
芋栗かぼちゃ   

「うぉ～～～～！！！」 

BALLADBALLADBALLADBALLAD 名もなき恋

のうたを見に行こ

うと思ったら、電

車が遅れて上演時

間に間に合わ

ず。。。 

「このまま遠く

行ってみよっ

か！」 

ということで、武

田尾温泉まで行ってきました。 

「お腹空いた～」、奥さんが叫ぶの

で、トンネル内の駅を降りて、腹ごしらえし

ようと思ったんですが、駅の周りには何～に

もない…てか、無人駅だし。

地図を見て、とりあえず温泉宿の方へ。 

 10分程歩いて辿り着いたのが、「紅葉

館別庭あざれ」さん。 

 

「高そうな旅館～」と思いつつも、 

お腹が空きまくっていたので、「食事だけで

も大丈夫ですか？」と聞く

とＯＫとのこと。 

フロントで待つこと５分… 

緑がいっぱいの山々と小川

が一望できる個室に案内し

てもらいました。 

黒豆を練り込んだうどん

に、茶碗蒸し、お刺身に天

ぷら。

                                

なんば通心１０月号   

みなさん、こんにちは！ 

 今朝、両足が攣って、身動きがとれなく

なったスーパー熱血行政書士の難波で

す。 

１０月と言えば味覚の秋です。芋

栗かぼちゃが美味しい季節です！秋の味覚を

楽しみすぎて、「去年着れたコートの

ボタンが～」とならいように気を付けて

くださいね。 

それでは、「なんば通心10月号」ス

タートです。 
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笑顔宅配便 



 

「ぜいたくやね」、奥さんが満面

の笑みを浮かべてました。 
ゆ～ったりとした景色の中にいると時間も

ゆったり流れます。ごはん食べるのにいつも

の倍くらい時間をかけて、お茶もゆ～くり飲

んで。 

すごく落ち

着きました。

後からパンフ

みると、その

レストランは

神田川俊郎プ

ロデュース。 

味は…普通

でした。 

でも、雰囲気はいいし、ゆっくりするに

は、最高です！ 

 

お腹もいっぱいになったところで

武田尾散策へ。この辺りは武庫川の

上流にあたり、大きな岩がゴロゴ

ロ。 

思わず、岩に登って

「うぉぉぉぉぉ～

～！！！」 
尼崎からたった30分で、とっても

ゆったりした時間が過ごせました。 

「今度はハイキングコース行こな♪」 

奥さんと約束したので、明日からウォーキ

ングの練習を始めようと誓った難波でした。 

 

仕事ができるイケメンです 

今回ご紹介させていただくのは、株式会社

Regottz(ﾘｺﾞｯﾂ)の後藤社長です。  

 
後藤社長は、税理士さんのアドバイスで個

人経営だった美容室を法人化す

ることになりましたが、「会

社設立の手続きなんて

サッパリ分からへんし、

どうしたらエエんや

ろ？」と悩んでいました。  

しかし、税理士さんの紹介や

し、会社設立について丁寧に説

明してくれたのでお願いするこ

とにしました。」と会社設立を依頼していた

だきました。  

実際に依頼し

てみると、

「銀行印や会

社の実印の作

り方も分から

なかったので

すが、はんこ

屋さんを紹介

して下さって

助かりまし

た。手続き

も迅速に進

めて頂いたので頼んでよかったで

す。」と喜んで頂きました。  
 後藤社長は、まだ３０歳ですが、
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Regottz（ﾘｺﾞｯﾂ） 
 

大阪市北区中津 

1－7－13 

地下鉄中津駅徒歩2分 

 

tel：06－6210－3456 

 

http//

regottz.com/ 
 



砂糖  ………大さじ４杯 

しょうゆ………大さじ３杯 

酒   ………

大さじ３杯 

【作り方】 

①かぼちゃは食

べ易い大きさ

（３～４センチ

角）に切り、 

玉ねぎは２セン

チ角に切る 

②鍋に 

 野菜を入れま

しょう（かぼ

ちゃを下に） 

 お肉も入れま

しょう 

 ＜出汁＞を入

れましょう。 

③そのまま中火

でグツグツ煮込

みます。 

 玉ねぎが透明

になって 

 かぼちゃがヤワヤワになったら出来上が

り！！ （煮込むのに時間かかります） 

みなさんは、シルバーウィーク

に素敵な思い出を作ることができ

ましたか？ 

僕は……すんごい寝て、、すん

ごい食べました、、、食欲の秋で

すから（汗） 

 

食欲の秋なので久々に料理しました。 

『牛肉とかぼちゃのうま煮』 
僕の得意料理です！！！ 

肉じゃが系の甘辛い出汁に、かぼちゃと玉ね

ぎの甘味あ～んど牛肉の旨味が溶け込んで、

「めっさウマ～～い！！！」 

ご飯もめっちゃ進みます。 

煮物といえば「肉じゃが」 

でも、「肉じゃが」ばっかじゃ芸がないし… 

とお悩みのあなたにおススメです！ 

彼氏、彼女、お子さん、ご両親！！ 

みんな喜びます！！！ 

だまされたと思って作って

みて～！！！ 

＜豆ちしき＞ 

残ったのを一日置いておく

とカボチャが出汁に溶け

て甘さ倍増！！すんげ～美

味いよ 

【レシピ】 

材料（２～３人分） 

かぼちゃ………１/４個 

玉ねぎ ……… １個 

牛薄切肉………２００ｇ 

＜出汁＞ 

だし汁 ………１と１/２カップ PAGE 3333    

煮物といえば… 

とっても落ち着く感じの素敵な美

容室を中津で経営されてい

て凄くしっかりされてま

す。これからどんな風に会社が成

長していくのかとっても楽しみで

す♪  

ちなみに、とってもイケメン

です！  
 

しゅわしゅわしゅわぁ～ 

煮込み料理の後にはスッキリサッパリ「桜

川サイダー」 

小川と桜をモ

チーフにした

ラベルがとっ

てもかわいい
です。 

炭酸がきめ細やか

な感じで、甘さも

控えめ。 

でも、上品な甘

さがしっかり

あって、めっ



  株式会社は、法人、つまり法律によって認め

られた人です。 

 そして、法人という“人”と社長

という”人”は別人です。 

 例えば、Aさんという人の借金

を、赤の他人のBさんという人が肩

代わりする責任はありません。 

 それと同じように、会社（法人）

の借金を社長が肩代わりする責任も

全くありません。 

 従って、会社が銀行からお金を借

りた後返済不能になっても、社長は

１円も払う必要はありません。 

 但し、会社が銀行からお金を借り

る際に、社長個人が「保証人」に

なった場合には、社長は会社に代

わって借金を返済しなければなりま

せん。 

 なお、借金とは異なりますが、取

締役や監査役が会社法上の損害賠償責任を負う

場合には、損害金を支払わなければなりません

から、ご注意ください。 

会社設立の時によくある質問です。 

    

Q:Q:Q:Q:会社会社会社会社がががが銀行銀行銀行銀行からおからおからおからお金金金金をををを借借借借りたりたりたりた後返済不後返済不後返済不後返済不

能能能能になったになったになったになった場合場合場合場合、、、、社長社長社長社長がががが会社会社会社会社のののの代代代代わりにわりにわりにわりに

借金借金借金借金をををを全額返済全額返済全額返済全額返済しないといけませんかしないといけませんかしないといけませんかしないといけませんか？？？？    

 

会社設立会社設立会社設立会社設立やややや本店移転本店移転本店移転本店移転、、、、許認可許認可許認可許認可、、、、契約書契約書契約書契約書などなどなどなど、、、、会社運営会社運営会社運営会社運営のののの事事事事でででで悩悩悩悩んでおられるおんでおられるおんでおられるおんでおられるお友達友達友達友達やおやおやおやお知知知知りりりり合合合合いがいらっしゃいましたらいがいらっしゃいましたらいがいらっしゃいましたらいがいらっしゃいましたら「「「「なんばなんばなんばなんば通信通信通信通信」」」」

をををを見見見見せてあげていただけませんかせてあげていただけませんかせてあげていただけませんかせてあげていただけませんか？？？？今回今回今回今回おおおお送送送送りしたりしたりしたりした以外以外以外以外にににに必要必要必要必要なななな方方方方はははは、、、、下記下記下記下記までまでまでまでメールメールメールメールorおおおお電話下電話下電話下電話下さいさいさいさい。。。。折折折折りりりり返返返返しししし発送発送発送発送させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きまきまきまきま

すすすす。。。。    

 

発行責任者 難波 聡明 大阪道修町行政書士事務所 

大阪市中央区道修町１丁目３番３号 戎道修町ビル406号 

ＴＥＬ/ＦＡＸ 06-6492-0311 URL：namba@no1no.sakura.ne.jp 

編集後記 

ケーキを買ったら、栗に顔が付いてまし

た。 

 
味以上の感動が…。みなさま健康に気をつけ

つつ秋の味覚を楽しみましょう！ 

なんば 
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お菓子のアトリエ 

ハンブルグ 

大丸梅田店Ｂ１ 

大阪市北区梅田3-1-1 

06-6343-1231 

http://hamburg.jp/ 

社長は辛いよ。。。 

ちゃうまい～！飲んだらとってもスッキ

リします！！ 

うちの奥さんも気に

入ったみたい。 

 

ラベルには、「釈

迦ヶ岳の麓には江

戸時代から伝わる

「名水」がありま

す」って書いてある。 

使ってる水が特別なの

かなぁ？ 

てか、「釈迦ヶ岳」っ

てご利益ありそうな水

だ(笑) 

そうそう、このサイ

ダーは、お酒のメー

カーさんで作られてる

らしい。そう聞いただけで丁寧にしっかり

作ってそうに感じるのは単純でしょうか？ 

ちなみに、アルコールは入ってません。 

美味しい水で作ったサイダ～。 

運動の後に、しゅわしゅわしゅわぁ

～っとなりたいときにお勧めです。 

能勢酒造株式会社能勢酒造株式会社能勢酒造株式会社能勢酒造株式会社 

大阪府豊能郡能勢町吉野358 

電話：0120-35-8131（フリーダイヤル) 

http://www.eonet.ne.jp/~nosemizu  

出典：「「「「会社設立会社設立会社設立会社設立１１０１１０１１０１１０番番番番」」」」 

http://no1no.sakura.ne.jp 



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 毎週火曜日 木曜日 

 

◆ 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） 

 

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    


