深さを引立てて
いる。

① 神峰山（かんのみね）標高453mからは肉
眼で百十五もの島々を見る事が出来ます。
多島美日本一です。
② 木江の古い町並み、木造３階建てが12棟
密集しています。【瀬戸内の小さな旅】の著
者

斉藤淳さんは（これだけ商家が集まっ

ている土地を他に知らない）と書いていま
す。
③ 木江には日本一の五階建て住宅（大正６
年築）があります。造船所の接待用として
建てられ現在も現役です。お城やお寺の五
階建てはありますが住宅では日本一です。
④ 木江ターミナル㈱

昭和58年建設

サウ

ジアラビアから年間30万トンのメタノール
を輸入、備蓄量94000KLは日本一です。別
名メチルアルコールで塗装、プラスチック、
等の原料です。
⑤ 竹原と大崎上島の間に浮かぶ契島、島全

どんな災害にもびくともしないだろう
と思えるほど分厚い壁や、塀もこの重量
感のある建物をしっかりと支え、しかも
妻や飾瓦の透かし彫りも繊細である。
町並み一帯の多くの民家が、直線的な
形状をなし、白壁、黒瓦といったともす
れば重々しいイメージのなかにあって、
この建物の屋根の美しい曲線は、見る者
の目をほっとやわらげてくれる。
直線の中の曲線は、視覚的に変化とリ
ズム感を生み、このあたりにたたずむ空
間を、なおさら楽しいものとさせている。
安森征治 プロフィール
社団法人東光会理事・常任審査員／
社団法人日展 会友／
竹原美術協会絵画部理事／
ＮＨＫ文化センター広島教室講師／
竹原市文化団体連盟 会長

体が東邦亜鉛契島製錬所になっており鉛の
生産量は年間９万トンで国内の40％を占め
生産量は日本一です。（上陸は許可が必要）
⑥ 大崎上島産のブルーベリーはアントシア
ニン含有量が日本一と評価された事があり
ます。他にも見ごたえのある場所が多数あ
ります。ぜひ海を渡ってお越しください。
（Ｓ．Ｍ）
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