
【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

４/１８（月） 福島県青少年会館 10：00～
69社82名
(内非会員45名）
13：30～
68社80名
(内非会員50名）

講師：福島税務署
      審理専門官　畠澤　賢氏

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

５/１６（月） コラッセふくしま 60社66名
(内非会員29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

５/１８（水） コラッセふくしま 10社11名
(全非会員）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤　賢氏

青年・女性部会
　　第１回コラボ事業打合せ

７/１１（月） コラッセふくしま 青年部会9名
女性部会5名

28年度コラボ事業（子どもを対象
とした税イベント）について

青年部会
租税教室研修会打合せ

７/２５（月） ハングルースダイナー 多田部会長
　　　 他3名

租税教室研修会について

保原支部研修会
 「税よもやま話」

７/１９（火） 保原町産業振興会館 18名 講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　 夏坂　真史 氏

伊達市支部研修会
 「税よもやま話」

７/２１（木） カッパ王国 19名 講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　 夏坂　真史 氏

川俣支部研修会
 「税よもやま話」

７/２６（火） 一期一会 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

桑折支部研修会
 「税よもやま話」

８/５（金） 仙台屋 18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・女性部会
　　第２回コラボ事業打合せ

８/２４（水） こむこむ 青年部会7名
女性部会3名

28年度コラボ事業について
会場下見・打合せ

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

９/５（月） コラッセふくしま 51社58名
(内非会員31名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

女性部会
　移動租税教室並びに
　コラボ事業等打合会

９/１３（火） 法人会事務所 部会員8名 （1）移動租税教室について
（2）コラボ事業について

女性部会
　　税務研修会
「つぶれる会社の特徴」

９/１３（火） 峰亀 部会員28名 講師：㈱ビジネスサポート
　　　代表取締役　鈴木 武雄 氏

第１回研修・社会貢献活動
合同委員会

９/２０（火） ラヴィバレ一番丁 石本研修委員長
齋藤社会貢献活
動委員長
　　　　　　外19名

（1）平成28年度税金クイズｉｎ市場まつ
　　りについて
（2）新春公開講演会等講師選定につ
　　いて

青年部会
租税教室研修会

９/２７（火） ザ・セレクトン福島 部会員38名 講師：青年部会税制副委員長
　　　　　　　　　　　　　　伊藤　淳一　氏

２８年度改正税法説明会
　　　　福島税務署共催

１０/５（水） コラッセふくしま 266社300名
(内非会員142名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

２８年度改正税法説明会
　　　　福島税務署共催

１０/７（金） 伊達市ふるさと会館 55社60名
(内非会員37名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

女性部会
　　移動租税教室打合せ

１０/１２（水） ウェディングエルティ 部会員5名 移動租税教室スケジュール、担当
について

青年・女性部会
　　コラボ事業打合せ

１０/２１（金） 法人会事務所 青年部会3名
女性部会5名

青年部会・女性部会コラボ事業に
ついて

平成２８年度事業経過報告
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青年・女性部会コラボ事業
《子供を対象とした税イベント》
　「税金Ｇｏ」

１１/３（祝） こむこむ館 来館者1632名
 内参加者420名

青年部会員30名,女性部会員15名
税務署職員3名,事務局職員2名

新設法人説明会
　　　　福島税務署共催

１１/２４（木） コラッセふくしま 14社20名
(全て非会員）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

１２/６（火） コラッセふくしま 37社39名
(内非会員15名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

Ｈ２９
１/１９（木）

国見支部研修会
「自主点検チェックシートの活
用について」

１/２０（金） らいふぴあ 23名 講師：福島税務署法人課税
　　　 第一部門統括官
　　　　　　　　　夏坂　真史 氏

第９回「税の絵はがきコン
クール」審査会

２/７（火） 法人会事務所 手塚部会長外8名

＜租税教室＞

移動租税教室 １０/１８（火） 東部学校給食ｾﾝﾀｰ
福島県庁・県議会
陸上自衛隊福島駐
屯地

南向台小6年生
　教諭　計27名

女性部会6名
青年部会2名
　バス添乗引率・見学

租税教室 ７/８（金） 福島市立
飯野中学校

3年生  52名
部会員  2名

青年部会 部会長担当
　多田憲司

８/２５（木） 福島市立
清水中学校

3年生 134名
部会員  1名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

９/２７（火） 伊達市立
伊達中学校

3年生 135名
部会員  5名

青年部会 部会長担当
　多田憲司

９/２８（水） 桑折町立
醸芳中学校

3年生 121名
部会員  4名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤光太郎

１１/２２（火） 伊達市立
梁川中学校

6年生 169名
部会員  4名

青年部会 部会長担当
　多田憲司

１１/２８（月） 福島市立
福島第一小学校

6年生  33名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　鴫原健、吉田晋祐

１２/６（火） 桑折町立
伊達崎小学校

6年生  11名
部会員  7名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤勝也

１２/８（木） 福島市立
松川小学校

6年生  75名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　齋藤正幸

１２/９（金） 伊達市立
柱沢小学校

6年生  18名
部会員  3名

青年部会 交流親睦委員会担当
　宮口剛

１２/９（金） 福島市立
下川崎小学校

6年生  10名
部会員  2名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤光太郎

１２/１３（火） 福島市立
大笹生小学校

6年生  15名
部会員  5名

青年部会 社会貢献委員会担当
　酒井良晃

１２/１５（木） 福島市立
庭坂小学校

6年生  55名
部会員  5名

女性部会担当
　横山りつ子、斎藤ミヨ

Ｈ２９
１/１１（水）

１/１２（木） 福島市立
金谷川小学校

6年生  18名
部会員  3名

女性部会担当
　齋藤恵美子

１/１３（金） 伊達市立
梁川小学校

6年生  64名
部会員  4名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤大作

１/１６（月） 福島市立
水保小学校

6年生  14名
部会員  1名

青年部会 税制委員会担当
　渡邊康弘

１/１６（月） 伊達市立
月舘小学校

6年生  26名
部会員  5名

女性部会担当
　横山りつ子

１/１７（火） 福島市立
余目小学校

6年生  31名
部会員  1名

青年部会 交流親睦委員会担当
　斎藤嘉弘

6年生  15名
部会員  1名

青年部会 交流親睦委員会担当
　丹治龍太

19社22名
(内非会員7名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤  賢　氏

福島市立
月輪小学校

法人税等決算説明会
　　　　福島税務署共催

コラッセふくしま
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１/１７（火） 福島市立
矢野目小学校

6年生  61名
部会員  3名

青年部会 広報研修委員会担当
　紺野学、佐藤光太郎

１/１８（水） 福島市立
福島第二小学校

6年生  48名
部会員  2名

青年部会 交流親睦委員会担当
　栗村真之、実沢芳史

１/１８（水） 福島市立
庭塚小学校

6年生  14名
部会員  4名

青年部会 交流親睦委員会担当
　赤間一志

１/１９（木） 福島市立
清水小学校

6年生  67名
部会員  1名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１/１９（木） 福島市立
瀬上小学校

6年生 119名
部会員  1名

青年部会 30周年実行委員長担当
　遠藤英男

１/２０（金） 福島市立
湯野小学校

6年生  26名
部会員  2名

青年部会 社会貢献委員会担当
　木村健一

１/２３（月） 福島市立
清明小学校

6年生  28名
部会員  2名

青年部会 社会貢献委員会担当
　阿部洋子

１/２３（月） 福島市立
佐倉小学校

6年生  25名
部会員  2名

青年部会 社会貢献委員会担当
　佐藤優子

１/２４（火） 福島市立
荒井小学校

6年生  42名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　小熊芳訓

１/２４（火） 福島市立
森合小学校

6年生  92名
部会員  7名

青年部会 広報研修委員会担当
　大和田真生、紺野学
　佐藤光太郎、遠藤利通

１/２５（水） 福島市立
三河台小学校

6年生  75名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　三津間謙一

１/２５（水） 伊達市立
上保原小学校

6年生  35名
部会員  4名

青年部会 社会貢献委員会担当
　阿部秀則

１/２６（木） 福島市立
野田小学校

6年生 121名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　大場秀樹、藤井拓哉

１/２６（木） こじか保育園 園児　 17名
部会員  4名

女性部会担当

１/２７（金） 南福島保育園 園児　 19名
部会員  3名

女性部会担当

１/２８（土） 福島市立
福島第四小学校

6年生  27名
部会員  4名

女性部会担当
　二瓶七穂

１/３０（月） 川俣町立
川俣南小学校

6年生  27名
部会員  3名

女性部会担当
　横山りつ子

２/１（水） 桑折町立
醸芳小学校

6年生  50名
部会員  3名

女性部会担当
　二瓶七穂

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 ５/２（月） ４０００部発行

法人ふくしま７月号発行 ７/１（金） ４０００部発行

保原支部税金クイズ
（ほばらｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

８/７（日） 保原中央交流館
駐車場

クイズ参加者
　　　　  450名

スタッフ　9名参加

第１回広報委員会 ８/９（火） ウェディングエルティ 高橋委員長外8名
来賓1名
オブザーバー1名

（1）ふくしま法人ニュース3・5・7月号の
　　反省について
（2）ふくしま法人ニュース9・11・1月号
　 　の編集方針(案)について

法人ふくしま９月号発行 ９/１（木） ４０００部発行

「福島の社長さん」単行本
発行、配布

９/１（木） ３０００部配布

国見支部税金クイズ
（国見町 義経まつり）

９/２２（木） 観月台文化ｾﾝﾀｰ
　　　　特設会場

クイズ参加者
　　　　　 474名

スタッフ　8名参加
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桑折支部税金クイズ①
（桑折宿軽トラ市）

９/２５（日） 福島信用金庫桑折
支店駐車場（桑折
宿軽トラ市会場）

クイズ参加者
　　　　　 130名

スタッフ　7名参加

川俣支部税金クイズ
（かわまた絹市）

１０/２２（土） 川俣町中央公民館 クイズ参加者
　　　　　 200名

スタッフ　3名参加

2016’税金クイズ
　　　　　　　in 市場まつり

１０/２３（日） 福島市公設地方
卸売市場

クイズ参加者
　　　　 1480名

スタッフ　23名参加

法人ふくしま１１月号発行 １１/１（火） ４０００部発行

桑折支部税金クイズ②
（桑折宿軽トラ市）

１１/２７（日） 福島信用金庫桑折
支店駐車場（桑折
宿軽トラ市会場）

クイズ参加者
　　　　　 140名

スタッフ　6名参加

平成２８年度納税表彰式 １１/１１（金） ホテル福島グリーン
パレス

吉川会長

H２９
１/４（水）

第２回広報委員会 １/３０（月） ウェディングエルティ 高橋委員長外8名
来賓1名

（1）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29年度ふくしま法人ニュース
　　 編集方針（案）について

法人ふくしま３月号発行 ３/１（水） ４０００部発行

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２９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　　　送信対象者　　　　　７７名　　　回答者　　　　３２名

　　一般会員版アンケート　　　　　　送信会員数　約１，２００社　　　回答会員数　１９３社

第１１回全国女性フォーラム
　　　　　　　　「福島大会」

４/１４（木） 郡山市
ビッグパレットふくしま

女性部会員 31名 講演：「伝える事の大切さ、
　　　　　　　伝わる事のすばらしさ 」
講師：ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ　大和田  新 氏

第１回税制委員会 ６/２（木） コラッセふくしま 吉川税制委員長
　　　　　　外8名

（1）平成29年度税制改正要望事項
     について
（2）税制アンケートについて

第３０回全国青年の集い
　　　　　　　　「北海道大会」

９/９（金） 旭川市
旭川大雪アリーナ

多田部会長
　　　　　　外4名

租税教育活動事例発表　他

第３３回法人会全国大会
　　　　　　　　「長崎大会」

１０/２０（木） 長崎市
長崎ブリックホール

吉川会長 税制改正提言報告
租税教育活動事例発表

平成２８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

Ｈ２９
２/１４（火）

４．地域企業の健全な発展に資する事業
セミナー：
相手の心をひらくコミュニ
ケーション術

４/２６（火） コラッセふくしま 34名
（内非会員1名）

講師：プレシャスパートナー
　　　      代表  小島 敦子 氏

法人ふくしま１月号発行 ４０００部発行

２８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29年度税制改正について
（2）今後の税制改革と財政再建の
　　行方について

税制改正要望書提出吉川会長
丹治専務理事
澁谷職員

１２/６（火）
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第4回通常総会記念講演会
地域にとってなくてはならない店の戦略

「超」地域密着型経営とは

５/２６（木） サンパレス福島 145名
（内非会員3名）

講師：㈱ヤマグチ
　　  代表取締役  山口　 勉 氏

セミナー：
総務担当者の仕事の上手な
取り組み方

６/２２（水） コラッセふくしま 56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：
売上アップにつながる！
７ステップセールスメゾット

７/２１（木） コラッセふくしま 30名 講師：ﾘﾌﾚｯｼｭｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
　　　      代表  吉田 幸弘 氏

セミナー：
知っておくべき労務管理のポ
イント

８/３（水） コラッセふくしま 23名 講師：横浜ﾘﾝｹｰｼﾞ社労士事務所
　　　      代表  蔵中 一浩 氏

初級複式簿記講座
（延べ10日間：最終日10/12）

８/１０（水） 保原町産業振興会館 17名 延べ170名
（全て非会員）

講師：税理士　吉田 寛司 氏

セミナー：
クレーム客をファンに変える
上手なクレーム対応

９/２７（火） コラッセふくしま 27名 講師：ソフィアハーモニー
　　　    代表  伊藤 智恵子 氏

セミナー：
マイナンバー制度実務対策
セミナー

１０/４（火） コラッセふくしま 29名 講師：村井経営労務サポート
　　　      代表  村井 健一 氏

福島県法人会連合会
青連協第24回会員研修会
　　　「会津大会」

１０/１４（金） 会津若松市
会津若松ワシントン
ホテル

参加者
青年部会員20名

記念講演会
演題：「笑門福来」
講師：落語家  三遊亭 兼好 氏

セミナー：
会社にお金を残す３つの勘ど
ころ

１１/２４（木） コラッセふくしま 29名 講師：㈱神田どんぶり勘定事務所
　　  代表取締役　神田 知宜 氏

セミナー：
Instagramで新規客を獲得し
てLINE＠でﾘﾋﾟｰﾄさせる方法

１２/９（金） コラッセふくしま 15名 講師：イーンスパイア㈱
　　  代表取締役　横田 秀珠 氏

Ｈ２９

１/２４（火）

セミナー：
相手の納得を獲得する！交
渉上手になる“秘訣”

２/１７（金） コラッセふくしま 18名
（内非会員1名）

講師：ﾅﾚｯｼﾞﾌｫｰｽ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(同)
　　  　代表社員　藤原 敬行 氏

セミナー：
やる気と売上を１２０％にす
る女性活用術

３/６（月） コラッセふくしま 20名 講師：女性活躍推進ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
　　　㈲エス．
　　  代表取締役 曽根原容子 氏

５．地域社会への貢献を目的とする事業
社会貢献活動
　青年部会主坦・献血活動

５/１（日） ふくしまスカイパーク 日下 部会長
　　　　　外20名

献血受付数　６０名
献血者数　   ５２名
　 募金額 １２，４１２円

インタ-ネットセミナー利用状況

講師：生沼寛隆税理士事務所
　　  代表/税理士 生沼 寛隆 氏

コラッセふくしま 22名

セミナーDVDレンタルサービス利用状況

セミナー：
会社を伸ばすための経営・財
務・税務講座

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 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8
ﾚﾝﾀﾙ枚数 0 0 3 2 10 2 0 0 0 0 0 0 17

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 1,371 1,298 899 1,077 1,136 1,213 1,321 1,320 1,152 1,316 1,483 1,501 15,087

一般ﾛｸﾞｲﾝ数 14 1 9 10 11 13 11 7 8 2 5 13 104

会員ﾛｸﾞｲﾝ数 133 102 107 140 115 118 143 121 91 140 153 142 1,505
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第１回婚活事業部会
　　 婚活打合会

４/２５（月） ハングルースダイナー 福地婚活部会長
　　　　　　外5名

（1）婚活事業「マナー講座」について
（2）婚活事業「果物狩り＆ﾊﾟｰﾃｨｰ」
　　 について
（3）HPのエントリーフォームについて

婚活事業ＰＲ ６/２（木） 市役所、新聞社等
　　　　　　　11ヵ所

齋藤社会貢献活
動委員長
福地婚活部会長

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
マナー講座

６/１５（水） パセナカミッセ
「交流スペース」

福地婚活部会長
　　　　　　外3名

男性１１名、女性６名参加

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
果物狩り＆パーティ

６/１８（土） あづま果樹園
ギャラリー梟
益蔵

福地婚活部会長
　　　　　　外5名

男性９名、女性６名参加
　　　　カップル１組成立

婚活事業
“バスツアー(BBQ)”打合せ

７/１１（月） Ｋふぁーむ カルネ 多田婚活副部会長
　　　　　　外3名
青年部会員1名

婚活事業打合せ・下見

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
ボウリング＆パーティ

８/２７（土） ラウンドワン福島
ローレン＆リーフ

福地婚活部会長
　　　　　　外4名

男性１０名、女性７名参加
　　　　カップル１組成立

第１回研修・社会貢献活動
合同委員会

９/２０（火） ラヴィバレ一番丁 石本研修委員長
齋藤社会貢献活
動委員長
　　　　　　外19名

（1）平成28年度税金クイズｉｎ市場まつ
　　りについて
（2）新春公開講演会等講師選定につ
　　いて

婚活事業打合せ ９/２７（火） 法人会事務所 福地部会長
　　　　　　外5名

10/2開催婚活事業
ミステリーバスツアーについて

社会貢献活動
　青年部会主坦・献血活動

１０/１（土） 陸上自衛隊
 福島駐屯地

日下直前部会長
　　　　　  外14名

献血受付数 ６３名
献血者数 ５１名
　　　　　　　募金額 ７，８１９円

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
ミステリーバスツアー

１０/２（日） Ｋふぁーむ カルネ
他

多田婚活副部会長
　　　　　　外2名
青年部会
　　  担当者1名

男性９名、女性８名参加
　　　　カップル２組成立

婚活事業
　市役所との打合せ

１０/１１（火） 福島市役所 福地婚活部会長
　　　　　　外1名

福島市「出会いの場創出事業」に
ついて

婚活事業打合せ １０/１２（水） 法人会事務所 福地婚活部会長
　　　　　　外5名

福島市「出会いの場創出事業」に
ついて

婚活事業打合せ １０/２７（木） 法人会事務所 福地婚活部会長
　　　　　　外4名

12/3開催婚活事業
クリスマス会について

青年部会設立30周年
記念講演会

１１/１１（金） ウェディングエルティ 201名
（内非会員74名）

「お金にまつわる笑劇的国際交流」
　　　　　　　　講師：パックンマックン

婚活（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
クリスマス会

１２/３（土） ハングルースダイナー 齋藤社会貢献活
動委員長
福地婚活部会長
　　　　　　外3名
青年部会
　　  担当者2名

男性１２名、女性１５名参加
　　　　　カップル２組成立

社会貢献活動委員会
（組織委員会合同）

１２/９（金） ホテル辰巳屋 齋藤社会貢献活
動委員長
　　　　　　外24名

（1）税金クイズの実施報告について
（2）婚活事業の実施報告について
（3）福島市主催婚活事業について

Ｈ２９

１/１３（金）

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 福地婚活部会長
　　　　　　外5名
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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）

１/２９（日） ウェディングエルティ 福地婚活部会長
　　　　　　外6名
青年部会
　　  担当者3名

男性41名、女性30名参加
　　　　　　　カップル9組成立
話し方講座やｱﾄﾗｸｼｮﾝﾌﾞｰｽ設置
○「住んで得するお話　～福島市で
　　 　　　　素敵な子育てしませんか」
   　福島市こども未来部こども政策課長
　　　　　　　　　　　　　渡辺　洋也　氏
○信太美月トークショー
○パーティー

新春公開講演会
「元谷芙美子の幸せ開運
　　　　～私が社長です～」

２/３（金） ウェディングエルティ 聴講者　254名
　　　内一般86名

講師：アパホテル（株） 取締役社長
　　　　　　　　　　　　元谷　芙美子 氏

特別健康セミナー
「笑って自然に触れて免疫力
を高めよう」

２/１３（月） ウェディングエルティ 聴講者　104名
　　　内一般31名

講師：東京医科歯科大学名誉教授
　　　　　　　　　　　　藤田　紘一郎 氏

婚活事業打合せ ３/２９（水） 法人会事務所 福地婚活部会長
　　　　　　外6名

28年度事業実績並びに決算報告
29年度事業について

６．会員の交流に資するための事業

女性部会
　　女性フォーラム慰労会

４/２０（水） ホテル辰巳屋 部会員19名
他青年部会員5名

懇親会

青年部会
　　平成２８年度研修交流会

５/１２（木） ウェディングエルティ 部会員42名
外ＯＢ 11名

卒業式・懇親会

青年部会
　　チャリティゴルフコンペ

５/１４（土） パーシモンＣ・Ｃ 部会員25名
外本会員
　　   ＯＢ21名

第４回通常総会交流会 ５/２６（木） サンパレス福島 会員等118名 懇親会

女性部会
　　平成２８年度研修交流会

６/７（火） ウェディングエルティ 部会員34名
来賓 　14名

懇親会

28年度国見支部研修交流会 ７/１４（木） らいふぴあ 支部会員等32名 懇親会

28年度保原支部研修交流会 ７/１９（火） 割烹こばやし 支部会員等19名 懇親会

28年度伊達市支部研修交流会 ７/２１（木） カッパ王国 支部会員等18名 懇親会

女性部会
　　７月例会　～納涼会～

７/２１（木） ウェディングエルティ 部会員29名
来賓6名

懇親会

青年部会
　　例会（バーベキュー）

７/２３（土） パセナカミッセ 部会員24名
他ＯＢ   5名
   家族21名

懇親会

28年度川俣支部研修交流会 ７/２６（火） 一期一会 支部会員等21名 懇親会

28年度桑折支部研修交流会 ８/５（金） 仙台屋 支部会員等16名 懇親会

女性部会
　　８月例会

８/９（火） 福島県文化センター 部会員24名 久石譲オーケストラ

女性部会
　　例会（税務研修会）

９/１３（火） 峰亀 部会員28名 税務研修会
懇親会

青年部会
　　設立30周年記念ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

９/１７（土） パーシモンＣ・Ｃ 部会員27名
外本会員
　　ＯＢ7名 他4名
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青年部会
　　研修会・例会

９/２７（火） ザ・セレクトン福島 部会員40名
ＯＢ会員7名

講師：サインブヤン オドバヤル 氏
委員会報告等
懇親会

視察研修旅行
（優良申告法人部会主催）

１０/２８（金） 茨城県 16名 カバヤ食品（株）関東工場
袋田の滝

青年部会設立３０周年
　　記念式典

１１/１１（金） ウェディングエルティ 部会員58名
ＯＢ会員28名
来賓37名
その他4名

記念講演会
記念式典
祝賀会

青年部会設立30周年
記念事業「慰労会」

１２/１（火） ザ・セレクトン福島 部会員13名 懇親会

女性部会
　　忘年会

１２/１５（木） ラヴィバレ一番丁 部会員30名 懇親会

青年部会・女性部会・青年部
会ＯＢ会
　　合同忘年会

１２/２０（火） 益蔵 青年部会38名
女性部会13名
青年部会OB 9名

懇親会

Ｈ２９
１/１７（火）

国見支部
　　新春　会員の集い

１/２０（金） らいぷぴあ 会員19名
来賓等6名

研修会
懇親会

青年部会
　　ボウリング大会

ラウンドワン 部会員22名
ＯＢ 6名

ボウリング大会

　　新年会 ホテル辰巳屋 部会員49名
ＯＢ 11名

懇親会

新春賀詞交歓会 ２/３（金） ウェディングエルティ 会員97名
来賓6名
その他3名

懇親会

２８年度新入会員の集い ２/１５（月） ホテル辰巳屋 新入会員
　　　15社17名
来賓　　3名
吉川会長、紺野・
最上組織委員長、
紹介者等　 26名

（1）法人会の概要・事業説明
（2）新入会員自社ＰＲ
懇親会

青年部会
　　会員研修旅行

２/１７（金）
　～１８（土）

名古屋方面 部会員12名
ＯＢ 1名

女性部会
　　例会　～会員スピーチ～

２/２２（水） コラッセふくしま
　　交流サロン

部会員31名 「明朗快活」
　佐藤圭子部会員
懇親会

青年部会
　　各委員会分散会

３/２３（木） ローレン＆リーフ 部会員55名 各委員会事業報告等
懇親会

女性部会
　　例会

３/２８（火） ホテル辰巳屋 部会員24名 健康体操
懇親会

福島税務署長講話
懇親会

１/２４（火）

女性部会
　　新年会

ホテル辰巳屋 部会員31名
来賓14名
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７．会員の福利厚生等に関する事業
第１回組織・厚生合同委員会 ７/２９（金） ウェディングエルティ 樋口組織委員長

丹野厚生委員長
　　　　　外37名

《組織委員会》
（1）平成28年度6月末現在の県内
　　組織の現況について
（2）平成28年度の基本方針について
（3）今後の会員拡大について
《厚生委員会》
（1）全法連厚生事業推進状況について
（2）平成28年度各福利厚生制度の
　　推進状況について
（3）今後の各福利厚生制度推進拡大
　　策について
《27年度法人会福利厚生制度収入
　保険料「3年10億円増収計画」
　表彰記念品贈呈式》

◎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28年4月1日～平成29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２８年度ビジネスガード推進状況 ≪ＡＩＵ保険≫　　（平成29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29年3月31日現在）

コース 受診企業数 受診人数

ゴールドコース 3社 4名

シルバーコース 7社 10名

福　島 ２，７６７ ６８３ ２４．６

県　連 １４，４０７ ３，１３２ ２１．７

項 目 29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 ６９ ６７ ４９ ７３．１

県　連 ４７４ ４４０ ３１９ ７２．５

福　島 ２２ ２１ ９５．４

県　連 １２８ １０８ ８４．３

項 目 目標（社） 実績（社） 達成率（％）

県　連 １７１ ２０３ １１８．７

　　　　項目

単位会名

新規加入法人数

目標（社） 実績（社） 進捗率（％）

福　島 ２５ １７ ６８．０

福　島 ２，７６７ ４１１ １４．９

県　連 １４，４０７ １，９８６ １３．８

　　　　項目

単位会名

会員数（社）
（29.3.31）

加入会員数（社）
（29.3.31）

加入率（％）

9



（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29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．終身保障プラン

 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29年3月末現在加入状況（昭和58年よりの累計）　　・平成28年4月～平成29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２９年３月末日現在）

　　　（１）会員数　　　　　２，７６７社

　　　（２）支部別会員数

平成28年4月1日 平成29年3月31日

福 島 支 部 ５，５８２社 ２，０７７社 ２，１０９社 ３２社

伊達市支部 ５４９社 ２４１社 ２４１社 ０社

桑 折 支 部 １７７社 ８２社 ８０社 △ ２社

国 見 支 部 １４３社 ７４社 ７９社 ５社

保 原 支 部 ３４３社 １４３社 １４２社 △ １社

川 俣 支 部 ２４９社 １１２社 １１２社 ０社

管 外 ５社 ４社 △ １社

合 計 ７，０４３社 ２，７３４社 ２，７６７社 ３３社

支部名 稼働法人数
会　員　数

増減（  △）

加 入 企 業 数 １４社

加 入 件 数 １６件

加 入 企 業 数 １６３社

加 入 件 数 ４８４件

給 付 実 績 ４，７９７万円

９５．４％

加 入 件 数 ２，０２３件

会 員 企 業 数 ２，７６７社 新規企業加入目標 ２２社

加 入 企 業 数 ６８３社 実 績 ２１社

保 障 額 ５２７億８，９００万円

加 入 率 ２４．６％ 達 成 率

会 員 企 業 数 ２，７６７社

加 入 件 数 ９件

保 障 額 ３，１００万円

加 入 件 数 ４０件 採 用 口 数 ９口

加 入 口 数 １１０口

加 入 企 業 数 ２９社 採 用 件 数 ６件

契 約 企 業 数 １１７社

加 入 件 数 １５３件

給 付 実 績 １０億３，１４６万円

新規加入企業数 ３２社

加 入 件 数 １，６０７件 新 規 加 入 件 数 １２０件

加 入 企 業 数 ４１１社
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　　　（３）役員数

　　　　 理事 ６７名　うち 会長１名・副会長１０名・専務理事１名

　　　　 監事　 ２名

　　　（４）委員会

　　　（５）部会

　　　＜青年部会＞　部会長：多田　憲司　　役員数：33名　部会員数：123名

　　　＜女性部会＞　部会長：手塚　佳子　　役員数：25名　部会員数： 62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）

　　　　　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

　　　　　事務局長：土屋　光史      職　　員：丹野　千佳子

９．表彰・受賞関係

　　　（１）表彰【平成２８年５月２６日】

　　　≪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）、吉川　昭（福島ネオ工業㈱）、紺野　正雄（㈱Ａ水技研）

　　　　　　　最上　諭（㈱総合コンサルタンツ）、吉田　政俊（㈱吉田運輸）

　　　≪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：丹野　善一（福島紅葉漬㈱）

　　　(２)受賞

　　　≪納税功労表彰≫

   福島税務署長表彰【平成２８年１１月１１日(金)：ホテル福島グリーンパレス】

　　    三浦　康伸理事

　　　《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２８年６月２１日】≫

　　　　　　【単位会役員表彰】全法連表彰規程第２条第４項第１号

　　　　　　日下部　勉副会長、川津　博彰理事

　　　≪東北六県法人会連合会長表彰【平成２８年１１月８日】≫

　　　　　　【単位会役員表彰】

　　　　　　齋藤　義博副会長、斎藤　和也理事、紺野　正雄理事

　　　【大同生命・ＡＩＵ職員の部】　銅賞：村上　由貴（　　〃　　）

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

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 30名 33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 27名 30名
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　　　≪一般社団法人福島県法人会連合会長表彰【平成２８年６月２１日】≫

　　　　　　【単位会役員功労】表彰規程第３条

　　　　　　春日　賢副会長、伊藤　信弘理事、三浦　康伸理事　

　　　　　　【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）、吉川　昭（福島ネオ工業㈱）、紺野　正雄（㈱Ａ水技研）

　　　　　　【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：丹野　善一（福島紅葉漬㈱）

１０．諸会議

本　　会

２７年度監査会 ４/２１（木） 法人会事務所 鍛冶、佐藤監事 27年度職務執行、財産状況の監査

第１回総務委員会 ４/２８（木） 法人会事務所 齋藤委員長
　　　　　外5名

（1）27年度事業経過報告について
（2）27年度収支決算について
（3）第4回通常総会運営について

第１回理事会 ５/１０（火） ザ・セレクトン福島 吉川会長 外38名
監事2名

（1）第4回通常総会提出議案の審議
　1)平成27年度事業経過報告の件
　2)平成27年度収支決算承認の件
（2）総会当日の運営について
（3）総会表彰該当者の承認について
（4）婚活事業について

第４回通常総会 ５/２６（木） サンパレス福島 来賓10名
会員1146名
（内委出席
　　　　　1016社）

報告事項
　1．平成27年度事業報告の件
　2．平成28年度事業計画報告の件
　3．平成28年度収支予算報告の件
決議事項
第1号議案　平成27年度収支決算報
告承認の件

国見支部第１回役員会 ６/３（金） 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　　外役員3名

（1）支部今年度事業について
（2）支部研修交流会について

桑折支部第１回役員会 ６/２４（金） 桑折町商工会
仮設事務所

日下部支部長
　　　　外役員5名

（1）支部今年度事業について
（2）支部研修交流会について

国見支部第２回役員会 ７/１４（木） らいふぴあ 佐藤支部長
　　　　外役員3名

義経まつり（9/22）における税金クイズ
について

28年度国見支部研修交流会 ７/１４（木） らいふぴあ 支部会員等 33名 今年度の支部事業について

＜講話＞
「未来に向けて～これからの国見町」
　　講師：国見町長　太田 久雄 氏

保原支部第1回役員会 ７/１９（火） 保原町産業振興会館 渡辺支部長
　　　　外役員9名

今年度の支部事業について

28年度保原支部研修交流会 ７/１９（火） 保原町産業振興会館 支部会員等18名 今年度の支部事業について

28年度伊達市支部研修交流会 ７/２１（木） カッパ王国 支部会員等19名 今年度の支部事業について

28年度川俣支部研修交流会 ７/２６（火） 一期一会 支部会員等22名 今年度の支部事業について

　　　　　　【受託会社職員の部（大同生命）】　金賞：村島　誠、高野　恭子

　　　　　　【受託会社職員の部（大同生命）】　銅賞：村上　由貴

　　　　　　【法人会の部】　新契約保証金額の部

12



28年度桑折支部研修交流会 ８/５（金） 仙台屋 支部会員等17名 今年度の支部事業について

国見支部第３回役員会 ９/１（火） 国見町商工会 佐藤支部長
　　　　外役員5名

義経まつり（9/22）における税金クイズ
について

桑折支部打合せ ９/１（火） 桑折町町商工会 桑折町商工会
　須田事務局長

桑折宿軽トラ市（9/25）における税金
クイズについて

第１回組織委員会 ９/６（火） ホテル辰巳屋 樋口委員長
　　　　　外13名

今後の会員拡大策について

第１回役員・委員合同会議 ９/１４（水） ホテル辰巳屋 来賓3名
役員・委員59名

第１部＜合同会議＞
（1）28年度行事計画について
（2）当会会員拡大・拡充について
第２部＜税務署長講話＞
　　「私がこれまで携わってきた仕事」
　　　　　　　　　　講師　佐藤 正春　氏

第２回理事会 １０/１２（水） ウェディングエルティ 吉川会長 外37名 報告事項
（1）代表理事等の職務執行状況報告
協議事項
（1）今後の行事計画等の承認の件
（2）会員拡大の途中経過・今後の
　　 方策の件
他

組織・社会貢献活動
合同委員会

１２/９（火） ホテル辰巳屋 樋口組織委員長
齋藤社活委員長
　　　　　外23名

《組織委員会》
（1）会員増強活動の経過報告につい
て
（2）今後の会員増強について
《社会貢献活動委員会》
（1）税金クイズの実施報告について
（2）婚活事業の実施報告について
（3）福島市主催婚活事業について

国見支部第４回役員会 １２/１２（月） 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　　   外3名

（1）支部「新春会員の集い」について
（2）支部税金クイズの報告

桑折支部第２回役員会 １２/１４（水） 桑折町商工会
仮設事務所

日下部支部長
　　　　外役員5名

（1）支部次年度体制について
（2）支部税金クイズの報告と次年度
　　計画について
（3）会員増強について

川俣支部第１回役員会 １２/１６（金） 川俣町商工会館 春日支部長
　　　　　外4名

（1）支部税金クイズの報告等について
（2）支部の次年度体制について
（3）会員増強について

Ｈ２９

２/３（金）

第２回総務委員会 ２/２３（木） 法人会事務所 齋藤委員長
　　　　　外5名

（1）県連表彰規程に基づく授賞者選
　　定の件
（2）東北六県連表彰規程に基づく授
　　賞者選定の件
（3）全国法人会総連合表彰規程に基
　　づく授賞者選定の件
（4）特定資産「減価償却引当資産」の
　「修繕引当資産」への名称変更の件

第３回総務委員会 ３/８（水） 法人会事務所 齋藤委員長
　　　　　外5名

（1）当会平成29年度事業計画並びに
　　収支予算について
（2）第5回通常総会記念講演会等の
　　運営について
（3）特定資産「減価償却引当資産」の
　「修繕引当資産」への名称変更の件
（4）全法連、東北六県連表彰受賞者
　　結果報告

（1）今後の行事予定について
（2）28年度会員増強月間の結果報告
　　 並びに報奨金の授与

第２回役員・委員合同会議 ウェディングエルティ 役員・委員56名
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正副会長会議 吉川会長
副会長5名
丹治専務理事

役員改選について
他

第３回理事会 吉川会長 外34名 報告事項
（1）業務執行理事の職務執行状況報告
協議事項
（1）平成29年度事業計画(案)承認の件
（2）平成29年度収支予算(案)承認の件
（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該当者
　　承認の件
（6）特定資産「減価償却引当資産」の
  「修繕引当資産」への名称変更の件
（7）第5回通常総会について

青年部会

第１回役員会 ４/４（月） 六國屋 役員28名 （1）各委員会メンバーの選定について
（2）各委員会事業計画(案)について
 他

平成２７年度
第４回広報研修委員会

４/１２（火） 笑夢 日下部会長
　　　　　　外14名

第４回研修交流会並びに
　　２７年度卒業式について

平成２７年度第４回役員会 ４/２０（水） ザ・セレクトン福島 日下部会長
　　　　　外25名
うち委任状出席
　　　　　　　6名
新役員予定者3名

（1）平成27年度事業経過並びに収支
　　決算について
（2）平成28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について
（4）研修交流会及び卒業式について
 他

第１回社会貢献委員会 日下部会長
　　　　　　外14名

（1）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（2）設立30周年記念事業について

第１回交流親睦委員会 日下部会長
　　　　　　外15名

（1）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（2）設立30周年記念事業について

第１回税制委員会 ４/２６（火） ハングルースダイナー 大澤直前部会長
　　　　　　外15名

（1）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（2）設立30周年記念事業について

第１回広報研修委員会 ４/２７（水） ふりこ亭 日下部会長
　　　　　　外17名

（1）第4回研修交流会懇親会について
（2）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（3）設立30周年記念事業について

平成２８年度研修交流会 ５/１２（木） ウェディングエルティ 60名
(内委任状18名）
来賓8名

（1）平成27年度事業経過並びに収支
　　決算報告の件
（2）平成28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

設立３０周年記念事業
第１回式典委員会

５/１６（月） 法人会事務所 遠藤実行委員長
　　　　　　　外5名

設立30周年記念式典について

設立３０周年記念事業
第１回記念誌・記念事業
委員会

５/１９（木） にしざき 遠藤実行委員長
　　　　　　外10名

設立30周年記念誌・記念事業につい
て

設立３０周年記念事業
第１回祝賀会委員会

５/２４（火） 楽 遠藤実行委員長
　　　　　　外13名

設立30周年記念祝賀会について

４/２１（木） 鶏や 清兵衛

３/１７（金） ザ・セレクトン福島
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設立３０周年記念事業
第１回講演会委員会

５/２７（火） 益蔵 遠藤実行委員長
　　　　　　外9名

設立30周年記念講演会について

設立３０周年記念事業
実行委員会

６/１（水） 法人会事務所 多田部会長
　　　　　　外11名

設立30周年記念事業-各委員会決定
事項・確認事項等について

第２回交流親睦委員会 ６/１４（火） だいだい 日下直前部会長
　　　　　　外13名

（1）設立30周年記念事業について
（2）バーベキュー詳細について

第２回役員会 ７/６（水） ザ・セレクトン福島 多田部会長
　　　　　　外23名

（1）県青連協第1回役員会の報告に
　　 ついて
（2）今後の事業について
（3）会員増強について

第２回社会貢献委員会 ７/７（木） DINING CAFE
　CADJA

多田部会長
　　　　　　外12名

（1）献血事業報告について
（2）租税教室の担当校について
（3）今後の事業活動について

第２回税制委員会 ７/２５（月） ハングルースダイナー 多田部会長
　　　　　　外10名

（1）設立30周年記念事業について
（2）租税教室研修会について
（3）講習会について
（4）女性部会とのコラボ事業について

設立３０周年記念事業
記念誌記念事業委員会
　記念誌打合会

７/２６（火） 法人会事務所 多田部会長
　　　　　　外2名

設立30周年記念誌打合せ

設立３０周年記念事業
打合せ

８/１（月） 益蔵 多田部会長
柴田顧問
大澤顧問

設立30周年記念事業について

設立３０周年記念事業
実行委員会

８/３（水） 法人会事務所 多田部会長
　　　　　　外12名

設立30周年記念事業について

第２回広報研修委員会 ８/８（月） ふりこ亭 多田部会長
　　　　　　外13名

（1）設立30周年記念事業について
（2）全国青年の集い「北海道大会」
　　について

福島税務署表敬訪問 ８/２４（水） 福島税務署 多田部会長外5名 女性部会員4名と共に訪問

第３回税制委員会 ８/２４（水） 楽 多田部会長
　　　　　　外19名

（1）設立30周年記念事業について
（2）女性部会とのコラボ事業について
（3）租税教室研修会・講習会について

第３回社会貢献委員会 ８/２９（月） 笑夢 多田部会長
　　　　　　外14名

（1）設立30周年記念事業について
（2）今後の事業活動

設立３０周年記念事業
実行委員会

９/７（水） 法人会事務所 多田部会長
　　　　　　外10名

設立30周年記念事業について
　各委員会進捗状況等報告

設立３０周年記念事業
実行委員会

１０/５（水） 法人会事務所 多田部会長
　　　　　　外11名

設立30周年記念事業について
　各委員会担当事項の審議

第４回税制委員会 １０/２４（月） らぁめんたけや 多田部会長
　　　　　　外12名

（1）女性部会とのコラボ事業について
（2）設立30周年記念事業について
（3）租税教室について

第３回交流親睦委員会 １０/２５（火） ホテル辰巳屋 多田部会長
　　　　　  外18名

（1）第2回例会≪新年会≫について
（2）女性部会とのコラボ事業について

第３回広報研修委員会 １０/２６（水） 益蔵 多田部会長
　　　　　　外10名

（1）会員研修旅行について
（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
（4）設立30周年記念事業について
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第４回社会貢献委員会 １０/２６（水） 益蔵 多田部会長
　　　　　　外14名

（1）社会貢献事業報告について
（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
（4）設立30周年記念事業について

設立３０周年記念事業
実行委員会

１１/２（水） 法人会事務所 多田部会長
　　　　　　外11名

設立30周年記念事業-各委員会決定
事項・確認事項等について

第４回広報研修委員会 １２/７（水） 鶏や 清兵衛 紺野副部会長
　　　　　　外9名

（1）会員研修旅行について
（2）租税教室について

第３回役員会 １２/２０（火） 益蔵 多田部会長
　　　　　　外16名

《報告事項》
（1）第2回献血活動
（2）県青連協第24回会員研修会
     「会津大会」
（3）女性部会とのコラボ事業
（4）設立30周年記念式典
《承認・協議事項》
（1）租税教室について
（2）第2回例会-新年会-について
（3）会員研修旅行について
（4）新入部会員並びに退会部会員に
　　ついて
（5）会員増強について
（6）全法連アンケート調査システムの
　　登録について

Ｈ２９

２/２１（月）

チャリティ募金贈呈式 ３/２（木） 福島市
　大笹生養護学校

多田部会長
　　　　　　外8名

横断幕３枚、バスケットボール用ユニ
フォーム１５着、卓球マシン１台

次期役員会 ３/２３（木） ローレン＆リーフ 29年度
役員予定者29名

（1）各委員会メンバーの選定について
（2）各委員会事業計画（案）について

女性部会

第１回正副部会長会議 ５/２５（水） コラッセふくしま
　　交流サロン

古川部会長
　　　　　外5名

第１回役員会 ５/２７（金） コラッセふくしま
　　交流サロン

古川部会長
　　　　　外19名
（うち委任状6名）
相談役

（1）第11回全国女性フォーラム「福島
     大会」の報告
（2）第4回研修交流会提出議案審議
　1）平成27年度事業経過並びに収支
　　決算報告について
　2）平成28年度事業計画（案）並びに
　　収支予算(案)について
（3）第4回研修交流会役割分担に
　　ついて

平成２８年度研修交流会
研修交流会記念講演

６/７（火） ウエディングエルティ 51名
(内委任状17名)
来賓14名

（1）平成27年度事業経過並びに収支
　　決算報告の件
（2）平成28年度事業計画（案）並びに
　　収支予算（案）承認の件
記念講演：
「税のあれこれ（副署長のつぶやき）」
福島税務署筆頭副署長 小幡孝子 氏

第２回役員会 ６/３０（木） ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　外16名

今後の事業計画について
他　会員増強について

福島税務署表敬訪問 ８/２４（水） 福島税務署 手塚部会長
　　　　　外3名

青年部会員6名と共に訪問

（1）次年度役員体制等について
（2）次年度事業計画について

笑夢 次期三役予定者等
　　　　　　　11名

次期三役会
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第３回役員会 １１/１７（木） ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　外13名

《報告事項》
（1）移動租税教室について
（2）第4回コラボ事業について
《協議事項》
（1）今後の事業について
（2）租税教室について
（3）県外女性部会からの支援金の
　　使途について

Ｈ２９

１/１７（火）

三役会 ３/２２（水） コラッセふくしま 手塚部会長
　　　　　外6名

（1）平成29年度の組織について
他

タオル寄贈 ３/２２（水） 福島市社会福祉
協議会

手塚部会長
　　　　　外2名

タオル500枚寄贈

第４回役員会 ３/２８（火） ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　外15名

（1）役員改選期における次期役員
　　体制・組織について
（2）次年度事業計画について

１１．その他会議等

　　　①【一般社団法人福島県法人会連合会】

２７年度監査会 ５/１７（火） 法人会事務所 鍛冶監事

第１回総務委員会 ５/２３（月） 福島市
コラッセふくしま

齋藤総務委員長

２８年度第１回理事会 ６/１（水） 福島市
ホテル辰巳屋

吉川会長外3名

第１回税制委員会 ６/９（木） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川税制委員長

第３回通常総会 ６/２１（火） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外4名
受賞者　　　7名

第１回組織・厚生合同委員会 ９/２（金） 郡山市
郡山ビューホテル
　アネックス

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 ９/２８（水） 福島市
法人会事務所

土屋事務局長

第２回事務局長等連絡会議
第１回事務局研修会

１２/１９（月） 福島市
コラッセふくしま

土屋事務局長

Ｈ２９

１/２７（金）

新年賀詞交歓会 １/２７（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外2名

第１回正副会長会議 ２/９（木） 石川郡石川町
八幡屋

吉川会長外1名

第２回組織厚生合同委員会 ２/９（木） 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回税制委員会 ２/２１（月） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川税制委員長

第２回総務委員会 ２/２７（月） 福島市
法人会事務所

齋藤総務委員長

ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　外30名
来賓　14名

＜福島税務署長講話＞
　　「相続税に関するやさしいお話し」
　　　　　　　　　　講師　佐藤 正春　氏

第２回理事会

新年会

福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外3名
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第１回広報・研修合同委員会 ３/１０（金） 福島市
ウェディングエルティ

高橋広報委員長
石本研修委員長

第３回総務委員会 ３/１４（火） 福島市
コラッセふくしま

齋藤総務委員長

第２回正副会長会議 吉川会長外1名

第３回理事会 吉川会長外3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 ６/２７（月） 郡山市
ホテルプリシード郡山

多田部会長外3名

第２回役員会 ８/３０（火） 会津若松市
会津若松ワシントン
ホテル

多田部会長外4名

Ｈ２９

３/２（木）

　　　①－３ 【福島県法人会連合会女性部会連絡協議会】

第１1回全国女性ﾌｫｰﾗﾑ
福島大会

４/７（木） 郡山市
ビックパレットふくしま

女性部会員31名

全国女性ﾌｫｰﾗﾑ福島大会実
行委員会解散式 並びに
第１回役員会

５/１９（木） 郡山市
郡山ビューホテルア
ネックス

女性部会員3名

第２回役員会 ９/１５（木） 郡山市
郡山ビューホテルア
ネックス

手塚部会長外2名

Ｈ２９

２/８（水）

第９回「税の絵はがきコン
クール」審査会

２/８（水） 福島市
ホテル辰巳屋

手塚部会長外2名

　　　②【東北六県法人会連合会】

平成２８年度
　　定時理事会

６/１７（金） 仙台市
仙台国際ホテル

吉川会長

平成２８年度
　　事務局職員研修会

１０/６（木） 仙台市
仙台ガーデンパレス

土屋事務局長

平成２８年度
　　単位会長懇談会

１１/８（火） 仙台市
江陽グランドホテル

吉川会長

平成２８年度
　　運営協議会

１１/８（火） 仙台市
江陽グランドホテル

吉川会長外2名

　　　③【全国法人会総連合】
第１９回新任事務局長セミナー ８/２４（水） 東京

全法連会館
土屋事務局長

第３３回法人会全国大会
　　　　　　　　　(長崎大会)

１０/２０（木） 長崎県
長崎ブリックホール

吉川会長 外1名

Ｈ２９

２/１５（水）

全国第３３回事務局セミナー ３/１６（木） 東京
ハイアットリージェン
シー東京

土屋事務局長 （1）法人会との連携・協調について
（2）改選期における総会・理事会運営
　　等の留意点について
（3）改正個人情報保護法について

県連税制委員長として出席

３/２４（金） 福島市
ホテル辰巳屋

全法連税制委員会 東京
全法連会館

吉川会長 外1名

福島市
ホテル辰巳屋

第３回役員会

第３回役員会 郡山市
ホテルプリシード郡山

多田部会長外3名

手塚部会長外2名
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　　　④【その他、慶弔含む】

本　　会
福島地区税務関係団体協議会

    寄付贈呈式

コラッセふくしま管理組合
施設管理運営部会

４/２５（月） コラッセふくしま 土屋事務局長

コラッセふくしま管理組合
第１３回定期総会

　　５/２５
（水）

コラッセふくしま 丹治専務理事

福島市にサッカースタジアム
をつくる会通常総会

５/２４（火） ホテル辰巳屋 吉川会長

コラッセふくしま管理組合
　　消防防災訓練

６/９（木） コラッセふくしま 丹治専務理事
　　　　　　外1名

福島地区租税教育推進
協議会第３３回定期総会

６/２２（水） 福島税務署 手塚女性部会長

東北税理士会福島支部
　  ２８年度支部定期総会

６/２４（金） ザ・セレクトン福島 吉川会長

第３９回ふくしん会講演会
　「限りなき挑戦」

７/７（木） ウェディングエルティ 吉川会長 聴講
　講師：衣笠祥雄 氏（野球評論家）

優良申告法人部会定時総会 ７/２８（木） 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

８/２３（火） ザ・セレクトン福島 吉川会長外1名

消防防災訓練
　　実施計画説明会

９/２６（月） コラッセふくしま 土屋事務局長

酒井富也理事
　　御母堂告別式

９/２７（火） 萬休院 吉川会長

コラッセふくしま管理組合
　　消防防災訓練

１０/１３（木） コラッセふくしま 丹治専務理事
　　　　　　外1名

多田恵造理事
　  御母堂告別式

１１/２１（月） たまのやこころ斎苑
鎌田

吉川会長

Ｈ２９

３/１９（日）

コラッセふくしま管理組合
第１６回臨時総会

３/２３（木） コラッセふくしま 土屋事務局長

青年部会
斎藤伸子ＯＢ
　　御尊父告別式

４/１８（月） 円通寺
ワットホール

日下部会長

堀江光則部会員
　　御母堂告別式

４/２９（金） ほうりん福島
　平野斎場

日下部会長

福島市にサッカースタジアム
をつくる会通常総会

５/２４（火） ホテル辰巳屋 多田部会長

芳賀一夫部会員
　  御母堂告別式

１１/１（火） たまのやこころ斎苑
黒岩

多田部会長

多田恵造OB
　  御母堂告別式

１１/２１（月） たまのやこころ斎苑
鎌田

多田部会長

Ｈ２９

３/７（火）

女性部会

Ｈ２９

１/１５（日）

大橋暎子部会員
　　御主人告別式

　２/２０（月） たまのやこころ斎苑
福島西

手塚部会長

市・町内小学校新入生へ鉛筆贈呈４/２０（水） 伊達市役所、国見・
桑折・川俣町役場

吉川会長外1名

小野アヤ子部会員
　　御主人告別式

たまのやこころ斎苑
黒岩

手塚部会長

福島県青年部
　　団体連絡協議会
    特別講演会・名刺交換会

郡山ビューホテルア
ネックス

多田部会長
　　　　　　　外4名

石本朗副会長
　　御尊父告別式

たまのやこころ斎苑
黒岩

丹治専務理事
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