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　着任のごあいさつ

　本年７月の定期人事異動で宇部税務署長を拝命いたしました三保でございます。
　前任の林田署長同様よろしくお願い申し上げます。
　公益社団法人宇部法人会の皆様方には、平素から税務行政全般にわたり、格別
のご理解と多大なご協力を賜っておりますことを、本紙上をお借りしまして厚く
お礼申し上げます。
　宇部法人会におかれましては、昭和 54 年に社団化されて以来、会員のニーズに応えた各種研修会や次世
代を担う子供達を対象とした「租税教室」の開催、更には小学６年生を対象とした「税に関する絵はがきコ
ンクール」を主催されるなど、積極的な事業活動を展開され、納税道義の高揚や税知識の普及に大きく寄与
していただいております。
　また、本年４月には公益社団法人に移行され、より一層地域企業や地域社会の健全な発展に貢献するため
に、「献血活動」や「東日本大震災義援金募金活動」・「ボランティアスタッフとしての大相撲宇部場所への参加」
など、工夫を凝らした様々な事業活動を積極的に展開しておられます。
　これもひとえに久保田会長をはじめ、歴代役員の方々による永年のご尽力並びに会員の皆様方のご協力の
賜物と心から敬意を表する次第でございます。
　さて、我が国の財政に目を転じてみますと厳しい状況が依然として続いており、世の中はさらに少子高齢
化が進み、経済取引はより一層複雑にグローバル化・ICT化しています。
　こういった状況の中で社会保障の充実・安定化と、そのための安定財源確保と財政健全化の同時達成を目
指した「社会保障と税の一体改革」の実施について税制全体を通じた改革が進められています。
　本年１月からは調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すこ
とで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点から、改正され
た国税通則法により法定化された税務調査手続が実施されています。
　そうした中で、国税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」を着
実に果たすためには、納税者サービスの充実、適正な調査・徴収の実施、事務の効率化の推進と組織基盤の
充実等を行っていき、国民の皆様の税務行政への理解と信頼を確かなものとしていく必要があると考えてお
ります。
　e-Tax の普及及び定着につきましては、平成 23 年８月に決定された「新たなオンライン利用に関する計画」
を受け平成 24 年５月に策定した国税庁における「業務プロセス改革計画」に盛り込まれた各種施策を一層
積極的に推し進めてきました。
　宇部法人会におかれましても、具体的な利用率の設定をしていただき、利用推進に積極的に取り組んでい
ただいております。
　宇部法人会の皆様方には引き続き、積極的な利用推進活動と併せて、今後とも税に対する良き理解者とし
て、これまで以上のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　終わりになりましたが、地域社会のリーダーとしてご活躍されている公益社団法人宇部法人会の益々のご
発展と、会員企業のご繁栄並びに会員の皆様方のご健勝を心から祈念いたしまして、着任のあいさつとさせ
ていただきます。

新署 長

宇部税務署長
三保　信幸



－ 2－

　宇部法人会は平成25年４月１日をもって公益社団法人へ移行しました。
これにより、平成25年６月19日（水）に新法人として、移行後初の第1回定時総会を開催し
ました。総会はANAクラウンプラザホテル宇部で行われ、会員108名（別途委任状551名）
および多数のご来賓の方々にご出席いただきました。
　定時総会は塚原副会長の開催の辞からはじまり、福利厚生制度の推進に貢献された方へ
の感謝状の贈呈を行いました。
議事では、平成24年度の決算報告、役員選任（案）、会費規程の改正についてをご承認いた
だきました。続いて、５月17日開催の第１回理事会で承認された、平成25年度の事業計画
と予算について報告を行い、河村副会長の閉会の辞で総会を終了しました。
　引き続き、第３回理事会で正副会長の選出についてと、代行順序の決定についての承認
をいただき、記念式典へ。式典では、新しく就任された久保田会長のご挨拶の後、久保田
新会長より添田顧問へ功労者表彰が授与されました。

第1回  定時総会  開催

新 役 員（順不同・敬称略）

　◎副会長
　　村田　敏彦（㈱山口銀行）
　　善甫　廣文（㈱ワイネット）

　◎理　事
　　岩本　米三（宇部興産海運㈱）	 縄田　泰信（宇部マテリアルズ㈱）
　　松江　豊博（新光産業㈱）	 加藤　禮子（㈱ダイヤス食品）
　　渡辺　弘美（千年設計㈲）	 金子　智博（㈲中央事務機）
　　村田　茂輝（セントラル硝子㈱）

※役員・決算等は当会ホームページの情報公開に掲載しています。（http://www.ubehoujinkai.or.jp/）

平成25年

6月19日
ANAクラウン
プラザ宇部

公益社団法人 移行
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久保田 隆昌 新会長　就任挨拶
　この度、皆様のご推挙により会長に就任致しました、久保田でございます。

　当会の設立以来長きわたりご尽力頂きました、添田前会長同様に、ご指

導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　さて、宇部法人会は、昭和54年９月の社団化以来、34年の長きにわたり、

良き経営者を目指すものの団体として、会員企業の健全な発展と納税意識

の高揚、地域社会への貢献など、着実に活動を進めてまいりました。

　これまでの歴史と、会員の皆様のご尽力に対し深く敬意を表しますとと

もに、私は今、与えられた役割の重大さを痛感している次第でございます。

　現在、私達は、大変厳しい経済環境下にございます。企業の３割しか利益

が出ていないと言われている現在、会員企業の皆様も大変なご苦労をされて

いることと存じます。私共宇部法人会は、この苦境を乗り越え、健全な企業経営を維持し、発展される一助となること

を願い今後も活動していく所存でございます。

　ところで、今年の４月１日に当会は公益社団法人宇部法人会となりました。公益法人へ移行することよりも、そ

れを維持して行くことの方が、非常に重要であり、困難な問題でもあります。これまでにも増して公益事業の推進

に力を入れて行きますとともに、税のオピニオンリーダーとして、新しい時代に対応した、地域の中で存在価値の

ある法人会を、皆様と共に目指して参りたいと考えております。

　これからも、宇部税務署をはじめ、関係機関各位、及び会員の皆様方の一層のご鞭撻とご協力をお願いし、会長

就任のご挨拶と致します。

添田顧問 塚原副会長

水野	氏

「2013 年の金融経済展望」
講師：水野　正幸　氏
　　　（日本銀行下関支店長）

　定時総会の記念講演とし
て、日銀の水野支店長にご講
演いただきました。
　講演では、図やチャートを
使って金融政策の強化と推
進、また山口県経済の現状と
見直しについて、わかりやす
くご説明いただきました。

功労者表彰
　添田　忠秋（顧問）

会長感謝状（福利厚生制度の部）
　【個人の部】
　・塚原　　明（副会長・厚生委員長）
　・杉本　米子（理事）

　【福利厚生制度　委託保険会社の部】
　・中村麻衣子（大同生命保険㈱宇部営業所）
　・徳永　　健（AIU保険㈱　代理店）
　・岩本　礼子（アフラック　代理店）

＊	受賞時における役職
で掲載しております

表 彰 式 記 念 講 演
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青 年 部 会
青年部会　第 1 回定時総会　開催 青年部会の活動
　６月20日（木）、第１回定時総会が、国際ホテル

宇部で開催され、28名が出席しました。

　塔野部会長は今期をもってご退任となり、新部

会長に金子智博さんが就任されました。

【議事】

第１号議案　平成24年度決算報告の承認について

第２号議案　新役員の選出について
租税教室

２月12日（火）
東岐波小学校

第１回役員会
５月10日（金）
BECO

総会記念講演
「若手経営者のためのリスクマネジメント」
佐喜本　敦子	氏（㈱ファーレン	代表取締役）

6月20日（木）　国際ホテル宇部

塔野前部会長挨拶金子新部会長挨拶

女 性 部 会
女性部会　第 1 回定時総会　開催 女性部会の活動
　６月27日（木）、第1回定時総会が、ホテル河長

で開催され、35名が出席しました。

　渡辺部会長は今期をもってご退任となり、新部

会長に加藤禮子さんが就任されました。

【議題】

第１号議案　平成24年度決算報告の承認について

第２号議案　新役員の選出について

総会の様子 加藤新部会長挨拶

渡辺前部会長挨拶 新入会員さんのご紹介

【女性部会会議等】

　1/8	（火）　親睦委員会（河長）　　	 5名
　1/22（火）　新年会（河長）　　　　24名
　2/25（月）　役員会（ドンファン）　12名
　4/10（水）　役員会（河長）　　　　12名
　5/8	（水）　予算会議（事務局）　　	 5名
　6/6	（木）　役員会（ドンファン）　14名

第８回法人会全国女性フォーラム 愛知大会
４月11日（木）　参加者：２名
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活 動 報 告 （1月～ 6月）

月 日 曜日 会 議 名（場所）

1

17 木 中法連事務局研修（広島）

18 金 第4回広報委員会（宇部商工会議所）

24 木 第2回県連	女連協会議
（サンルート徳山）

28 月 第2回正副委員長会議
（宇部商工会議所）

2

14 木 第1回総務委員会（宇部商工会議所）

19 火 特別区総会（宇部興産ビル）

19 火 特別区総会税務研修会（宇部興産ビル）

22 金 第1回厚生委員会連絡協議会（ドンファン）

3 19 火 第62回理事会
（ユーピーアールスタジアム）

4

16 火 第1回e-Tax会議（宇部税務署）

19 金 県連	第１回厚生委員会・連絡協議会
（合同会議）（ホテルサンルート徳山）

23 火 第1回研修委員会（宇部商工会議所）

24 水 監査会（宇部商工会議所）

24 水 県連	第１回青年部会連絡協議会役員会
（ホテルサンルート徳山）

月 日 曜日 会 議 名（場所）

5

2 木 県連	第１回研修委員会
（ホテルサンルート徳山）

8 水 県連	第１回総務委員会
（ホテルサンルート徳山）

13 月 第1回総務委員会（宇部商工会議所）

16 木 県連	第１回理事会
（ホテルサンルート徳山）

17 金 第1回正副会長会議
（ユーピーアールスタジアム）

17 金 第1回理事会
（ユーピーアールスタジアム）

28 火 第1回税制委員会（宇部商工会議所）

6

3 月
第1回組織委員会・厚生委員会・青年部会・
女性部会合同連絡協議会
（国際ホテル宇部）

5 水 県連	第１回税制委員会
（ホテルサンルート徳山）

19 水 第1回定時総会
（ANAクラウンプラザホテル宇部）

19 水 第3回理事会
（ANAクラウンプラザホテル宇部）

20 木 青年部会定時総会（国際ホテル宇部）

26 水 県連	第1回定時総会（山口グランドホテル）

26 水 県連	第2回理事会（山口グランドホテル）

27 木 女性部会定時総会（河長）

企業名 代表者氏名 住　　所

正会員

㈲イズモヤ 床西　　悟 宇部市西岐波区江頭
㈱オフィスＴ&Ｈ 梅本　　久 宇部市大字東須恵1797番地
㈱ケースリー 草野　　智 宇部市東琴芝1丁目4番17-1号
㈱ＪＥＴ建設 河内　孝文 宇部市文京町8番12-304
（合資）美正堂 美澄　　武 宇部市新天町1丁目2-24
（合同）優悠 今田千恵美 宇部市奥万倉426番地1
㈲ループ 前田　光男 宇部市浜町1丁目3番20号

賛助会員

河口雅邦公認会計士・税理士事務所 河口　雅邦 宇部市大字東須恵653-6
赤のれん 柴崎　芳廣 宇部市則貞5-2-8
スタジオまつばら 松原　靖人 宇部市大字東須恵914-27
長岡電気保安管理事務所 長岡　俊三 宇部市大字善和499-3
ビューティーサロンジュン 森河　純子 宇部市西中町2-11
毎日新聞妻崎開作店 竹内　進伍 宇部市妻崎開作253-12
山口オール清掃 髙山　仁錫 宇部市芝中町7-20 西村ビル 2Ｆ

新入会員紹介



－ 6－

めざします　企業の繁栄と社会への貢献

宇部法人会の活動
租税教育活動 次代を担う児童に税の重要性を正しく理解し、関心を持っていただくため、

様々なイベントを行っています。

税の研修会を随時開催して、最新の税知識を提供しています。その他、一流講師
による講演会や、経済・経営に役立つ様々な内容の研修会も開催しています。 講演会・セミナー

社会貢献活動 法人会では、企業のこれからの活動を支援しながら、様々な社会貢献活動に取り組み、
地域のイベントの共催など、地元に根付いた活動をしています。

会員の意見や要望、高齢化・国際化が進む今後
の経済社会を見据え、税のあるべき姿を検討し、
税制改正に関する提言を取りまとめています。
その提言は、政府や国会への働きかけを通じて、
いままでにも大きな成果をあげています。

宇部法人会会報「ほ
うじん宇部」を年
2回会員企業向け
に発行しています。

節電啓発運動でうちわを配布
（いちごプロジェクト）

献血活動 第11回全国障害者スポーツ大会
山口大会でボランティア

税制セミナー
税務研修会

経営セミナー
日本銀行水野支店長　講演会

中小企業会計セミナー

青年部会が中心になって「租税教室」
を行っています

女性部会が中心になって「税に関する
絵はがきコンクール」を行っています

第4回絵はがきコンクール
最優秀賞作品

入 会 の ご 案 内

税の提言
活動

会報「ほうじ
ん宇部」発行

【宇部法人会】	 〒 755-0026　宇部市松山町1丁目 16-18　　TEL（0836）33-8610　　FAX（0836）33-8612
	 E-mail　info@ubehoujinkai.or.jp　ホームページ　	http://www.ubehoujinkai.or.jp/
	 インターネットセミナー ID：hj2617　パスワード：8610
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　着任あいさつ

　本年７月の定期人事異動で宇部税務署副署長を拝命いたしました加藤でござい
ます。
　公益社団法人宇部法人会の皆様方には、平素から税務行政全般にわたり、格別
のご理解とご協力を賜っておりますことを厚くお礼申し上げます。
　また、幅広い活動を通じ、税知識の普及や納税意識の高揚に大きく貢献していただいておりますことを重
ねてお礼申し上げます。
　私は初めての宇部税務署勤務となりますが、「緑と花と彫刻のまち」宇部市は、古代から近現代に至る豊
かな歴史を持つ、文化の香り高い街であるとの印象を持っています。
　この宇部市を担当する宇部税務署で勤務できることを大変うれしく思っております。
　前任の田村副署長同様、よろしくお願いいたしますとともに、より一層の税務行政へのご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

新副署長

宇部税務署　人事異動（幹部）
（転入者）

新　官　職 氏　名 前　任　署　等
署　　長 三保　信幸 広島国税局　主任訟務官
副 署 長 加藤　克彦 広島東税務署　筆頭特別調査官（資産税）
総務課長 大上　耕司 広島国税局　個人課税課課長補佐

管理運営第一部門統括官 真方　郁夫 米子税務署　管理運営第一部門統括官
個人課税第一部門統括官 金島　秀樹 厚狭税務署　個人課税部門統括官
個人課税第二部門統括官 樋田　　聡 下関税務署　個人課税第三部門統括官
法人課税第一部門統括官 安永　光宏 広島国税局　調査第三部門統括主査

（転出者）
旧　官　職 氏　名 新　任　署　等
署　　長 林田　文弘 広島国税局　酒類監理官
副 署 長 田村　友治 下関税務署　特別調査官（総合調査）
総務課長 髙田　啓一 広島国税局　個人課税課課長補佐

管理運営第一部門統括官 山崎　保彦 浜田税務署　総務課長
個人課税第一部門統括官 山内　吉美 広島北税務署　個人課税第一部門統括官
個人課税第二部門統括官 湧川　定昌 岩国税務署　個人課税第二部門統括官
法人課税第一部門統括官 森　　哲朗 下関税務署　審理専門官（法人課税）

宇部税務署副署長
加藤　克彦
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広島国税局　消費税課
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消費税率の引き上げに伴う経過措置のポイント解説
� 研修委員　税理士　木下敏彦　

　平成 24年 8月に消費税法の一部が改正され、消費税の税率は平成 26年 4月 1日か

ら8％、平成27年10月1日から10％と2段階での引き上げの実施が予定されています。

　税率の引き上げについては、経済状況等を総合的に勘案した上で最終的に決定されま

すので、現時点では確定ではありませんが、政令及び省令の公布、消費税率の経過措置

に係る通達やＱ＆Ａが国税庁より公表され、税率の引き上げを前提とした整備が進めら

れています。

　そこで、消費税率の引き上げに伴う経過措置のうち、特に重要と思われる、工事や製

造などの請負契約についての経過措置のポイントを解説します。

（１）経過措置の対象となる請負契約の範囲

現　行 平成 26年
4月 1日～

平成 27年
10月 1日～

消費税（国税） 4.0％ 6.3％ 7.8％

地方消費税 1.0％ 1.7％ 2.2％

合計税率 5％ 8％ 10％

１．工事の請負に係る契約

２．製造の請負に係る契約

３．�測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並び

に設計、映画の制作、ソフトウェアの開発、その他（修繕、運送、保管、

印刷、広告、仲介、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査）の請

負に係る契約であり、以下の要件を満たすもの。

　　　①仕事の完成に長期間を要するものであること

　　　②仕事の目的物の引渡しが一括して行われるものであること

　　　③仕事の内容につき、相手方の注文が付されているものであること
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（２）新しい税率（８％の場合）の適用と経過措置

１．原則

　�　消費税法では、完成引渡しの日を資産の譲渡の時期としているため、完成引渡しの

日において施行されている税率を適用することになります。そのため、平成 26年 4

月 1日以後に引渡しをした場合においては、原則として 8％の税率が適用されます。

２．経過措置

　�　工事の請負等については、受注から完了までに長期間を要するものが少なくないこ

とから、平成 25 年 9月 30 日までに契約した場合には、引渡しが平成 26 年 4月 1

日以後であっても 5％の税率が適用される経過措置が設けられています。

平成25年10月1日 平成26年4月1日

消費税率 ５％

５％

８％

８％引渡し

契約

契約

引渡し

平成25年10月1日 平成26年4月1日

消費税率 ５％ ８％

８％引渡し契約

平成 25年９月 30日までの契約であれば５％の経過措置の適用あり
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３．経過措置が適用される工事の請負金額に変更があった場合
　�　経過措置が適用される工事の請負金額について、平成 25年 10月 1日以後に変更が生じ

た場合には、当初契約の請負金額との差額により判定されます。

①請負金額の減額のケース

　�最終の請負金額が当初契約の請負金額より少ない場合は、最終の請負金額の全額が経過措置

の適用対象になります。

②請負金額の増額のケース（追加工事による増額は除く）

　�最終の請負契約が当初契約の請負金額より多い場合、当初契約の請負金額を超える部分につ

いては、経過措置が適用されません。

４．追加工事によって請負金額が増額した場合
　�　平成 26 年 4月 1日以後に引渡しが行われる工事について、本体工事を平成 25 年 9月

30 日までに契約をした場合でも、平成 25年 10 月 1日以後の追加工事により、当初の請

負金額よりも増加した場合には、増額分については経過措置の適用はなく、8％の税率が適

用されます。

当初の
請負金額

100

最終の
請負金額

80
減額後

50

全額
経過措置の
適用あり

平成25年10月1日

当初の
請負金額

100

最終の
請負金額

120

増額後

140

経過措置の
適用あり

経過措置の
適用なし

平成25年10月1日
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（３）経過措置の適用を受ける工事を下請業者に発注する場合

　経過措置の適用は、個々の取引、契約ごとに判断します。そのため、発注者と建築業者の請

負契約を平成 25年 9月末までに締結したとしても、建築業者と下請業者との請負契約の締結

が平成 25年 10 月 1日以後になった場合には、建築業者の発注者への売上には５％の税率、

下請業者への外注費には８％の税率が適用されますのでご留意下さい。

　最後に、消費税率引き上げに伴う経過措置については、今回取り上げた請負契約以外にも、

資産の貸付けや旅客運賃等、電気料金等など多岐に渡ります。消費税率の変更に当たっては、

経過措置を踏まえて新旧税率の適用を判断する必要がありますので、税務署及び顧問税理士に

相談、確認の上、慎重に判断するようにして下さい。

【参考文献】

　「消費税法改正のお知らせ（平成 25年 3月）」国税庁

　「平成 26年 4月 1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される

　 消費税率等に関する経過措置の取扱いＱ＆Ａ」国税庁消費税室

　「８％対応　改正消費税のポイントとその実務」税務研究会出版局　熊王征秀

　「Ｑ＆Ａで理解する　８％消費税」税務研究会出版局　金井恵美子

平成25年10月1日 平成26年4月1日

消費税率 ５％ ８％

８％

５％

引渡し
本体工事

追加工事

平成 25年 10月 1日以後の追加工事の契約は、経過措置の適用なし
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第２回　仰向けエクササイズとうつ伏せエクササイズ

　前回はヒトの基本機能「直立二足歩行」について、赤ちゃんの発育・発達の観点から記事を書きました。赤

ちゃんは生まれてから…

　泣く（呼吸）→仰向け→寝返り→うつ伏せ→腹這い→四つ這い→高這い→お座り→立ち上がり→直立二足歩

行へと段階を踏んで、成長していきます。

　発育・発達に基づき、エクササイズを組み立てることで自然に正しく立つ、正しく歩く機能が身に付いて

きます。前回は「泣く」の部分を呼吸ととらえて、呼吸エクササイズをご紹介しました。今回は仰向けエクサ

サイズとうつ伏せエクササイズをご紹介します。

仰向けエクササイズ（通称：グーパー腹筋）…腹筋群強化

　①�両膝を立て、仰向けに寝転がります

　②�上体を持ち上げ腹筋を意識します。

　③�続けて両脚を持ち上げます。（グー）

　④�グーの姿勢から両手足を伸ばします。（パー）

　⑤�５往復を目標に実施します。

うつ伏せエクササイズ（通称…エアプレイン）…背筋群強化

　①�うつ伏せになり、両肘をついてカラダを支えます。

　②�右手を斜めにしっかり伸ばして、戻します。

　③�左手を斜めにしっかり伸ばして、戻します。

　④�両手両足を伸ばして、カラダを反らせます。きつい方は両手だけでもOKです。

　⑤�一連の動作を5回繰り返します。

　記事を見ているだけで、健康になった気分になっていませんか？実践なくして、健康なしです！いつやる

のですか？今でしょ！（笑）

　実際に行ってみると分かりますが、腹筋・背筋を強化する効果的なエクササイズです。

　次回は腹這い・四つん這いエクササイズをご紹介します！お楽しみに♪

カラダなるほど健康コラム

プロフィール

平本貴法（ひらもと	たかのり）
〈保有資格〉
・健康・体力づくり事業財団認定　健康運動指導士
・JHCA認定　フィジカルコンディショナー
・JAFA認定　エアロビックダンスインストラクター
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わたしたちは e -Ta x を推進します

宇部スイミングスクール スリーエススポーツプラザ
（フィットネスクラブ）

樹　抱
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わたしたちは e -Ta x を推進します
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わたしたちは e -Ta x を推進します

グ
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わたしたちは e -Ta x を推進します

代表取締役会長　河 野 光 伸
代表取締役社長　河 野 剛 志

AIU保険会社　山口支店　TEL.0827-23-0101



－ 28 －

わたしたちは e -Ta x を推進します
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わたしたちは e -Ta x を推進します

755-0152
宇部市あすとぴあ四丁目2-6

0836-53-5010
53-5444
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わたしたちは e -Ta x を推進します

「ほうじん宇部」に掲載する広告を募集しています。
　国税庁並びに地方公共団体が推進している、e-Tax 及び eLTAXの周知と利用推進のために、当会の運
営や、e-Tax 推進等に賛同いただける企業等から広く広告を募集致します。
　本誌は、会員だけではなく宇部税務署や宇部市役所・金融機関・ホテル等の公共機関にも設置致し、多
くの方に読んで頂けるようにしております。皆様が、利用推進の広告を掲載されれば、e-Tax や eLTAX
を未利用の企業や一般個人に身近なものとして感じられて利用率が向上すると考えます。同時に、多くの
方へ貴社の商品やサービスの PRにもなります。
　なお、広告収入は、税知識の普及や納税意識の高揚と地域経済の活性化を図るために使用させて頂きま
す。ご出費ご多端の折から誠に恐縮ですが、公共事業開催のため、御社の PRのために是非ご協力をお願
い申し上げます。� 広報委員長　新造　剛　

〈料金〉
　　　A枠（A4判12分の1：41.75mm×89mm）5,000円	 B枠縦（A4判6分の1：85.5mm×89mm）10,000円
　　　B枠横（A4判6分の1：41.75mm×180mm）10,000円	 C枠（A4判1枚：260mm×180mm）30,000円

〈原稿作成にあたって〉
　広告原稿は、原則自社にて作成して下さい。
　時間がない場合や、どうやって作っていいかわからない場合は、広報委員会と
法人会事務局が作成のお手伝いを致しますので、お気軽にご相談下さい。

〈連絡先〉
公益社団法人　宇部法人会　事務局

〒 755-0026　宇部市松山町 1丁目 16-18（宇部商工会議所内）
TEL�0836-33-8610　FAX�0836-33-8612

　例年にない猛暑が全国で記録されている今年の夏ですが、皆さま、夏バテはされていない
でしょうか？公益社団法人になって初めての「ほうじん宇部」ですが、いろいろと公益とし
ての制限があり、誌面も少し堅苦しいものになってしまいました。自由に記事を載せていた
時がなつかしい（？）気がいたしますが、時の流れに沿い、また皆さまのご意見を頂いて少し
でもお読みいただける内容に取り組む所存ですので、よろしくお願いいたします。
� （広報委員会　新造　剛）

広告募集のお知らせ

編集後記

••••••••••••••••••••••
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