
バージン・ヌードル！ 

「ええ？何言うてんの？？」 

 

と、思ったでしょ？ 

実はコレ、エスニック焼きうどんの

名前です。 

 

平野レミさんの本に書いてありました。 

懐かしの味♪ 

めっちゃ美味しいで！ 

 この前の日曜日に、奥さん

と近松公園にお弁当食べに

行きました。 

 奥さんの手づくり弁当食べ

るのは久々だったので、とっ

てもワクワクしていました。 

    

    「「「「どこでお弁当広げよ。」 

 公園に着くと、奥さんが言いました。 

    

 天気も良かったので、公園は家族連れでいっ

ぱい。 

 広場は、シートを広げてお弁当食べてる家族

連れやバーベキューをしているグループ  

 小川では、子供たちが裸足ではしゃいでいま

した。 

 

 公園の小道を抜けて、池のほとりの広めの階

段まで行ってみると、 たまたま誰もいませんで

した。 

 

 「ここにしよ!」 

 階段にシートを敷いて、お弁当を

広げます！ 

 お弁当は、大好物のおにぎり・ウ

インナー・卵焼き。 

 

 「ちょっと味がうすかったかも？」 

 奥さんが、お弁当の味をしきりに気にしてまし

た。 

 

 「めっちゃ美味しいで！！」 

 木漏れ日の中で食べるお弁当の味は、最高

でした。 日差しと緑を沢山感じることができた

し、奥さんが美味しそうにおにぎりを頬張ってる

姿を見てとっても楽く感じた一日でした。 

あ な た の 職 場 を 笑 顔 で い っ ぱ い に し た い …                                平 成 ２ １ 年 8月 号  

な ん ば 通 心 

 こんにちは! 

 先月号で「山田優直伝」

のハンバーグを紹介した

ら、「山田優って誰？」 

と言われた難波です。 

 

８月といえば帰省です。 

実家のごはんが美味しい季

節です。 

ついお袋の味が懐かしすぎて、「１週間で体

重が３ｋｇ増えちゃったよ(-_-;)」とならないように

に気をつけてくださいね。 

 では、今月のなんばなんばなんばなんば通信通信通信通信スタートです。 

週３回カツ丼食べます。 

スーパー熱血行政書士 

   難波聡明です 
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 本日ご紹介させて頂きますの

は、会社設立のお手伝いをさ

せていただいた株式会社ＴＥＮ

ＰＡＣＨＩの福満宏之さんです。 

笑顔がとっても素敵です♪ 

 福満さんは、関西でトップクラ

スのコンサルタント。 特にプレスリリースを始めと

するマスコミ戦略は右に出る人はいません。 

 ビジネス本読んだり、セミナー受けてその気に

なって、いざ実践しようとすると、「あれ、具体的に

どうするんだっけ？」って事がありますよね？ 

 福満さんのプレスリリースセミナーは、受けた直

後から即実践できます。実際セミナー受講後マス

コミに無料で紹介してもらった会社がた～くさんあ

ります。 

 しかも、めっちゃ面白い！！約７時間のセミ

ナーがあっという間に過ぎてしまいます。 

  宣伝広告費を何十万も使っている社長さん

へ、是非このセミナー受けてください。何百倍も

宣伝効果があると思いますよ。 

 気に入らなかったら、僕がセミナー代金返金し

ます。 

  

…と、話がそれてしましました(笑) 

 そんな福満さんも、いざ会社を設立しよう

と思ったものの、「何から始めたらいいんだ

ろう？」と悩んでいました。 

 でも、「会社設立手続だけじゃなくて、支

援金等についても資料を使って教えてくれた

ところに好感が持てました。また、セミナー

 

レモン汁とパクチー入りなので、スパイシー＆エ

スニック。豚肉＆キノコたっぷりでとってもヘル

シー。でも、サッパリしてます。 

「暑くてあんまり食欲ないよ～」 

って時でも、もりもり食が進みます！ 

 

 豚肉とキノコも沢山入ってるので、 

ご飯もガツガツ食べれます！！ 

（炭水化物＋炭水化物＝幸せ） 

“バージン・ヌードル” 

 超カンタン！ 

 お鍋のキノコが沢山余ってる時にお勧めです。 

 

【レシピ】 

＜材料（２人分）＞ 

うどん２玉 

豚バラ薄切肉（４～５cmに切る）200ｇ 

生シイタケ、シメジ、マイタケ、エリンギ（石づきを

除き、食べ易く切る）計300ｇ 

赤唐辛子（種ごとちぎる）１本 

（A） 

水 大さじ４ 

オイスターソース 大さじ２ 

レモン汁 小さじ ５～６ 

（Ｂ） 

しょう油 小さじ１ 

コショウ 小さじ２ 

パクチー（粗みじん切） 50ｇ 

ごま油 大さじ １．５ 

 

【作り方】 

1.  うどんを茹でて、湯を切る。 

2.  ごま油を熱して赤唐辛子と豚肉を炒める

（赤唐辛子は油で揚げるようにすると黒くな

らない）。 

 豚肉の色が変わったら、きのこ類を加えて

サッと炒め、Ａを加えて混ぜ合わせる。 

3.  ２に、１とＢを加えて炒め合わせる。 

4. あと 

5. はお皿に盛り付けてモリモリ食べる！ 

笑顔がとっても素敵です♪ 
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上の数額をいいます。 

 

と、言われても何のこっちゃわかりません（汗） 

 

 つまり、資本金は、資本金の額と同じだけの財

産が会社にありますよ～っていう目安なんです。 

 

例えば、資本金が100万円の会社があったら、そ

の会社には、現金や売掛金やパソコンや車など、

100万円分の財産が会社にありますよ～、というこ

とを表してるって事なんです。 

 

 最初に資本金として現金100万円を出資したと

しても、それを元手に事業を行うわけですから、

その現金がパソコンや車に変わっているのは当

たり前の事なんですね。 

 

 このように、資本金は、寝かしておく必要はなく

（というか寝かしておくことのは、もったいな過ぎ

る）、事業に使っても全然問題ありません。 

 

 

「あれ？ちょっと待って！！」 

 

そうです！その通りです！！ 

 

 資本金は現金で出資して、その

後パソコンや車などの財産に変わるものでした。 

 とすれば、「資本金を最初からパソコンや車の

形で出資したらあかんの？」 

という疑問を持ちましたよね？ 

 

 さすがです。 

 資本金を現金ではなくて、現物（現金以外の財

産）で出資することができます。 

これを「現物出資」（会社法28条１項１号）といい

ます。 

 

 個人事業主の方のパソコン、営業車や電話・

FAX・コピー機などは、当然個人の持ち物ですよ

ね。 

 法人化（会社設立）の際にこれらのパソコン等

を、資本金として出資することができます。 

で知り合った人の展示会に出かけて行ったり

面白い人だな～と思いました。」と会社設立

手続を依頼することを決意されました。 

 実際に手続を依頼してみて、「会社設立か

ら１年位経ちますが、色々な相談に乗っても

らって、会社設立業務以上のお付き合い、人

と人との信頼が築けるお付き合いができると

感謝しています。」とご満足いただいてま

す。 

 取締役の事、資本金の事、助成金や融資の

事、ちょっとクドイかな？と思いながらも、

「会社経営に必要だから」と思って丁寧にご

説明させていただきました。 

 先日福満さんのセミナー終了後の飲み会

で、福満さんがその知識を話されていたの

で、「一応役に立ったんだなぁ」と嬉しく思

いました。 

 単なる手続だけじゃなくて、会社や経営者

自身の成長をお手伝いできる。この仕事をし

ていて楽しいと思える瞬間でした。 

 

株式会社ＴＥＮＰＡＣＨＩ 

  ◆ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ・WEB制作・ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

  ◆尼崎市南塚口町2-35-2-404 

  ◆TEL：06-6429-8357 

  ◆http//office.tenpachi.jp 
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資本金は使ってもええのん？ 

会社設立の時によくある質問です。 

結論から言うと、使ってもOKです。 

 

資本金は、保証金等とは違います。 

資本金とは、会社財産確保のための一定の計算



気な犬たちです。 

 

 僕が実家に帰った時の日課はく

まとさくらの散歩です。 

 まず、山道を150ｍ位ダッシュ。５

０ｍ程坂を下って、また坂道を100

ｍ位ダッシュ。そこから１５分程山道

を登って頂上（といっても低い山で

すけど）付近で休憩。その後下りな

がらも、30分位アップダウンを繰り返して帰宅。 

全行程約１時間。結構ハードな散歩です。 

 

 くまもさくらもあまり身体は大きくありません。 

 でも、引っ張る力はモノ凄いんです。 

 ちゃんと踏ん張ってないと転びそうな位…でし

た。去年までは…。 

 今年散歩に行った時。以前より引っ張る力が弱

くなってました。 

まだまだ元気ですが、やっぱり弱くなってました。 

 くまもさくらも１２歳（捨てられて

たから誕生日分からないけど…

たぶん）。人間でいうと、とうに定

年退職してる歳。少しさみしい

気分になりました。 

実家に帰って散歩に行く回数増

やそうかなぁなんて思う今日この頃です。 

取引先との関係で資本金の額を増やしたいけ

ど、現金が… 

という場合なんかに使うと便利です。 

 

ちなみに、会社設立後でもOKです。 

 

 ただ、現物出資によって帳簿が面倒になる可

能性があるので、これを行う場合は、事前に必ず

会計士さんや税理士さんに相談してくださいね。 
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夏が過ぎ、風～♪ 

今年は８月まで梅雨が続いて、盆過

ぎると少し涼しくなってましたね。 

 

夏はどこ行ったんや？ 

 

暑い日が続くのも嫌ですが、暑い日がないと調

子狂いますね？ 

大丈夫か？地球？？ 

 

気温が上がったり下がったり、変な天気が続きま

すが、健康には気をつけて。 

お疲れの出ませんように。 
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くまとさくら 

お盆休みに姫路の実家に

帰ってきました。 

 

黒っぽいのがくま（男の子） 

白っぽいのがさくら（女の子） 

 

 １２年位前、弟が京都の亀岡の下宿先の近所

でダンボールに入れられ捨てられていた４匹の

子犬を拾って姫路の実家に連れてきました。 

 当時実家には、別の犬＆猫がいたので＋４匹

も犬を飼うのは無理。 

 ということで貰い手が見つかるまでという条件で

ウチの実家で面倒見ることにしました。 

 その４匹は、とっても小さくて目もまだ開いてな

い状態。片手でつかめる位の大きさでした。 

 名前を付けて（くま、とら、さくら、風花）毎日ミル

クをあげたり世話をしていると、うちのオカンもだ

んだん情が移ったらしく、手放せなくなったみた

いでした。 

 

 結局とらと風花の貰い手が決まって、ウチに

残ったのがくまとさくらです。 

 体長が６０センチ位しかないの

に、２ｍ以上ある石垣を駆け上

がったり、１ｍ以上ある門を飛び

越えたり…警察犬訓練所とかで

キチンと訓練すればエライ事に

なってたやろうなぁ…という位元

○は姫路城 

見えます？ 



こんにちは！スーパー熱血行政書士の難波聡明です！！ 

起業するにあたって最初にしなければならないのは、会社を設立することですよね？ 

「会社設立なんて誰がやっても同じ」「自分でもできる。」と思っていませんか？ 

でも、会社設立にもポイントがあります。将来大きな組織にしたいのか、許認可業務を行うのか、

融資を受ける必要があるのか、などによって、当然会社組織の作り方も違ってきます。 

「「「「どんなどんなどんなどんな風風風風にににに会社会社会社会社をををを作作作作ったらいいかったらいいかったらいいかったらいいか相談相談相談相談したいしたいしたいしたい。」。」。」。」という声にお答えして、会社設立無料相談を

実施しております。お気軽にご応募下さい。 

あなたの夢の実現のお手伝いができたら嬉しいです！ 

ご家族と従業員の将来を真剣に考える社長さんのための 

 

会社設立相談会のご案内 

『ご家族と従業員の将来を真剣に考える社長さんのための 

会社設立相談会』 
 

◆ 開催日 毎週月曜日～金曜日 

 

◆ 時 間 午後13：00～17：30（予約制、13時～、15時～、17時～） 

 

◆ 場 所 大阪道修町行政書士事務所（大阪市中央区） 

 
＊ご連絡いただければ、出張相談いたします（交通費のみご負担下さい。） 

お名前   会社名 （予定） ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

ＭＡＩＬ： 

第１希望      月     日     時～ 

第2希望      月     日     時～ 

ご住所 

無料相談無料相談無料相談無料相談ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは下記下記下記下記にごにごにごにご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、06060606----6492649264926492----0311031103110311までまでまでまでＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

後後後後ほどほどほどほど、、、、相談相談相談相談のののの時間時間時間時間、、、、場所等場所等場所等場所等のののの打合打合打合打合せのごせのごせのごせのご連絡連絡連絡連絡をををを差差差差しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

今今今今すぐすぐすぐすぐＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：06060606----6492649264926492----0311031103110311    


