
【事業関係】

１．税知識の普及を目的とする事業
法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

４/２２（水） 福島県青少年会館 10：00～
65社79名
(内非会員37名）
13：30～
80社90名
(内非会員37名）

講師：福島税務署
      審理専門官　畠澤　賢氏

川俣支部研修
社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー）の概要について

４/２８（火） 川俣町
「新川」

23名 講師：福島税務署
      法人課税第一統括官
　　　　　　　　平栗　茂之氏

国見支部研修
社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー）の概要について

５/1（金） 国見町
「らいふぴあ」

16名 講師：福島税務署
      法人課税第一統括官
　　　　　　　　平栗　茂之氏

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

５/１９（火） コラッセふくしま 60社69名
(内非会員34名）

講師：福島税務署
      審理専門官　畠澤　賢氏

新設法人説明会
　　　　福島税務署共催

５/２１（木） コラッセふくしま 9社10名
(全非会員）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤　賢氏
法人課税第一部門
　　　上席調査官　高橋　和彦氏

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

６/１６（火） 法人会事務所 青年部会4名
女性部会4名

27年度コラボ事業について

伊達市支部研修
社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー）の概要について

６/１６（火） 伊達市
「三島屋」

23名 講師：福島税務署
      法人課税第一統括官
　　　　　　　　平栗　茂之氏

保原支部研修
社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー）の概要について

６/２２（月） 保原町産業振興会館 23名 講師：福島税務署
      法人課税第一統括官
　　　　　　　　平栗　茂之氏

セミナー：
マイナンバー制度　企業の実
務対策

７/８（水） コラッセふくしま 177名 講師：村井経営労務サポート
　　  　　　代表　村井 健一 氏

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

７/２８（火） 法人会事務所 青年部会4名
女性部会5名

青年部会・女性部会コラボ事業に
ついて

女性部会
　　税務研修会
「相続税ｾﾐﾅｰ（爽族と争続）」

７/２８（火） ウェディングエルティ 部会員38名 講師：㈱ビジネスサポート
　　　代表取締役　鈴木 武雄 氏

桑折支部・国見支部合同
　　マイナンバー研修会
（桑折町・国見町商工会共催）

７/２９（水） 桑折町
「イコーゼ！」

47名
(内非会員22名）

講師：福島税務署法人課税
　　　第一部門統括官
　　　　　　　　　夏坂　真史 氏

青年部会
　　税務研修会
「マイナンバー制度について」

８/２４（月） コラッセふくしま 部会員32名
ＯＢ　 7名
一般　 9名

講師：福島税務署法人課税
　　　第一部門統括官
　　　　　　　　　夏坂　真史 氏

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

９/８（火） コラッセふくしま 52社59名
(内非会員31名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

９/１０（水） こむこむ館 青年部会3名
女性部会4名

青年部会・女性部会コラボ事業
下見

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

９/１４（月） 益蔵 青年部会2名 青年部会・女性部会コラボ事業に
ついて

27年度改正税法説明会
　　　　福島税務署共催

１０/２（金） 伊達市
保原市民センター

51社58名
(内非会員38名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

27年度改正税法説明会
　　　　福島税務署共催

１０/５（月） コラッセふくしま 280社316名
(内非会員150名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

１０/６（火） 益蔵 青年部会3名 青年部会・女性部会コラボ事業に
ついて
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青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

１０/１９（月） 益蔵 青年部会3名 青年部会・女性部会コラボ事業に
ついて

平成２７年度
租税教室講師養成研修会

１０/２１（水） 福島税務署 青年部会6名
女性部会5名

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

１０/２６（月） おりおり 青年部会6名
女性部会6名

青年部会・女性部会コラボ事業
「税金ウォッチ」について

移動租税教室打合会 １０/２７（火） 法人会事務所 古川部会長外8名

青年・女性部会コラボ事業
　　「税金ウォッチ」

１１/３（祝） こむこむ館 来館者1627名
 内参加者415名

青年部会員27名,女性部会員11名
事務局職員2名

新設法人説明会
　　　　福島税務署共催

１１/２４（火） コラッセふくしま 9社10名
(内非会員1名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏
法人課税第一部門
　　　上席調査官　齋藤　吾郎氏

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

１２/１（火） コラッセふくしま 46社48名
(内非会員22名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

Ｈ２８
１/１９（火）

＜租税教室＞

移動租税教室 １０/３０（金） 中央道トンネル
飯坂学習センター
福島市役所

吉井田小6年生
　教諭　計81名

女性部会9名
青年部会4名
　バス添乗引率・見学

租税教室 ６/３０（金） 川俣町立
山木屋中学校

3年生  14名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　佐藤勝也

１１/２４（火） 福島市立
蓬莱東小学校

6年生  40名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１１/２５（水） 福島市立
福島第一小学校

6年生  28名
部会員  2名

青年部会 社会貢献委員会担当
　斎藤正臣

１２/２（水） 伊達市立
松陽中学校

3年生  74名
部会員  5名

青年部会 直前部会長担当
　大澤益三、柴田和明

１２/１０（木） 福島市立
下川崎小学校

6年生  19名
部会員  5名

青年部会 広報研修委員会担当
　斎藤良治

１２/１８（金） 南福島保育園 園児   26名
部会員  2名

女性部会担当
　丹治洋子、手塚佳子

１２/１８（金） 福島市立
三河台小学校

6年生  78名
部会員  2名

青年部会 社会貢献委員会担当
　三津間謙一

１２/１８（金） 桑折町立
半田醸芳小学校

6年生  17名
部会員  5名

青年部会 交流親睦委員会担当
　酒井良晃

Ｈ２８
１/１３（水）

１/１３（水） 福島市立
茂庭小学校

6年生   4名
部会員  3名

青年部会 交流親睦委員会担当
　佐藤光太郎

１/１４（木） 福島市立
矢野目小学校

6年生  64名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　遠藤利通、堀江光則

１/１５（金） 福島市立
渡利小学校

6年生  96名
部会員  6名

青年部会 交流親睦委員会担当
　阿部洋子

１/１５（金） 伊達市立
梁川小学校

6年生  76名
部会員  3名

青年部会 広報研修委員会担当
　多田憲司

１/１８（月） 福島市立
瀬上小学校

6年生 104名
部会員  4名

青年部会 社会貢献委員会担当
　遠藤英男、実沢芳史
　三津間謙一

１/１９（火） 伊達市立
伊達小学校

6年生  86名
部会員  4名

青年部会 広報研修委員会担当
　菊田雅次、栗村真之
　星野美香

１/１９（火） 福島市立
福島第二小学校

6年生  42名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　大内大司

福島市立
金谷川小学校

6年生  16名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　宮本教広

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

コラッセふくしま 20社23名
(内非会員14名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏
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１/１９（火） 川俣町立
富田小学校

6年生  21名
部会員  2名

青年部会 社会貢献委員会担当
　佐藤真也

１/２０（水） 福島市立
鳥川小学校

6年生  61名
部会員  5名

女性部会担当
　多田憲司

１/２１（木） 福島市立
鎌田小学校

6年生 107名
部会員  5名

青年部会 社会貢献委員会担当
　赤間宗卓、阿部真一
　佐藤可帆、早川徹

１/２１（木） こじか保育園 園児 　16名
部会員  3名

女性部会担当
　古川節子

１/２２（金） 川俣町立
川俣小学校

6年生  44名
部会員  3名

女性部会担当
　手塚佳子、横山りつ子

１/２３（土） 福島市立
福島第四小学校

6年生  29名
部会員  1名

青年部会 部会長担当
　日下直哉

１/２５（月） 福島市立
清明小学校

6年生  28名
部会員  4名

青年部会 交流親睦委員会担当
　伊藤浩二

１/２６（火） 福島市立
岡山小学校

6年生  59名
部会員  3名

女性部会担当
　丹治洋子、斎藤恵美子

１/２６（火） 福島市立
東湯野小学校

6年生  12名
部会員  2名

青年部会 広報研修委員会担当
　松浦裕哉

１/２７（水） 伊達市立
上保原小学校

6年生  41名
部会員  2名

青年部会 顧問担当
　柴田和明

１/２８（木） 福島市立
野田小学校

6年生 117名
部会員  3名

青年部会 社会貢献委員会担当
　野津太龍、藤井拓哉

２/２（火） 福島市立
飯坂小学校

6年生  54名
部会員  4名

女性部会担当
　手塚佳子、横山りつ子

２．納税意識の高揚を目的とする事業
法人ふくしま５月号発行 ５/１（金） ４０００部発行

法人ふくしま７月号発行 ７/１（水） ４０００部発行

保原支部税金クイズ打合せ ７/２２（水） 法人会事務所 保原支部柴田役員

ほばら町サマーフェスティバル
保原支部税金クイズ

８/８（土） 保原町役場跡地 クイズ参加者
　　　　  610名

スタッフ　9名参加

法人ふくしま９月号発行 ９/１（火） ４０００部発行

こらんしょ川俣協賛
～食と音楽の祭典～
川俣支部税金クイズ

９/２０（日） まちなか駐車場 クイズ参加者
　　　　　 200名

スタッフ　5名参加

国見町義経まつり協賛
国見支部税金クイズ

９/２０（日） 藤田商店街
　　　　特設会場

クイズ参加者
　　　　　 560名

スタッフ　9名参加

2015’税金クイズ
　　　　　　　in市場まつり

１０/２５（日） 福島市公設地方
卸売市場

クイズ参加者
　　　　　1449名

スタッフ　26名参加

法人ふくしま１１月号発行 １１/２（月） ４０００部発行

平成２７年度納税表彰式 １１/１１（水） ホテル福島グリーン
パレス

吉川会長

H２８
１/４（月）

第１回広報委員会 １/２１（木） ウェディングエルティ 高橋委員長外9名
来賓4名
オブザーバー1名

（1）副委員長の選任について
（2）ふくしま法人ニュースの反省に
　 　ついて
（3）ふくしま法人ニュース3・5月号
　 　の編集方針(案)について
（4）平成28年度ふくしま法人ニュース
　　 編集方針（案）について
（5）屋山氏「福島の社長さん」第3弾
　　 について

法人ふくしま３月号発行 ３/１（火） ４０００部発行

法人ふくしま１月号発行 ４０００部発行
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３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
平成２８年度税制アンケート実施(アンケート内容省略)

　　税制委員・役員版アンケート　　　　　　対象者１１３名　　　回答者　４５名

　　一般会員版アンケート　　　　　送信対象者１，１００名　　　回答者２３７名

第10回全国女性フォーラム
　　　　　　　　「福岡大会」

４/１６（木） 福岡市
ヒルトン福岡シー
ホーク

古川部会長
　　　　　　外13名

講演：「女性が作る日本・地域の元気
　　　　　～未来を担う子供たちへ～ 」
　　　　　　　　　　講師　藻谷　浩介氏

平成27年度
　　第１回税制委員会

６/３（水） ホテル辰巳屋 吉川税制委員長
　　　　　　外6名

議題
（1）平成28年度税制改正要望事項
     について
（2）税制アンケート結果について

第３２回法人会全国大会
　　　　　　　　「徳島大会」

１０/８（木） 徳島市
アスティ徳島

吉川会長 税制改正提言報告
租税教育活動事例発表

第２９回全国青年の集い
　　　　　　　　「茨城大会」

１１/２０（金） 水戸市
茨城県立県民文化
センター

日下部会長
　　　　　　外4名

税制改正提言報告
租税教育活動事例発表

平成２７年度税制改正要望
小林福島市長、
高木福島市議会議長

福島市
福島市役所

仁志田伊達市長、
安藤伊達市議会議長

伊達市
伊達市役所

Ｈ２８
２/１６（火）

４．地域企業の健全な発展に資する事業
セミナー：
信頼関係を築き業績向上さ
せるほめ方・応援の仕方

４/２４（金） コラッセふくしま 19名 講師：㈱ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
　　  代表取締役 藤崎ひろみ 氏

第3回通常総会記念講演会
　「こんなときどうする
　　　中小企業法律諸問題」

５/２７（水） サンパレス福島 140名
（内非会員8名）

講師：弁護士　菊地　幸夫　氏

セミナー：
総務担当者の上手な仕事の
取り組み方

６/１１（火） コラッセふくしま 72名 講師：兼子・山下経営労務事務所
　　　      代表  山下 順子 氏

セミナー：
採用のルール講座

８/２７（水） コラッセふくしま 38名 講師：㈱人事サポートプラスワン
　　　代表取締役　松本 健吾 氏

セミナー：
絶対に失敗しないクレーム解
決術

９/17（木） コラッセふくしま 12名 講師：Leap Creation
　　　前田京子事務所代表
　　  　　　　　　前田 京子 氏

セミナー：
目からウロコ！
　単価を上げる販売技術

１０/１６（金） コラッセふくしま 12名
(内非会員1名）

講師：㈲マーケティングプラウド
　　  代表取締役  小杉　 治 氏

福島県法人会連合会
青連協第23回女連協第16回
　合同会員研修会
　　　「二本松大会」

１０/１３（火） 二本松市
陽日の郷 あづま館

参加者
青年部会員19名
女性部会員23名

「経営上のトラブルに巻き込まれ
　ないために    ～これだけは
  知っておきたい法律知識～」
講師：弁護士  大澤　孝征 氏

セミナー：
話す力・好感力を高める方法

１１/２７（金） コラッセふくしま 21名 講師：コーチ・コム
　　　代表/ＰＲコンサルタント
　　　　　       小紫真由美 氏

セミナー：
人を見抜く力の高め方

１２/３（木） コラッセふくしま 24名 講師：㈱ＣｌｅａｒＷｏｏｄｓ
　　  代表取締役　森   透匡 氏

Ｈ２８

１/２７（水）

コラッセふくしま 24名
(内非会員1名）

セミナー：
会社を伸ばすための経営・財
務・税務講座

２７年度全国税制セミナー 東京
ハイアットリージェン
シー東京

丹治専務理事 （1）平成28年度税制改正について
（2）講演 「わが国財政・税制の課題」

税制改正要望書提出吉川会長
丹治専務理事
澁谷職員

１２/３（木）

講師：生沼寛隆税理士事務所
　　  代表/税理士 生沼 寛隆 氏
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セミナー：
すぐに役立つ売掛金回収
　プロの極意

２/２６（金） コラッセふくしま 30名 講師：㈱ﾋｭｰﾏﾝﾊﾟﾜｰ・ﾘｻｰﾁ
　　  代表取締役　森   真一 氏

セミナー：
口コミ販促７つのしかけ

３/１７（木） コラッセふくしま 10名 講師：㈱はぴっく
　　  代表取締役 眞喜屋実行 氏

５．地域社会への貢献を目的とする事業
社会貢献活動委員会
第１回婚活事業部会

２７・４/７（火） 法人会事務所 齋藤部会長
　　　　　　外6名

平成27年度事業計画(案)について

社会貢献活動
　青年部会主坦・献血活動

５/２３（土）
２４（日）

ふくしまスカイパーク 大澤部会長
　　　　外延べ36名

献血受付数延べ１４４名
献血者数　１１７名
　　　　　　　募金３３，７３８円

第２回婚活事業部会
　　 婚活打合せ

６/１２（金） 法人会事務所 福地部会長
　　　　　　外3名

（1）婚活事業「マナー講座」について
（2）婚活事業「果物狩り＆ランチ会」
　　 について
（3）スモールパーティについて

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
マナー講座

６/１７（水） パセナカミッセ
「交流スペース」

福地部会長
　　　　　　外1名

男性５名、女性９名参加

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
果物狩り＆ランチ会

６/１７（水） パセナカミッセ
「交流スペース」

福地部会長
　　　　　　外2名
青年部会
　　  担当者2名

男性１２名、女性１０名参加
　　　　カップル３組成立

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
Ｓｍａｌｌ Ｐａｒｔｙ
　　　　“35才以上”

７/１０（金） ハングルースダイナー 藤井委員
　　　　　　外1名

男性４名、女性４名参加

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
バーベキュー

８/１３（木） パセナカミッセ屋上 齋藤社活委員長
福地部会長
　　　　　　外4名
青年部会
　　  担当者1名

男性１７名、女性１１名参加
　　　　カップル１組成立

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
Ｓｍａｌｌ Ｐａｒｔｙ
　　　　“男性：お坊さん”

９/７（月） ハングルースダイナー 藤井委員
　　　　　　外1名

男性４名、女性４名参加

社会貢献活動
　青年部会主坦・献血活動

９/２３（祝） ふくしまスカイパーク 日下部会長
　　　　　　外13名

献血受付数　５０名
献血者数　４２名
　　　　　　　募金１，８７５円

第１回
研修・社会貢献活動委員会
合同委員会

９/２５（金） コラッセふくしま 齋藤社活委員長
　　　　　　外21名

（1）研修委員会副委員長の選任に
　　　ついて
（2）社会貢献活動委員会副委員長
　　　の選任について
（3）平成27年度税金クイズ
　　　　　　in市場まつりについて
（4）新春公開講演会講師等について
（5）婚活事業について

セミナーDVDレンタルサービス利用状況

インタ-ネットセミナー利用状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

申込数 2 0 2 3 1 1 1 0 1 0 0 1 12
ﾚﾝﾀﾙ枚数 3 0 4 5 2 2 2 0 1 0 0 2 21

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

アクセス数 290 315 339 391 368 379 744 1,010 1,101 1,063 1,232 916 8,148

一般ﾛｸﾞｲﾝ数 2 1 3 3 7 5 5 10 3 1 2 1 43

会員ﾛｸﾞｲﾝ数 56 55 64 127 94 141 100 146 152 148 136 128 1,347
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婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
ボウリング

１０/３（土） ラウンドワン福島
レストランキイチゴ

齋藤社活委員長
　　　　　　外2名
青年部会
　　  担当者3名

男性１３名、女性１２名参加
　　　　カップル３組成立

第３回婚活事業部会
　　 婚活打合せ

１０/９（金） パセナカミッセ
「チーフ」

福地部会長
　　　　　　外4名

福島市「出会いの場創出事業」
（De-Ai応援プロジェクト～番外編～）
について

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
クリスマス会

１２/５（土） ハングルースダイナー 多田副部会長
　　　　　　外1名
青年部会
　　  担当者3名

男性１０名、女性８名参加
　　　　　カップル２組成立

婚活事業打合せ １２/９（水） 福島市
子育て支援課
「会議室」

福地部会長
福島市担当者2名

福島市「出会いの場創出事業」
（De-Ai応援プロジェクト～番外編～）
について

婚活事業打合せ １２/９（水） パセナカミッセ
「交流スペース」

福地部会長
　　　　　　外1名

福島市「出会いの場創出事業」
（De-Ai応援プロジェクト～番外編～）
について

Ｈ２８

１/８（金）

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
　　　　　　　　　～番外編～）
トークショー＆パーティー
※福島市と共催
　　（福島市出会いの場創出事業）

１/１６（土） ウエディングエルティ 福地部会長
　　　　　　外5名
青年部会
　　  担当者8名

男性59名、女性61名参加
　　　　　カップル17組成立

新春公開講演会
「どうなる日本！～私たちの
　暮らしはどう変わるか～」

２/３（水） ウエディングエルティ 聴講者　134名
　　　　内一般27名

講師：杉尾　秀哉 氏
　　　　　　前ＴＢＳ解説室長

婚活事業打合せ ３/２２（火） 法人会事務所 福地部会長
　　　　　　外4名

平成28年度婚活事業について

６．会員の交流に資するための事業

27年度川俣支部研修交流会 ４/２８（火） 川俣町
「新川」

支部会員等21名 懇親会

27年度国見支部研修交流会 ５/１（金） 国見町
「らいふぴあ」

支部会員等13名 懇親会

女性部会
　　５月例会

５/１９（火） 仙台市・
仙台ビックトップ
旧伊達邸「鐘景閣」

部会員30名 「オーヴォ」観賞等

青年部会
　　平成２７年度研修交流会

５/２６（火） ザ・セレクトン福島 部会員46名
来賓7名

懇親会

青年部会
　　平成２６年度卒業式

５/２６（火） ザ・セレクトン福島 部会員46名
来賓7名
ＯＢ14名

懇親会

第３回通常総会交流会 ５/２７（水） サンパレス福島 会員等159名 懇親会

女性部会
　　平成２７年度研修交流会

６/４（木） ウェディングエルティ 部会員42名
来賓 7名

懇親会

青年部会
　　チャリティゴルフコンペ

６/１３（土） パーシモンＣ・Ｃ 部会員12名
外本会員
　　ＯＢ7名

27年度伊達市支部研修交流会 ６/１６（火） 伊達市
「三島屋」

支部会員23名 懇親会

福島市「出会いの場創出事業」
（De-Ai応援プロジェクト～番外編～）
について

婚活事業打合せ ハングルースダイナー 福地部会長
　　　　　　外4名

6



27年度保原支部研修交流会 ６/２２（月） 伊達市保原町
「割烹こばやし」

支部会員等32名 懇親会

青年部会
福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC応援ﾂｱｰ

７/２６（日) とうほう・
みんなのスタジアム

部会員12名 観戦・懇親

27年度桑折支部研修交流会 ７/２９（水） 桑折町
「仙台屋」

支部会員等10名 懇親会

女性部会
　　８月例会　～納涼会～

８/２０（木） 穴原温泉「吉川屋」 部会員24名
来賓8名

青年部会
　　第１回例会

８/２４（月） コラッセふくしま 部会員29名
ＯＢ6名
来賓3名

委員会報告

女性部会
　　９月例会　～講演会～

９/１７（木） コラッセふくしま 部会員30名 講演会
「一歩先に未来はある
　　　～いつか帰れる日にために～」
　　　講師：飯館村民　菅野　クニ氏

青年部会
　　チャリティゴルフコンペ

９/１９（土） パーシモンＣ・Ｃ 部会員12名
外本会員
　　ＯＢ3名

女性部会
　１１月例会　～観劇会～

１１/１９（木） 東京エレクトロン
ホール宮城

部会員22名 ミュージカル「美女と野獣」公演

青年部会・女性部会・青年部
会ＯＢ会
　　合同忘年会

１２/７（月） 益蔵 青年部会40名
女性部会12名
青年部会OB会
　　　　　　13名

女性部会
　　忘年会

１２/１６（水） サンパレス福島 部会員29名

Ｈ２８
１/１４（木）

青年部会
　　ボウリング大会・新年会

１/１９（火） ラウンドワン
ホテル辰巳屋

部会員49名
ＯＢ7名

国見支部
　　新春　会員の集い

１/２０（水） ウエディングエルティ 会員22名
来賓4名

樋口組織委員長講演
懇親会

新春賀詞交歓会 ２/３（水） ウエディングエルティ 会員96名
来賓5名

２７年度新入会員の集い ２/１５（月） ホテル辰巳屋 新入会員
　　　15社16名
来賓　　　　3名
吉川会長・
樋口組織委員長
　　　　 　外18名

（1）法人会の概要・事業説明
（2）新入会員自社ＰＲ

青年部会
　　会員研修旅行

２/１８（木）
　～１９（金）

大阪方面 22名

女性部会
　　例会　～会員スピーチ～

３/３（水） コラッセふくしま
　　交流サロン

部会員36名 「エルティへの道のり」
　手塚佳子部会員

青年部会
　　各委員会分散会並びに
　　新入部会員歓迎会

３/１６（水） 益蔵 部会員52名 各委員会事業報告等

女性部会
　　新年会

ウエディングエルティ 部会員35名
来賓7名
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７．会員の福利厚生等に関する事業
第１回厚生委員会 ７/２３（木） ザ・セレクトン福島 吉川会長

丹野厚生委員長
　　　　　外11名
受賞者 外10名
オブザーバー
　　　　　　  5名

（1）副委員長の選任
（2）法人会福利厚生制度収入保険料
     「３年」10億円増収計画推進状況
     について
（3）法人会福利厚生制度の推進状況
     ・今後の推進について
3年10億円増収計画表彰

◎ＰＥＴがん健診

◎法人会福利厚生制度推進加入状況

（1） 大型保障制度推進状況 ≪大同生命・ＡＩＵ保険≫　　　　（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

 イ．県連会員加入率目標 ２０％

 ロ．県連・全国役員加入率目標 ７０％

 ハ．県連新規加入企業推進状況

（2） 平成２７年度ビジネスガード推進状況 ≪ＡＩＵ保険≫　　（平成28年3月31日現在）

（3） がん保険制度推進状況 ≪アフラック≫　　　　　　　　　　（平成28年3月31日現在）

（4） （公社）福島法人会の主なる保険の加入数・加入件数・保障額　　　（平成28年3月31日現在）

 イ．経営者大型総合保障制度の加入状況 ≪大同生命≫

 ロ．個人保障プラン

福　島 　　　　２，７３４ 　　　　　　６９７ ２５．４

県　連 　　　１４，４６２ 　　　　３，１８５ ２２．０

項 目 28年3月末現在会員数(社) 加入法人数（社） 加入率（％）

項 目 役員企業数(社) 加入算出用企業数(社) 加入企業数(社) 加入率（％）

福　島 　　　　６８ 　　　　６８ 　　　　４６ ６７．６

県　連 　　　４４１ 　　　４４１ 　　　３１１ ７０．５

福　島 　　　　１８ 　　　　１６ 　　　　８８．８

県　連 　　　１０１ 　　　１０５ 　　　１０３．９

項 目 目標（社） 実績（社） 達成率（％）

　　　　項目

単位会名

新規加入法人数

目標（社） 実績（社） 進捗率（％）

福　島 　　　　２２ 　　　　２５ 　　　１１３．６

県　連 　　　２１０ 　　　１４８ 　　　　７０．５

福　島 　　 ２，７３４ 　　　　３９４ 　　　　１４．２

県　連 　 １４，４６２ 　　１，９２４ 　　　　１３．３

　　　　項目

単位会名

会員数（社）
（28.3.31）

加入会員数（社）
（28.3.31）

加入率（％）

コース 受診企業数 受診人数

ゴールドコース ４社 ６名

シルバーコース １社 １名

８８．８％

加 入 件 数 ２，１０６件

会 員 企 業 数 ２，７３４社 新規企業加入目標 １８社

加 入 企 業 数 ６９７社 実 績 １６社

保 障 額 ５１９億９，６００万円

加 入 率 ２５．４％ 達 成 率

会 員 企 業 数 ２，７３４社

加 入 件 数 ３９件

保 障 額 ４，２００万円
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 ハ．年金共済制度

　　　・経営者年金コース 　　　　　　　　　　・税制適格コース

 ニ．ビジネスガードの加入状況 ≪ＡＩＵ保険≫

 ホ．がん保険の加入状況 ≪アフラック≫

　　　・平成28年3月末現在加入状況（昭和58年よりの累計）　　・平成27年4月～平成28年3月末新契約状況

 ヘ．痴ほう・介護保険

 ト．医療保険制度

【管理関係】

８．組織（平成２８年３月末日現在）

　　　（１）会員数　　　　　２，７３４社

　　　（２）支部別会員数

　　　（３）役員数

　　　　　本部会員　　　理事６７名　うち　会長１名　副会長１０名　専務理事１名　理事４５名

　　　　　　　　　　　　　　監事　２名

　　　（４）委員会

平成27年4月1日 平成28年3月31日

福 島 支 部 ５，５２５社 ２，０７０社 ２，０７７社 ７社

伊達市支部 ５６１社 ２３７社 ２４１社 ４社

桑 折 支 部 １７６社 ８３社 ８２社 △ １社

国 見 支 部 １４２社 ７５社 ７４社 △ １社

保 原 支 部 ３５４社 １４４社 １４３社 △ １社

川 俣 支 部 ２５４社 １１３社 １１２社 △ １社

管 外 ５社 ５社 ０社

合 計 ７，０１２社 ２，７２７社 ２，７３４社 ７社

支部名 稼働法人数
会　員　数

増減（  △）

委員会名 委員長 副委員長 委員数 合計

総務委員会 齋藤　高紀 三浦康伸、村山広一 9名 12名

組織委員会 樋口　郁雄 最上　諭、紺野正雄 29名 32名

税制委員会 吉川　　昭 高橋宏和、岸　秀年 9名 12名

広報委員会 高橋　道信 岩見政弘、日下直哉 7名 10名

厚生委員会 丹野　善一 千葉政行、石河徳雄、引地正樹 17名 21名

研修委員会 石本　　朗 齋藤和也、佐藤武彦 13名 16名

社会貢献活動委員会 齋藤　義博 福地雅人、多田恵造 25名 28名

新規加入企業数 ３９社

加 入 件 数 １，５８１件 新 規 加 入 件 数 １２９件

加 入 企 業 数 ３９４社

給 付 実 績 ９億９，８８９万円

加 入 企 業 数 １５社

加 入 件 数 １８件

加 入 企 業 数 １６７社

加 入 件 数 ５１３件

給 付 実 績 ４，２２６万円

契 約 企 業 数 １２０社

加 入 件 数 １５８件

加 入 件 数 ４３件 採 用 口 数 １１口

加 入 口 数 １２０口

加 入 企 業 数 ３２社 採 用 件 数 ７件
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　　　（５）部会

　　　＜青年部会＞　部会長：日下　直哉　　役員数：31名　部会員数：119名

　　　＜女性部会＞　部会長：古川　節子　　役員数：25名　部会員数： 73名

　　　（６）上部団体役員

　　　　　　①東北六県法人会連合会　　　　理　事：吉川　昭（会　長）

　　　　　　②一社）福島県法人会連合会　　

　　　　　役　員　　　理 事(副会長)：吉川　昭(会長) 　 理 事：石本　　朗（副会長）　

　　　　　　　　　　　理 事：齋藤　高紀（副会長） 　 理 事：古川　節子（女連協会長）

　　　　　委　員      総務委員  齋藤　高紀 　 広報委員　高橋　道信

                      組織委員　樋口　郁雄 　 厚生委員　丹野　善一

                      税制委員　吉川　　昭 　 研修委員　石本　　朗

　　　（７）事務局

　　　　　　　　 　　　　　専務理事：丹治　幹雄

　　　　　職　　員：丹野　千佳子　　　職　　員：土屋　光史

９．表彰・受賞関係

　　　（１）表彰【平成２７年５月２７日】

　　　≪功労者表彰≫功労者表彰規程第２条

　　　【役　員】　（第２条：功労並びに在職６年以上）

　　　　　　　渡邊　博美（福島ヤクルト販売㈱）、渡邊　武（㈱渡辺工務店）、山川　章（㈱山川印刷所）

　　　　　　　石森　成彦（三兄工業㈱）、佐々木　明子（㈱佐々木自動車）、守山　勝雄（トーホー産業㈱）

　　　　　　　庄子　隆二（㈲庄子商店）、横山　友助（桑折ガス㈱）、佐藤　晃司（㈱富士屋商店）

　　　【職　員】　（第５条：勤続１０年）

　　　　　　　土屋　光史

　　　≪会員増強表彰≫会員増強表彰規程第２条

　　　　　　　樋口　郁雄（福島信用金庫）、紺野　正雄（㈱Ａ水技研）、最上　諭（㈱総合コンサルタンツ）

　　　≪福利厚生制度推進表彰≫

　　経営者大型総合保障制度推進

　　　【会員の部】　銅賞：千葉　政行（㈱サンベンディング福島）、石本　朗（㈱福島丸公）

　　　(２)受賞

　　　《納税功労表彰》

   国税庁長官表彰【平成２７年１０月２１日(水)：三田共用会議所】

　　    吉川　昭会長

   仙台国税局長表彰【平成２７年１１月６日(金)：ＫＫＲホテル仙台】

　　    齋藤　義博副会長

   福島税務署長表彰【平成２７年１１月１１日(水)：ホテル福島グリーンパレス】

　　    多田　恵造理事

　　　《団体功労表彰》

　　　≪公益財団法人全国法人会総連合会長表彰【平成２７年６月２６日】≫

　　　　　　【単位会役員表彰】全法連表彰規程第２条第４項第１号

　　　　　　渡邊　博美副会長、富田　建一郎理事

　　　　　　【事務局専従職員表彰】全法連表彰規程第２条第４項第３号

　　　　　　丹野　千佳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀賞：阿部　洋子（　　〃　　）

　　　【大同生命・ＡＩＵ職員の部】　金賞：村島　誠（大同生命福島営業所）、佐藤　ケイ子（　　〃　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅賞：依包　美紀子（　　〃　　）、村上　由貴（　　〃　　）
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　　　≪東北六県法人会連合会長表彰【平成２７年１１月６日】≫

　　　　　　【単位会役員表彰】

　　　　　　日下部　勉副会長、佐々木　明子前理事、川津博彰理事

　　　　　　【会員増強表彰】

　　　　　　樋口　郁雄副会長

　　　　　　【永年勤続職員表彰】

　　　　　　土屋　光史

　　　≪一般社団法人福島県法人会連合会長表彰【平成２７年６月２６日】≫

　　　　　　【県連役員功労】表彰規程第２条

　　　　　　齋藤　義博副会長、千葉　政行厚生委員、渡邊　博美研修委員

　　　　　　【単位会役員功労】表彰規程第３条

　　　　　　齋藤　義博副会長、川津　博彰理事、齋藤　和也理事、紺野　正雄理事、千葉　政行理事　

　　　　　　【会員増強功労】表彰規程第４条第１号

　　　　　　樋口　郁雄（福島信用金庫）、紺野　正雄（㈱Ａ水技研）

　　　　　　【事務局永年勤続】表彰規程第５条

　　　　　　土屋　光史

　　　　　　【福利厚生制度推進表彰】

　　　　経営者大型総合保障制度推進

　　　　　　【会員の部】　銅賞：石本　朗（㈱福島丸公）、銅賞：千葉　政行（㈱サンベンディング福島）

１０．諸会議

本　　会

川俣支部第１回役員会 　４/１４（火） 川俣町商工会館 春日支部長
　　　　　外3名

（1）任期満了に伴う役員選任について
（2）研修交流会について
（3）27年度事業計画・予算について

第１回総務委員会 ４/２８（火） コラッセふくしま 齋藤高紀委員長
　　　　　外７名

（1）26年度事業経過報告について
（2）平成26年度収支決算について
（3）第３回通常総会運営について

川俣支部研修交流会 ４/２８（火） 川俣町
「新川」

来賓6名
支部会員16名

（1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

２６年度監査会 ５/１（金） 法人会事務所 鍛冶、守谷監事 26年度職務執行、財産状況の監査

国見支部研修交流会 ５/１（金） 国見町
「らいふぴあ」

来賓4名
支部会員10名

（1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

第1回正副会長会 ５/７（木） 法人会事務所 吉川会長外6名
監事2名

（1）本会役員候補者の状況について
（2）県連合会役員について
（3）本会委員会委員について
（4）通常総会役割について

　　　　　　【法人会の部】　新契約保証金額の部

　　　　　　【受託会社職員の部（大同生命）】　 金賞：村島　誠、佐藤　ケイ子

　　　　　　【受託会社職員の部（大同生命）】　 銀賞：阿部　洋子

　　　　　　【受託会社職員の部（大同生命）】　 銅賞：依包　美紀子、村上　由貴
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第１回理事会 ５/１２（火） ザ・セレクトン福島 吉川会長 外46名 （1）第３回通常総会提出議案の審議
　1)平成26年度事業経過報告の件
　2)平成26年度収支決算承認の件
　3)任期満了に伴う役員候補者承認
     の件
（2）任期満了に伴う退任役員表彰
     該当者承認の件
（3）一般社団法人福島県法人会
     連合会役員候補者承認の件
（4）表彰規程に基づく職員表彰該当
　　 者承認の件

第３回通常総会 ５/２７（水） サンパレス福島 来賓10名
会員1162名
（内委出席
　　　　　1009社）

報告事項
　1．平成26年度事業報告の件
　2．平成27年度事業計画報告の件
　3．平成27年度収支予算報告の件
決議事項
第1号議案　平成26年度収支決算報
告承認の件
第2号議案　任期満了に伴う役員選任
案承認の件

第２回理事会 ５/２７（水） サンパレス福島 新理事56名
新監事　2名

（1）会長(代表理事)選定の件
（2）副会長・専務理事(業務執行理事)
     選任の件

伊達市支部第１回役員会 ６/１６（火） 伊達市
「三島屋」

丹野支部
　　　外役員10名

（1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

伊達市支部研修交流会 ６/１６（火） 伊達市
「三島屋」

来賓5名
支部会員16名

（1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

保原支部第1回役員会 ６/２２（月） 保原町産業振興会館 渡辺英人支部長
　　　　外役員8名

（1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

保原支部 研修交流会 ６/２２（月） 保原町産業振興会館 来賓4名
支部会員27名

（1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

国見支部第１回役員会 ６/２４（水） 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　　外役員5名

（1）国見支部・桑折支部合同マイナン
　　 バー研修会について
（2）義経まつり（9/20）における税金
     クイズについて

桑折支部 研修交流会 ７/２９（水） 桑折町
「仙台屋」

支部会員8名 （1）支部事業計画について
（2）任期満了に伴う役員選任について

第１回役員・委員合同会議 ９/９（水） ウエディングエルティ 来賓3名
役員・委員66名

第１部＜合同会議＞
委任状交付式
（1）27年度行事計画について
（2）当会会員拡大と財政基盤の拡充
     について
第２部＜税務署長講話＞
　　「国税の不服申し立て制度に
　　　　　　　　　　　　　　　　ついて」
　　　　　　　　　　講師　橘　美光　氏

第１回組織委員会 １０/１（木） ホテル辰巳屋 樋口委員長
　　　　　外18名

（1）副委員長の選任について
（2）平成27年6月末現在の組織の
　　 現況について
（3）平成27年度会員拡大策について
（4）今後の事業について

第３回理事会 １０/２３（金） ウエディングエルティ 吉川会長 外36名
監事1名

（1）代表理事等職務執行状況の報告
（2）27年度予算執行状況について
（3）福島市委託婚活事業の受託承認
　　 の件

国見支部第３回役員会 １１/２（月） 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　　   外2名

（1）税金クイズの結果報告
（2）「国見支部会員の集い」について
（3）会員増強について

第２回組織委員会 １２/９（火） ホテル辰巳屋 樋口委員長
　　　　　外15名

（1）会員拡大について
（2）新入会員の集いについて
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Ｈ２８

２/３（水）

第２回総務委員会 ２/２３（火） 法人会事務所 齋藤委員長外5名 （1）副委員長の選任について
（2）東北六県表彰規程に基づく受賞
     者選定の件
（3）全法連表彰規程に基づく受賞者
　　 選定の件
（4）県連表彰規程に基づく受賞者
　　 選定の件

第３回総務委員会 ３/８（火） 法人会事務所 齋藤委員長外4名 (1)平成28年度事業計画及び予算に
    ついて
(2)福島法人会特定個人情報取扱い
    規程の制定について

第２回正副会長会 ３/1８（金） ホテル辰巳屋 吉川会長 外5名 （1）事務局人事について
（2）全国女性フォーラム福島大会に
　　 ついて
（3）異業種交流事業について

第４回理事会 ３/1８（金） ホテル辰巳屋 吉川会長 外42名
監事1名

（1）平成28年度事業計画（案）並びに
     収支予算（案）について
（2）特定個人情報取扱規程の制定に
     ついて
（3）一社)福島県法人会連合会表彰
     該当者承認の件
（4）東北六県法人会連合会表彰
     該当者承認の件
（5）公財)全国法人会総連合表彰
     当県連該当者承認の件
（6）第4回通常総会の開催について
（7）事務局人事について
（7）報告事項
   ①全国女性フォーラム福島大会
     について
   ②業務執行理事の職務執行状況
     報告

青年部会

第２回平成２７年度役員予定
者会議

４/８（水） ラヴィバレ一番丁 大澤部会長
　　　　　　外21名
　　うち役員16名

（1）各委員会メンバーの選定について
（2）本会委員会委員(案)について
（3）本会社会貢献事業：婚活事業に
　　 ついて 他
懇親会

第１回広報研修委員会 ４/２１（火） 石林 大澤部会長
　　　　　　外12名

（1）第３回研修交流会について
（2）会員研修力について
（3）租税教室について
懇親会

平成２６年度
第４回広報研修委員会

４/２２（木） ホテル辰巳屋 大澤部会長
　　　　　　外11名

第３回研修交流会並びに
　　２６年度卒業式について
懇親会

第１回社会貢献委員会 ４/２３（木） ハングルースダイナー 大澤部会長
　　　　　　外17名

献血事業について
懇親会

第１回税制委員会 ４/２７（月） らぁめん　たけや 柴田直前部会長
　　　　　　外12名

今年度の事業計画について
　　1）税務研修会(案)
　　2）女性部会とのコラボ事業(案)
　　3）租税教室について外
懇親会

第１回交流親睦委員会 ５/８（金） 益蔵 大澤部会長
　　　　　外11名

（1）今年度スケジュール及び
　　 当委員会活動内容について
（2）租税教室担当について
（3）婚活事業について
懇親会

第２回役員・委員合同会議 ウエディングエルティ 役員・委員57名 （1）今後の行事予定について
（2）27年度会員増強月間の結果報告
　　 並びに報奨金の授与
（3）27年度納税表彰受章記念品贈呈
（4）社団化40周年記念品贈呈
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平成２６年度第６回役員会 ５/１４（木） ローレン＆リーフ 大澤部会長
　　　　　外20名
うち委任状出席
　　　　　　　6名
新役員予定者8名

（1）平成26年度事業経過並びに収支
　　決算報告について
（2）平成27年度事業計画（案）並びに
　　収支予算（案）について
（3）任期満了に伴う役員改選について
（4）研修交流会及び卒業式について
（5）新入部会員の承認について

平成２７年度研修交流会 ５/２６（火） ザ・セレクトン福島 61名
(内委任状15名）
来賓7名

（1）平成26年度事業経過並びに収支
　　決算報告の件
（2）平成27年度事業計画（案）並びに
　　収支予算（案）承認の件
（3）任期満了に伴う役員改選について

第２回社会貢献委員会 ６/３（水） ハングルースダイナー 日下部会長
　　　　　　外10名

（1）献血事業について
（2）租税教室担当功校について
懇親会

第１回設立３０周年記念事業
実行委員会

６/１５（月） 益蔵 日下部会長外4名 設立30周年事業について

第２回設立３０周年記念事業
実行委員会

６/２９（月） ハングルースダイナー 日下部会長外4名 設立30周年事業について

第２回税制委員会 ７/２（木） らぁめん　たけや 大澤直前部会長
　　　　　　外13名

（1）女性部会とのコラボ事業について
（2）税務研修会について
租税教室の報告
懇親会

第２回広報研修委員会 ７/６（月） サイトウ洋食店 日下部会長
　　　　　　外15名

（1）租税教室担当校について
（2）全国大会について
（3）会員研修旅行について
懇親会

第２回役員会 ７/１３（月） ホテル辰巳屋 日下部会長
　　　　　　外17名

《報告事項》
（1）県青連協第1回役員会の報告に
　　 ついて
（2）県青連協第23回会員研修会
     二本松大会の現況報告について
（3）今年度租税教室について
《承認・協議事項》
（1）新入部会員について
（2）税務研修会：マイナンバー研修会
　　 について
（3）女性部会とのコラボ事業について
（4）第29回全国青年の集い茨城大会
　　 について
（5）会員研修旅行について
（6）交流親睦事業について
（7）設立30周年事業について

福島税務署表敬訪問 ８/５（水） 福島税務署 日下部会長外4名

第３回税制委員会 ８/１９（水） 益蔵 日下部会長
　　　　　　外17名

（1）マイナンバー研修会について
（2）女性部会とのコラボ事業について
（3）租税教室について

第３回社会貢献委員会 ９/３（木） ハングルースダイナー 日下部会長
　　　　　　外13名

献血事業について

第３回設立３０周年記念事業
実行委員会

１０/１９（月） 益蔵 日下部会長外2名 設立30周年記念講演講師について

第４回税制委員会 １０/１９（月） 益蔵 日下部会長外4名 女性部会とのコラボ事業について

第４回社会貢献委員会 １０/２７（火） サイトウ洋食店 日下部会長
　　　　　　外12名

（1）献血活動の報告について
（2）租税教室について
（3）親会婚活事業について
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第２回交流親睦委員会 １０/２９（木） 一期（ICHIGO） 日下部会長
　　　　　  外10名

（1）女性部会とのコラボ事業について
（2）全国青年の集い「茨城大会」につ
　　 いて
（3）租税教室について
（4）第2回例会について

第３回役員会 １１/１０（火） ローレン＆リーフ 日下部会長
　　　　　　外20名

《報告事項》
（1）第2回献血活動（9/23）
（2）県青連協第23回会員研修会
     二本松大会（10/13）
（3）女性部会とのコラボ事業（11/3）
《承認・協議事項》
（1）第29回全国青年の集い茨城大会
　　 について
（2）会員研修旅行について
（3）下期入会新規会員の会費無料化
　　 について
（4）設立30周年事業について
（5）新入会員の承認
（6）租税教室について
（7）第2回例会（新年会）について

第３回広報研修委員会 １１/１０（火） 益蔵 日下部会長
　　　　　　外12名

（1）全国青年の集い「茨城大会」に
　　 ついて
（2）会員研修旅行について
（3）租税教室について

第３回交流親睦委員会 １１/２６（木） 法人会事務所 佐藤真也副部会長
　　　　　   外5名

（1）第2回例会（新年会）について
（2）租税教室について

Ｈ２８

１/１３（水）

次期三役会 ２/８（月） 益蔵 日下部会長
　　　外役員10名

（1）次期役員体制等について
（2）27年度募金について

チャリティ募金贈呈式 ３/２（水） 福島市
　大笹生養護学校

日下部会長外8名 学習教材寄贈（ｉｐａｄ3台、ミシン1台、
CDラジカセ1台、簡易プール1個）

設立３０周年記念事業
事前打合会

３/９（水） 益蔵 多田副部会長
　　　　　　　外3名

設立30周年記念事業について

第５回税制委員会 ３/１１（金） 楽 日下部会長
　　　　　　外11名

慰労会

設立３０周年記念事業
打合会

３/１６（水） 益蔵 日下部会長
　　　　　　外12名

設立30周年記念事業について

女性部会

第１回役員会 ４/２４（金） コラッセふくしま
　　交流サロン

古川部会長
　　　　　外16名

（1）第3回研修交流会日程・役割分担
     等について
（2）第3回研修交流会提出議案審議
　1）平成26年度事業経過並びに収支
　　決算報告について
　2）平成27年度事業計画（案）並びに
　　収支予算(案)について
　3）任期満了に伴う役員選任の件に
    ついて
（3）第10回全法連女性フォーラム「福
     岡大会」について
（4）第11回全国女性フォーラム「福島
     大会」について

第２回役員会 ５/２６（火） コラッセふくしま
　　交流サロン

古川部会長
　　　　　外13名

（1）第3回研修交流会役割分担等に
     ついて
（2）次期役員（案）承認の件
（3）県女性連協役員(案)承認の件
（4）第11回全国女性フォーラム「福島
     大会」について

交流親睦委員会打合せ 法人会事務所 佐藤真也副部会長
　　　　　   外6名

第2回例会（新年会）について
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平成２７年度研修交流会 ６/４（木） ウエディングエルティ 51名
(内委任状20名)
来賓8名

（1）平成26年度事業経過並びに収支
　　決算報告の件
（2）平成27年度事業計画（案）並びに
　　収支予算（案）承認の件
（3）任期満了に伴う役員改選について

第１回三役会 ６/１６（火） 法人会事務所 古川部会長
　　　　　外4名

（1）租税教室担当校について
（2）今後の事業活動について
（3）コラボ事業について

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
打合会

７/３（金） 法人会事務所 古川部会長
　　　　　外5名

第11回法人会全国女性フォーラム
「福島大会」当部会役割分担について

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
打合会

７/１６（火） コラッセふくしま
　　交流サロン

古川部会長
　　　　　外5名
撮影該当単位会
等出席者10名

第11回法人会全国女性フォーラム
「福島大会」ビデオ撮影について

福島税務署表敬訪問 ８/５（水） 福島税務署 古川部会長
　　　　　外5名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
打合会

８/２８（金） 法人会事務所 古川部会長
　　　　　外7名

第11回法人会全国女性フォーラム
「福島大会」エクスカーションについて

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
打合会

１０/７（水） 法人会事務所 古川部会長
　　　　　外6名

第11回法人会全国女性フォーラム
「福島大会」物産展について

第３回役員会 １１/９（月） ホテル辰巳屋 古川部会長
　　　　　外14名

《報告事項》
（1）県会員研修会「二本松大会」に
　　 ついて
（2）移動租税教室について
（3）青年部会とのコラボ事業について
《協議事項》
（1）今後のスケジュールについて
（2）全国女性フォーラム「福島大会」
　　 について

Ｈ２８

２/２（火）

三役等打合会 ２/１２（金） 法人会事務所 古川部会長
　　　　　外4名

全国女性フォーラム「福島大会」に
ついて

第４回役員会 ３/３（木） コラッセふくしま
　　交流サロン

22名 全国女性フォーラム「福島大会」に
ついて

タオル寄贈 ３/３（木） 福島市社会福祉
協議会

丹治副部会長
手塚副部会長

タオル700枚寄贈

三役等打合会 ３/３０（水） 法人会事務所
  ①10：00～
  ②13：00～

①2名
②6名

全国女性フォーラム「福島大会」に
ついて

１１．その他会議等

　　　①【一般社団法人福島県法人会連合会】

２６年度監査会 ５/８（金） 法人会事務所 鍛冶監事

第１回総務委員会 ４/３０（木） 法人会事務所 齋藤総務委員長

２７年度第１回理事会 ５/１５（金） 福島市
ホテル辰巳屋

吉川会長外5名

２７年度第１回正副会長会 ５/１５（金） 福島市
ホテル辰巳屋

吉川会長外1名

第１回税制委員会 ６/９（火） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川税制委員長

三役等打合会 ザ・セレクトン福島 古川部会長
　　　　　外6名

全国女性フォーラム「福島大会」に
ついて
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第2回通常総会 ６/２６（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外6名
理事候補者1名
受賞者　　　8名

第２回理事会 ６/２６（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外3名

第１回組織・厚生合同委員会 ８/２６（水） 郡山市
郡山ビューホテル

樋口組織委員長
丹野厚生委員長

第１回事務局長等連絡会議 ９/１７（木） 郡山市
郡山法人会館

土屋職員

第３回理事会 １０/１６（金） 郡山市
郡山ビューホテル

吉川会長外2名

Ｈ２８

１/２６（火）

TPP協定交渉に関する研修会
新年賀詞交歓会

１/２９（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外2名

第２回組織厚生合同委員会 ２/９（火）
～１０（水）

石川郡石川町
八幡屋

吉川会長
樋口組織委員長
丹野厚生委員長

第２回総務委員会 ２/２５（木） 福島市
法人会事務所

齋藤高紀
　　　　総務委員長

第１回広報・研修合同委員会 ３/９（水） 福島市
ザ・セレクトン福島

高橋広報委員長
石本研修委員長

第３回総務委員会 ３/１４（月） 福島市
コラッセふくしま

齋藤総務委員長

第３回理事会 ３/２３（水） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長
　　　　外2名

　　　①－２　【福島県法人会連合会青年部会連絡協議会】

第１回役員会 ６/１９（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

日下部会長外4名

第２回役員会 ８/２７（木） 二本松市
陽日の郷 あづま館

日下部会長外5名

Ｈ２８

３/２（水）

　　　①－３ 【福島県法人会連合会女性部会連絡協議会】

第１０回全国女性ﾌｫｰﾗﾑ
福岡大会

４/１６（木） 福岡市
ﾋﾙﾄﾝ福岡ｼｰﾎｰｸ

古川部会長
　　　　　　 外13名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第６回実行委員会

５/２５（月） 郡山市
郡山ビューホテル
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

古川部会長外2名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第７回実行委員会
事前打合会

５/２９（金） 郡山市
郡山法人会館

古川部会長外1名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第７回実行委員会

６/１１（木） 福島市
ホテル辰巳屋

古川部会長外1名

第１回役員会 ６/１１（木） 福島市
ホテル辰巳屋

古川部会長外3名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
予算打合会

７/１（水） 郡山市
郡山法人会館

丹治専務理事

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第１回正副実行委員長会

７/１６（木） 法人会事務所 古川部会長外1名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第８回実行委員会

８/１７（月） 福島市
コラッセふくしま

古川部会長外2名

第３回役員会 郡山市
大同生命郡山支社

日下部会長外4名

第２回事務局長等連絡会議
助成金申請等研修会

福島市
コラッセふくしま

土屋職員外1名
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第２回役員会 ９/８（火） 二本松市
陽日の郷あづま館

古川部会長外2名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第９回実行委員会

９/１４（月） 郡山市
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

古川部会長外3名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
緊急実行委員会

１１/４（水） 福島市
コラッセふくしま

古川部会長外2名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第１０回実行委員会

１１/２４（火） 郡山市
郡山法人会館

古川部会長外2名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
全法連会場視察

１１/３０（月） 郡山市
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

古川部会長

Ｈ２８

１/２５（月）

第３回役員会 ２/８（月） 福島市
ホテル辰巳屋

古川部会長外4名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第１２回実行委員会

２/２４（水） 郡山市
ビッグアイ

松川委員長外1名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第１３回実行委員会

３/２４（木） 郡山市
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

手塚副部会長
　　　　　　　外3名

　　　②【東北六県法人会連合会】

平成２７年度
　　　　　　定時理事会

６/１５（月） 仙台市
　仙台国際ホテル

吉川会長

平成２７年度
　　　　　　単位会長懇談会

１１/６（金） 仙台市
　仙台国際ホテル

吉川会長

平成２７年度
　　　　　　運営協議会

１１/６（金） 仙台市
　仙台国際ホテル

吉川会長外3名

　　　③【全国法人会総連合】
第３２回法人会全国大会
　　　　　　　　　(徳島大会)

１０/８（木） 徳島県
　アスティ徳島

吉川会長

Ｈ２８

３/４（金）

　　　④【その他、慶弔含む】

本　　会
コラッセふくしま管理組合
施設管理運営部会

４/２４（金） コラッセふくしま 丹治専務理事

コラッセ管理組合管理 　　５/２０
（水）

コラッセふくしま 丹治専務理事

コラッセふくしま管理組合
　　消防防災訓練

６/１１（木） コラッセふくしま 土屋職員外1名

福島地区租税教育推進
協議会第３２回定期総会

６/１７（水） 福島税務署 古川女性部会長

東北税理士会福島支部
　  ２７年度支部定期総会

６/２９（月） ザ・セレクトン福島 吉川会長

第３８回ふくしん会講演会
　「異次元の金融緩和、消費
増税、地方創生で日本はどう
なるか」

７/９（木） ウエディングエルティ 吉川会長
齋藤義博副会長

聴講
　講師：柳澤伯夫氏
　　　柳澤金融経済研究所

（1）企業の税務コンプライアンス向上
　　のための取組について
（2）20年会計基準仕訳の手引き等の
　　改訂について
（3）マイナンバーに関する最近の動向
　　を踏まえた対応について　他

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会
第１１回実行委員会

郡山市
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

古川部会長外2名

全国第３２回事務局セミナー 東京
ハイアットリージェン
シー東京

土屋職員

18



内外情勢調査会
　　７月支部懇談会
「拉致に見る北朝鮮の深層
 -　過去と今、そして解決へ
の道筋」

７/２１(火) ザ・セレクトン福島 丹治専務理事 聴講
　講師：蓮池　薫　氏
　　新潟経済産業大学経済学部准教授

優良申告法人部会定時総会 ７/２８（火） サンパレス福島 吉川会長

福島地区税務関係団体協議会
定時総会

８/２４（月） コラッセふくしま 吉川会長外1名

コラッセふくしま管理組合
　　消防防災訓練

１０/８（木） コラッセふくしま 土屋職員

石澤県連副会長
　  御令室様告別式

１１/２６（木） 二本松斎場 丹治専務理事

Ｈ２８

２/２５（木）

青年部会
大澤部会長
　御尊父告別式

４/２９（水） こころ斎苑黒岩 柴田直前部会長

渡辺浩成部会員
　御母堂告別式

８/２２（土） こころ斎苑掛田 日下部会長

Ｈ２８

３/２（水）

赤間宗卓部会員
　御尊父様告別式

３/３（木） こころ斎苑黒岩 日下部会長

片寄部会員
　御尊父様告別式

３/３（木） けんみん葬祭
御山ホール

日下部会長

福島県青年部
 団体連絡協議会
 「特別講演会・名刺交換会」

郡山ビューホテル 日下部会長
　　　　　　　外5名

齋藤義博副会長
　  御尊父様告別式

こころ斎苑黒岩 丹治専務理事
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