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第２１回 「税に関する絵はがきコンクール」
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福山暁の星小学校　藤井　健太朗さん
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第２１回 「税に関する絵はがきコンクール」
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福山暁の星小学校　岡田　秀幸さん
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会報

賞状交付（金賞）

　「税に関する絵はがきコンクール」は、公益社
団法人福山法人会が社会貢献活動として、女性
部会が中心となり、福山税務署管内の小学校６
年生を対象に平成１３年から行っており、今年
で２１回目になります。
　今年も管内全小学校６８校から３，４６５点

の応募があり、厳正な審査により、入賞１１点、
入選１７３点、団体賞として学校賞５校を決定
しました。　
　表彰式を１１月１４日 福山ニューキャッス
ルホテルにて開催し、入賞１１点学校賞５校を
表彰しました。

　出品された全作品について、
「税に関する絵はがき展」として
１１月１３日～１１月１８日ま
での間、天満屋ハピータウンポー
トプラザ店２階に展示しました。

「第２１回 税に関する絵はがきコンクール」表彰式・作品展示

会長挨拶 作品展示オープニングセレモニー
（水呑小学校合唱団）

実施目的

　税の啓発活動の一つである「租税教育」を推進する中において、
「一人でも多くの子供たちが幼少のころから税を正しく理解し、

自ら考え、身近に感じて健全に育っていくこと」が
我が国の将来を担う上で大変重要であります。

　このことから、児童に「税がどのように暮らしに役立っているか」を
テーマとする絵を「はがき」に描いて応募してもらい

優秀作品を表彰することとしました。
　応募作品全品は、大型量販店店舗内において、

一週間展示を行っております。
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第２１回絵はがきコンクール入賞作品

福山市立久松台小学校

小林　武寛さん

福山市立道上小学校

金政　杏香さん

個人賞
銀賞

福山市立湯田小学校

河相　歩希さん

福山市立多治米小学校

藤井　ららさん

個人賞
銅賞

福山市立大津野小学校　（副賞 スクールミシン一式）
福山市立本郷小学校　（副賞 カラープリンター一式）
福山市立曙小学校　（副賞 逆上がり補助版一式）

福山市立長浜小学校　（副賞 ビデオカメラ・デジカメ一式）
福山市立能登原小学校　（副賞 図書一式）

学校賞 ５校

福山市立幕山小学校 原　萌桃さん

福山市立伊勢丘小学校

杉之原　里奈さん
個人賞
銅賞福山市立道上小学校

三宅　唯葵さん
個人賞
銅賞

福山市立遺芳丘小学校

大成　泰志さん
個人賞
銀賞

福山市議会議長賞 福山市租税教育推進協議会代表幹事賞

福山市教育委員会教育長賞

学校賞は、租税教室の開催、提出された絵はがきの作品の状況等を総合的に評価して、決定しました。
なお、副賞として各校の希望物品（各１０万円相当）の物品を贈らせていただきました。
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小学６年生の「税に関する絵はがきコンクール」の歩み

第1回（平成13年）

第2回（平成14年）

第3回（平成15年）

第4回（平成16年）

第5回（平成17年）

第6回（平成18年）

第7回（平成19年）

第8回（平成20年）

第9回（平成21年）

第10回（平成22年）

第11回（平成23年）

第12回（平成24年）

第13回（平成25年）

第14回（平成26年）

第15回（平成27年）

第16回（平成28年）

第17回（平成29年）

第18回（平成30年）

第19回（令和元年）

第20回（令和2年）

第21回（令和3年）

69校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

70校

70校

69校

69校

69校

69校

69校

68校

68校

32校

48校

56校

65校

67校

69校

69校

69校

69校

69校

69校

68校

67校

69校

69校

69校

69校

68校

69校

68校

68校

1,329点

1,964点

2,538点

3,631点

3,588点

3,700点

3,625点

3,659点

3,605点

3,720点

3,725点

3,698点

3,760点

3,599点

3,597点

3,573点

3,366点

3,590点

3,588点

3,633点

3,465点

金・銀・銅・特別賞（11点）入選（100点）

金・銀・銅・特別賞（12点）入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（10点）入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（10点）入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（9点）入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（9点）学校賞・入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（148点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（146点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（146点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（150点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（146点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（153点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（144点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（143点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（179点）

金・銀・銅・特別賞（11点）学校賞・入選（173点）

管内
小学校数 出品校数 出品数 賞
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会員増強運動実施中

会員増強運動「特別最優秀賞」受賞祝賀会

　福山法人会では、法人会活動の継続活性化の基本である新規会員の獲得のため、役員一人につき、新
規会員１社の獲得を目指し、９月から１２月末までの期間を会員増強月間として活動を行っております。
　是非この機会にお仲間企業を会員に
　未加入企業者は、是非入会をお願いします。

　会員増強運動「特別最優秀賞」受賞祝賀会を開
催しました。
　会報FUKUYAMA第４号で特集しました「会
員増強純増法人数 全国第一位」・「会員増強特別
最優秀賞３年連続受賞」に伴う、受賞祝賀会をコ
ロナ禍の影響により、順延しておりましたが、第
５波が落ち着きました先般１１月８日に会員増
強運動に多大な御協力を頂きました、金融機関
４行様（広島銀行・中国銀行・もみじ銀行・しまな
み信用金庫）を来賓としてお招きし、「都・春日」

【税を味方に強い経営を】

にて盛大に実施することができました。
　祝賀会の中で、全法連評議員でもある内海会
長より、柿原副会長へ、特別最優秀賞の賞状及び
記念品を贈呈しました。
　また、来賓金融機関４行様には、内海会長から
感謝状及び記念品を贈呈しました。
　現在、令和３年度会員増強月間（９月から１２月）
であることから、出席者一同、更なる飛躍を目指し、
新たな気持ちで、奮闘することを誓いました。

会員増強純増法人数
全国第一位

会員増強特別最優秀賞
３年連続受賞

全法連からの表彰状授与 金融機関への感謝状贈呈
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租税教室の
開催

　当会では、社会貢献活動の一つとして、福山市租税教育推進協議会と
連携、次代を担う子供たちに、税の重要性を正しく理解し、関心を持っ
てもらうことを目的とし、青年部会・女性部会の会員が小学校を訪問
し、さまざまな工夫を凝らしながら租税教室を開催しています。
　本年もコロナ禍の中、感染対策を十分に行いながら、４月から、１１
月末まで４０校において実施しました。

担　当 小学校（対象児童） 実施年月日 講師・会社名

青年部会 福山市立水呑小学校 (６年生 126名) 2021年6月22日 池上和寿（㈲池上モータース）・佐藤大悟（二葉印刷㈲）

福山市立川口小学校 (6年生 101名) 2021年6月23日 黒田治寿（黒田工業㈱）・栗原裕典（㈲エルフォルグ）

福山市立樹徳小学校 (6年生 96名) 2021年6月24日 小林孝章（大福ホーム㈱）・徳原秀昭（㈲アユミ総合保険）・塩出喬史（大和屋製パン工場）
村上弘毅（㈱プランサーパ―）・畑明宏（㈲ホームリビング）

福山市立川口東小学校 (6年生 56名) 2021年6月25日 越智寛高（㈲青葉設計事務所・渡邊将弘（昌和産業㈲）・松阪篤（松阪産業㈱）

ぎんがの郷小学校 (6年生 2名) 2021年6月26日 大目憲正（㈱大目商店）・高橋真木（㈱経済リポート）・占部寛（占部建設工業㈱）

福山市立久松台小学校 (6年生 58名) 2021年6月28日 外野浩志（外野浩志会計事務所）・塩出喬史（大和屋製パン工場）

福山市立津之郷小学校 (6年生 33名) 2021年6月30日 岡田祥平（㈱エースシステムズ）・東晃弘（㈲東看板店）・橋本裕太郎（㈱ブリッジ）

福山市立広瀬小学校 (6年生 3名) 2021年 7月5日 占部拓志（占部水産㈱）・緒方重樹（㈱緒方塗装）

福山市立山南小学校 (6年生 16名) 2021年 7月6日 北村太郎（北村自動車㈱）・濱畑亮太（ハマ不動産㈱）

福山市立内浦小学校 (6年生 １名) 2021年 7月6日 徳原秀昭（㈲アユミ総合保険）

福山市立湯田小学校 (6年生 137名) 2021年 7月7日 立石稔（㈱たていし園）・黒瀬貴之（㈱黒瀬ペットフード）・繁山和典（㈱繁山興業）

福山市立大谷台小学校 (6年生 24名) 2021年 7月8日 末永貴久（フジキチ㈱）・籔田健一（㈱ガスエナジーヤブタ）・松阪篤（松阪産業㈱）

福山市立神辺小学校 (6年生 73名) 2021年 7月9 日 北川直喜（㈲北川工作所）・重政延知（㈲重政石材店）

福山市立手城小学校 (6年生 88名) 2021年7月12日 岡田祥平（㈱エースシステムズ）・工藤将大（㈱仲心）

福山市立緑丘小学校 (6年生 137名) 2021年7月13日 藤永忍（㈱サンレコ）・村上達彦（㈱鞆スコレ・コーポレイション）・
大畑拓也（（同）OfificeCUBE）・山崎育洋（山崎建設㈱）

福山市立赤坂小学校 (6年生 39名) 2021年7月15日 喜多村祐輔（丸加ホールディングス㈱）・小島健一（小島鉄筋工業㈲）

福山市立山野小学校 (6年生 2名) 2021年7月16日 藤永忍（㈱サンレコ）

福山市立藤江小学校 (6年生 21名) 2021年7月16日 山田芳正（㈱ハクスイ）・西岡芳仁（㈱広島ヤマニシ）・森尾幸治（森尾工業㈱）

福山市立伊勢丘小学校 (6年生 98名) 2021年7月19日 小林政嗣（備福運送㈱）・平前有史（㈲シンエイ空調）

福山市立中条小学校 (6年生 28名) 2021年7月20日 北川直喜（㈲北川工作所）・重政延知（㈲重政石材店）・安原武宏（㈲安原商会）

福山市立千田小学校 (6年生 104名) 2021年7月21日 徳原秀昭（㈲アユミ総合保険）・北野仁康（共和事業㈱）・佐藤泰之（㈱サトケン）

福山市立西深津小学校 (6年生 55名) 2021年10月5日 後藤和幸（㈲ゴトウ工房）・藤原知克（福三商会㈱）

福山市立山手小学校 (6年生 63名) 2021年10月19日 佐藤大悟（二葉印刷㈲）・緒方重樹（㈱緒方塗装）

福山市立加茂小学校 (6年生 106名) 2021年10月26日 山田芳正（㈱ハクスイ）・岩本徹（㈱岩本不動産）

福山市立熊野小学校 (6年生 16名) 2021年11月9日 門田治己（㈲勉強堂）・西岡芳仁（㈱広島ヤマニシ）

女性部会 福山市立霞小学校 (6年生 49名) 2021年6月29日 佐藤清子（㈱サトウシステム・藤井尚子（㈱藤井大理石工業）

福山市立蔵王小学校 (6年生 47名) 2021年7月21日 板野壽子（㈲板野塾）・前原園江（（医）慈生会）

【令和３年度  租税教室の開催状況】※前号掲載分を除く
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福山市立湯田小学校 福山市立赤坂小学校

福山市立川口東小学校

租税教室を受講した生徒から感想

　今日の授業で、私ははじめ税金って必要あ
る？と疑問をいだいていましたが講師の先生方
の分かり易い説明で、税金についてくわしく知
ることが出来ました。
　また、1億円も持つことがはじめての経験
だったので大こうふんしちゃいました。
　とても、楽しく勉強できました。

　税金がなくなってしまうと、生活がもっと大変
なってしまうということを、すごくわかりやすく
説明してくれたし、みんなに質問しながら進めて
くれたから、とてもわかりやすかったです。楽しく
勉強できました。ありがとうございました。

　税金がないと、あたりまえだったことが、でき
ないと思いました。税金がなかったら教科書と
かも買えないし、こまるので税金を大切にしたい
と思います。税金の力はすごいと思いました。税
金は大切なそんざいだとあらためて思いました。

　税金がなかったら、自分は生きていけられな
いし、国民が大変なことになることから、税金
あったほうがいいことが分かりました。消費税
がだんだん増えていくのは、未来の自分のため
にあるんだな思いました。

　最初はビデオの人たちと一緒で税金ってなん
であるのかと思ったけど話を聞いたらみんなの
ため、自分のために工夫していることが分かり
ました。税金の授業とても分かりやすかったで
す。ありがとうございました。

福山市立神辺小学校

福山市立山手小学校

福山市立大谷台小学校
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　公益社団法人福山法人会は尾道、三原、府中の広島県
東部の法人会と共催して、去る１０月１８日（月）福山ニュー
キャッスルホテルおいて、特別講演会を開催しました。
　７月に着任された永田寛幸国税局長には、コロナ禍
の中のご講演を快くお引き受けいただきました。
　主として国税庁・国税局に勤務され、税務行政全般
に精通されており、パワーポイントにより、国税庁が
進めている更なるデジタル・電子化について、講演し
ていただきました。
　特に、新型コロナウイルス禍における今後の個人確
定申告について、無料通信アプリによる相談日の予
約、スマホを使用した確定申告の今後の更なる進化を
具体的に説明されました。

特別講演会に広島国税局長 永田寛幸氏迎える
演題：「これからの税務行政」

　去る８月２５日（水）福山ニューキャッスルホテル
おいて、本年７月に着任された斉藤安史福山税務署長
を講師に迎え税務研修会を開催しました。
　『経営者の税』をテーマに長年の調査経験に基づき、
経営者サイドの視点に立って、事業承継・相続に係る
税について、要所を的確に説明されました。
　聴講者にとって、身近な課題であり、大変興味を引
き、受講者一同真剣に拝聴しました。
　講演終了後において、質問が続き、過去に例を見な
い盛況でありました。
　なお、女性部会は、１０月６日斉藤署長を講師とし

　去る９月１０日、講師に『non-no』『MORE』『Oggi』スタ
イリストの地曳いく子氏を迎え 「これからのおしゃれ」～
アフターコロナの時代に を演題に講演会を行いました。
　新入会員獲得を目指して講師の選択を行い、市民公
開講演会にしました。
　当日は、スタイリストとしての知識と経験で着るべ
き服、着こなし、ファッションに必要な簡単なアップ
デート、美容のコツ、日常における掃除・洗濯など日々
のお手入れについて、辛口ながら愛のある、飾り気の

演題：「経営者の税」

特別講演会

斉藤福山税務署長を講師に迎え税務研修会を開催

女性部会主催で教養講座（公開講座）を開催

税務研修会

　今後の税務行政のより高度な電子化への取組によ
る納税者サイドの利便性向上について、開始時期を含
め、分かり易く説明されました。
　受講者は、コロナウイルス感染症への対応を含めた
永田局長の巧みな話術に、引き込まれ、熱心に聞き入
ることができ、大変好評な講演となりました。

たお月見研修会を実施しています。また、青年部会で
は、新年互礼会において、斉藤署長を講師とした研修
会を予定しています。

無い本音トークで聴講者を釘付けにし､最初から最後
まで笑いの絶えない素晴らしい講演会でした。

講演中の地曳氏

講演中の永田局長

講演中の斉藤署長
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福山税務署からのお知らせ
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令和3年　Vol.6

税務署・県税事務所・市役所からのお願い
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●功績
「多年にわたる申告納税制度の普及発展に努められた」
　
●関係団体における役職等(現職)
公益財団法人　全国法人会総連合　評議員
中国地方法人会連合会　理事
一般社団法人　広島県法人会連合会　副会長
公益社団法人　福山法人会　会長

納税表彰受彰おめでとうございます！

福山税務署長表彰

福山税務署長感謝状

令和３年度納税表彰受彰者

常任理事 
細川 俊介 （アート印刷 株式会社）

理事（曙支部長）
織田 誠二 （株式会社 共栄店舗）

理事（城北支部長）
越智 寛高 （有限会社 青葉設計事務所）

理事（西南支部長） 
内海 由子 （光和物産 株式会社）

理事（松永支部長） 
平櫛 孝夫 （マルケー食品 株式会社）

●当会における経歴
青年部会長　　　平成２年４月～平成４年３月
理事　　　　　　平成4年5月～平成7年5月
常任理事　　　　平成7年5月～平成1３年5月
副会長　　　　　平成13年5月～平成27年６月
会長　　　　　　平成27年６月～

●税務関係受賞歴
税務署長表彰(平成7年)／国税局長表彰(平成17年)
国税庁長官表彰(平成30年)／財務大臣表彰(令和2年)

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、表彰式
は、中止となったことから、１１月１４日当会主催で納税表彰
受彰式を行い、福山税務署長から、贈呈を受けました。

当会会長 内海康仁氏(光和物産株式会社 代表取締役会長)に
令和３年１１月３日 旭日双光章が授与されました。
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令和3年　Vol.６

放送局
FMふくやま

「令和四年度税制改正に関する提言」活動

「法人会全国女性フォーラム」（参加報告）

地元国会議員並び福山市に提言書を提出
　１１月５日（金）内海会長が宮沢洋一自由民主党税制調査会長を訪
問、「令和四年度税制改正に関する提言」を手交しました。なお、１１月
下旬には、地元選出の国会議員、小林史明氏及び柳田稔氏、福山市長、
福山市議会議長に提言書を持参しました。

　コロナ禍のため、昨年度は中止、本年度は延期と
なっていた、「法人会全国女性フォーラム」が１１月
１６日開催され、当会からは、村上女性部会長他、
女性部役員計７名で参加しました。
　新潟県の朱鷺メッセ 新潟コンベンションセン
ターに全国の法人会女性部会員約１,２００名が一堂
に会する中、「新しい形、新潟から。～新時代 令和に
羽ばたく女性の力～」を大会キャッチフレーズに、
「魅力ある女性部会にするために」をテーマに、本年
度の新たな取組として、「食品ロス」の問題について、
熱い議論を交わしました。
｠｠また、全国の女性部会が租税教育活動の一環として

宮沢洋一税制調査会長に
提言書を交付する内海会長

フォーラム会場にて

取り組んでいる小学生を対象とした「税に関する絵はが
きコンクール」について、各地の取組が発表されました。
　当会においては、絵はがきコンクール発祥の地であ
り、その活動は、益々活発化し、地域に根付いた社会貢献
活動となっていること。また、食品ロスについては、既に
取組を始めているこ
とを発表しました。
　参加者一同、今後
とも、他の団体の模
範となるべき、益々
の活発な活動を行
う事を誓いました。

過去放送分（１１月末まで）
4月  ５日㈪
４月１３日㈫
４月２０日㈫
５月  ３日㈪
５月１１日㈫
５月１８日㈫
６月  ７日㈪
６月  ８日㈫
６月２９日㈫
７月  ５日㈪
７月１３日㈫
７月２０日㈫

福山市立常石小学校
福山市立柳津小学校
福山市立竹尋小学校
福山市立手城小学校
福山市立藤江小学校
福山市立道上小学校
福山市立箕島小学校
福山市立桜丘小学校
福山市立網引小学校
福山市立野々浜小学校
福山市立多治米小学校
福山市立山手小学校

公益社団法人 福山法人会プレゼンツ

令和３年４月から令和４年３月まで

８月  ２日㈪
８月１１日㈫
８月１7日㈫
９月２１日㈫
１１月  １日㈪
１１月  ９日㈫
１１月１６日㈫
１１月２３日㈫

福山市立赤坂小学校
福山市立駅家小学校
福山市立能登原小学校
福山市立川口東小学校
福山市立泉小学校
福山市立御野小学校
福山市立加茂小学校
福山市立内海小学校

１２月  ６日㈪
１２月１３日㈪
１２月１４日㈫
１２月２１日㈫

１月  ３日㈪
１月１０日㈪
１月１１日㈫
１月１８日㈫
２月  ７日㈪
２月  ８日㈫
２月１５日㈫
３月  ７日㈪
３月  ８日㈫
３月１５日㈫
３月２９日㈫

福山市立大津野小学校
福山市立春日小学校
福山市立広瀬小学校
福山市立湯田小学校
福山市立水呑小学校
福山市立本郷小学校
福山市立蔵王小学校
福山市立松永小学校
福山市立大谷台小学校
福山市立内浦小学校
福山市立御幸小学校
福山市立神村小学校
福山市立高島小学校
福山市立戸手小学校
福山市立幕山小学校
福山市立山南小学校

今後の放送予定

以上36校です。昨年度と合わせて、72校の発表となります。

コロナ禍により、学習発表の機会を失った子供たちに、社会貢献活動の一つとして、
FM放送による発表の場を提供しております。

右記のQRコードから、過去放送分をYouTubeでいつでも視聴できます。
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　福山法人会では、会員相互の親睦と連絡協調を
図る目的として、福利厚生制度受託会社３社（大
同生命・AIG損保・アフラック）の協力を得て、「親
善チャリティーゴルフ大会」を開催しています。
　本年は、第１５回目となり、９月１４日松永カ
ントリークラブで行いました。
　コロナ禍の中であり、開催が危ぶまれました
が、３６名の参加をいただき無事開催すること
ができました。
　スタート直後は雨模様でしたが、その後、天候
も回復し、暑くもなく、気持ちよくプレーを楽し
みながら、親睦を深めていただきました。
　次回　皆様方の参加をお待ちしております。

特別史跡 旧閑谷学校での集合写真

橋本社会福祉協議会会長へ食料品
の寄付を手渡す村上女性部会長

「第１5回親善チャリティーゴルフ大会」を開催しました

　本年度より、女性部会として、新たに食品ロスの問題に積極的に
取り組むこととしました。
　各人の問題意識を醸成するため、また、地域貢献活動の一環とし
て、福山市社会福祉協議会が行っている「フードたすけあいネット」
活動に参画することとし、会員に呼び掛けを行い、家庭内にある不
要な食品・賞味期限が近い食品等の提供を受け、先般１１月４日に
第１回目の持込（寄付）を行いました。
　今後、女性部会として、この活動を継続して行きます。

食品寄贈

女性部会

　女性部会は、去る１０月２６日（火）令和３年度
視察研修に、岡山県備前市 特別史跡 旧閑谷学校
（秋色づく閑谷）巡りと昼食に日生カキオコ（牡蠣
入りお好み焼き）を計画しました。
　本年当初の計画は国宝姫路城等でしたが、コロ
ナ禍での実施となることから、行き先を、隣県ま
でと一部変更いたしました。
　行きの車中においては、閑谷学校が「山水清閑、宜
しく読書講学すべき地」であり、論語を学ぶ声がこ
だました地であることから、村上部会長が講師とし
て、論語の勉強を行いながら、現地に向かいました。
　現地到着後､ボランティアガイドさんの案内で

視察研修で特別史跡 旧閑谷学校へ
散策しました。
　大講堂には、ここで学ぶ修学旅行生の論語を朗
誦する声が谷に響いていました。
　その後、待望のカキオコを頂き、大満足で帰路
につきました。

なお、一部のブロック・支部、
また、青年部会でも
親睦ゴルフ大会を開催しております｡
奮ってご参加を！



〒720－0067  福山市西町2丁目10番1号
TEL.（084）921-7815　FAX.（084）931-1580

公益社団法人 福山法人会

E-mail.fy-hojin@ninus.ocn.ne.jp

１２月２日㈭

１月17日㈪

１月２0日㈭

2月  7日㈪

2月  7日㈪

６月  ２日㈭

６月  ２日㈭

決算期別説明会

青年部新年例会

女性部新年互礼会例会

第３回理事会

時局講演会（池上彰氏）

第１１回総会

特別講演会（黒田博樹氏）

福山リーデンローズ

福山ニューキャッスルホテル

福山ニューキャッスルホテル

福山ニューキャッスルホテル

福山ニューキャッスルホテル

福山ニューキャッスルホテル

福山ニューキャッスルホテル

日　　時 行　　事 開催場所

今後の行事予定（６月末迄）

時局講演会の開催案内

（13時30分）

（1７時）

（11時）

（14時30分）

（1６時）　

（1４時）

（1６時）

藤井　哲郎福山法人会　広報委員会副委員長

神辺支部長ライブパーソンズ㈱

編集後記
　昨年度からの新型コロナウイルス感染症のた
め、経済活動は停滞・後退している中、当会の活
動においては、一部の行事において、縮小・中止
されましたが、皆さんのご協力により、ほぼ前年
通りの行事を実施しております。
　本年度、当県におきましても、緊急事態宣言・
まん延防止等重点措置が出されるなど、コロナ
禍の影響を強く受けたところですが、１１月に
入り、ワクチン接種等感染対策が効果を奏した

のか、落ち着きを取り戻し、経済的にも明るい兆
しも見え始めたところです。
　公益社団法人としての当会の社会貢献活動は、
今後、益々重要となってきます。広報委員会副委
員長として、当会の活動広報に全力で取り組む
所存です。よろしくお願いします。

令和3年　Vol.6

時局講演会を下記のとおり開催します。
会員の皆様には、１月上旬に御案内を送付します。会員の皆様のご出席をお願いします。

令和４年２月７日（月）16時～
福山ニューキャッスルホテル

講師  池上 彰氏 （ジャーナリスト）

記

※時局講演会は、席に余裕があれば、会員以外の方も聴講できます。
　聴講料は、会員は無料、会員以外は、2千円です。

日　時
場　所
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広島支社　福山営業所/

TEL 084-922-0399

福山支社/

TEL 084-922-1477


