
【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

４/１９（水） 福島県青少年会館 AM：63社75名
(内非会員38名）
PM：70社80名
(内非会員44名）

講師：福島税務署
      審理専門官　畠澤　 賢 氏

５/１８（木） コラッセふくしま 58社66名
(内非会員36名）

講師：福島税務署
      審理専門官　畠澤　 賢 氏

９/１２（火） コラッセふくしま 61社66名
(内非会員30名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　楠美 裕子 氏

１２/１２（火） コラッセふくしま 42社50名
(内非会員16名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　楠美 裕子 氏

１/１６（火） コラッセふくしま 15社15名
(内非会員5名）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　楠美 裕子 氏

29年度改正税法説明会
　　　　福島税務署共催

１０/１６（月） 福島県青少年会館 288社330名
(内非会員148社)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　楠美 裕子 氏

１０/１８（水） 伊達市ふるさと会館 44社46名
(内非会員23名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　楠美 裕子 氏

新設法人説明会
　　　　福島税務署共催

５/１６（火） コラッセふくしま 15社17名
(全非会員）

講師：福島税務署
　　　審理専門官　畠澤　 賢 氏

１１/２０（火） コラッセふくしま 15社18名
(内非会員17名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　楠美 裕子 氏

支部・部会税務研修会
　　伊達市支部研修会
　 　 「税よもやま話」

４/２６（水） アネックスひろせ 27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」

４/２７（木） 仙台屋 13名 講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　    夏坂 真史 氏

　　保原支部研修会
 　 　「税よもやま話」

６/２８（水） 保原町産業振興会館 20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 ９/５（火） ウェディングエルティ 部会員42名
女性部会10名
OB7名

講師：青年部会副部会長
　　　　　        伊藤 淳一 氏

　　女性部会税務研修会
　　　「爽族と争続Ⅲ」

９/２５（月） ホテル辰巳屋 部会員27名 講師：㈱ビジネスサポート
　　　代表取締役　鈴木 武雄 氏

子供を対象とした税イベント
（青年・女性部会コラボ事業）
　　第1回打合せ

６/２６（月） 法人会事務所 青年部会3名
女性部会3名

29年度青年・女性部会コラボ事業（子
どもを対象とした税イベント）について

　　第2回打合せ ９/４（月） 法人会事務所 青年部会3名
女性部会3名

29年度青年・女性部会コラボ事業（子
どもを対象とした税イベント）について

　　第3回打合せ １０/１７（火） 法人会事務所 青年部会4名
女性部会4名

29年度青年・女性部会コラボ事業（子
どもを対象とした税イベント）について

　　「税金Ｇｏ！」 １１/３（祝金） こむこむ館 参加者486名 青年部会員18名,ＯＢ1名
女性部会員14名,高校生4名
税務署職員5名,事務局職員3名

女性部会
　　移動租税教室打合せ

１０/１０（火） 法人会事務所 部会員9名 (1)移動租税教室について
(2)会員研修会について
(3)青年部会・女性部会コラボ事業
　 について

租税教室講師育成研修会
　　福島税務署主催

１０/３０（月） 福島税務署会議室 青年部会7名
女性部会7名
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女性部会租税教室研修会 １１/１３（月） アオウゼ 女性部会員13名 講師：鎌田相談役・原田事業委員長

１２/１（金） コラッセふくしま 女性部会員18名 講師：鎌田相談役・原田事業委員長

青年部会担当
　租税教室

６/２９（木） 福島市立
大鳥中学校

3年生  54名
部会員  4名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤光太郎

７/１１（火） 福島市立
蓬莱中学校

3年生 124名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

７/１２（水） 福島市立
松陵中学校

3年生 137名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　斎藤正幸

９/２６（火） 福島市立
福島第一中学校

3年生 198名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１１/１（水） 伊達市立
梁川中学校

3年生 152名
部会員  3名

青年部会 税制委員会担当
　清水建志

１１/２１（火）
＜2コマ＞

福島市立
佐原小学校

5-6年生10名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１１/２５（土） 福島市立
立子山中学校

1-3年生13名
部会員  3名

青年部会 三役担当
　紺野 学

１２/８（金） 伊達市立
柱沢小学校

6年生  11名
部会員  2名

青年部会 広報研修委員会担当
　宮口 剛

１２/１４（木）
＜2コマ＞

福島市立
杉妻小学校

6年生 124名
部会員  3名

青年部会 交流親睦委員会担当
　栗村真之、佐藤和之

１２/１８（月）
＜2コマ＞

福島市立
三河台小学校

6年生  74名
部会員  3名

青年部会 社会貢献委員会担当
　三津間謙一、竹内潤一

１/１１（木） 川俣町立
山木屋小学校

6年生   5名
部会員  2名

青年部会 交流親睦委員会担当
　斎藤良治

１/１２（金） 伊達市立
梁川小学校

6年生  76名
部会員  3名
外　　　1名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤大作

１/１６（火） 福島市立
中野小学校

5-6年生 7名
部会員  1名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１/１６（火） 伊達市立
石田小学校

5-6年生 3名
部会員  1名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１/１７（水）
＜3コマ＞

福島市立
渡利小学校

6年生  80名
部会員  4名

青年部会 社会貢献委員会担当
　阿部洋子、渡邉新、小針理人

１/１７（水） 福島市立
福島第二小学校

6年生  45名
部会員  3名

青年部会 社会貢献委員会担当
　松浦裕哉

１/１８（木） 福島市立
清明小学校

6年生  24名
部会員  2名

青年部会 交流親睦委員会担当
　酒井良晃

１/１８（木） 福島市立
余目小学校

6年生  22名
部会員  2名

青年部会 交流親睦委員会担当
　齋藤嘉弘

１/１９（金） 福島市立
金谷川小学校

6年生  19名
部会員  2名

青年部会 広報研修委員会担当
　遠藤利通

１/１９（金） 福島市立
清水小学校

6年生  90名
部会員  4名

青年部会 社会貢献委員会担当
　木村健一

１/２２（月） 福島市立
月輪小学校

6年生  23名
部会員  1名

青年部会 交流親睦委員会担当
　丹治龍太

１/２２（月） 伊達市立
上保原小学校

6年生  35名
部会員  1名
ＯＢ　　1名

青年部会 社会貢献委員会担当
　阿部秀則

１/２３（火）
＜4コマ＞

福島市立
森合小学校

6年生 117名
部会員  7名

青年部会 広報研修委員会担当
　大和田真生、加藤浩
　佐藤勝也、庄田和馬

１/２３（火） 福島市立
福島第一小学校

6年生  25名
部会員  1名

青年部会 社会貢献委員会担当
　齋藤正臣

１/２４（水） 福島市立
土湯小学校

5-6年生 6名
部会員  1名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一
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１/２５（木） 桑折町立
醸芳小学校

6年生  41名
部会員  1名

青年部会 広報研修委員会担当
　古山吉浩

１/２５（木） 福島市立
庭塚小学校

6年生  11名
部会員  1名

青年部会 広報研修委員会担当
　佐藤光太郎

１/２６（金） 福島市立
野田小学校

6年生 122名
部会員  3名

青年部会 社会貢献委員会担当
　大場秀樹、藤井拓哉

１/２６（金） 福島市立
飯坂小学校

6年生   5名
部会員  2名

青年部会 税制委員会担当
　伊藤淳一

１/２７（土） 福島市立
福島第四小学校

6年生  18名
部会員  3名

青年部会 広報研修委員会担当
　片寄悦朗

１/２９（月）
＜3コマ＞

福島市立
松川小学校

6年生  79名
部会員  4名

青年部会 税制委員会担当
　齋藤正幸、丹治智幸

女性部会担当
　移動租税教室

１０/２４（火） 福島県庁、福島地
方裁判所、陸上自
衛隊福島駐屯地

矢野目小6年生
　教諭　計62名

女性部会13名
青年部会2名
　バス添乗引率・見学

　租税教室 １２/７（木） 川俣町立
飯坂小学校

6年生  13名
部会員  3名

女性部会 事業委員会担当
　池田志津子、大内千春
　太斎とし子

１２/１２（火）
＜2コマ＞

福島市立
福島第三小学校

6年生  67名
部会員  4名

女性部会 広報委員会担当
　佐藤ミヨ子、鈴木洋子
　村山雅枝、横山りつ子

１２/１４（木） 福島市立
大笹生小学校

6年生   6名
部会員  3名

女性部会 事業委員会担当
　大内礼子、鈴木惠美子
　原田純子

１２/１９（火） 伊達市立
堰本小学校

6年生  15名
部会員  4名

女性部会 広報委員会担当
　佐藤ミヨ子、三品一恵
　三品芳子、横山りつ子

１/１２（金）
＜3コマ＞

福島市立
瀬上小学校

6年生  80名
部会員  4名

女性部会 事業委員会担当
　追分富子、塩崎京子
　丹治洋子、二瓶七穂

１/１５（月） 福島市立
水俣小学校

6年生   9名
部会員  2名

女性部会 事業委員会担当
　原田純子、伊藤　睦

１/１５（月） 福島市立
鳥川小学校

6年生  48名
部会員  2名

女性部会 広報委員会担当
　齋藤恵美子、齋藤ミヨ

１/１８（木） こじか保育園 年長児 16名
部会員  5名

女性部会 広報委員会担当
　齋藤ミヨ、鈴木洋子、手塚佳子
　原田純子、村山雅枝

１/２４（水） 福島市立
荒井小学校

6年生  40名
部会員  4名

女性部会 広報委員会担当
　齋藤恵美子、齋藤節子
　佐藤圭子、箭内和子

２/１３（火） 南福島保育園 年長児  8名
年中児 15名
部会員  5名

女性部会 事業委員会担当
　大内千春、鎌田宮人莉
　齋藤恵美子、原田純子

２．納税意識の高揚を目的とする事業

広報紙
「法人ニュースふくしま」

５/１（月） ５月号発行
４０００部

７/３（月） ７月号発行
４０００部

９/１（金） ９月号発行
４０００部

１１/１（水） １１月号発行
４０００部

１/４（木） １月号発行
４０００部

３/１（木） ３月号発行
４０００部
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税金クイズ
　　保原支部税金クイズ
　　（ほばらｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

８/１１（祝金） 旧役場跡地
駐車場

クイズ参加者
　　　　 約520名

スタッフ　8名参加

　　伊達市支部税金クイズ
　　（伊達のふる里夏まつり）

８/１２（土） 伊達のふる里夏まつ
り会場内特設ﾌﾞｰｽ

クイズ参加者
　　　　 約480名

スタッフ　8名参加

　　国見支部税金クイズ
　　（国見町 義経まつり）

９/２３（祝土） 藤田商店街
　特設会場

クイズ参加者
　　　　 約500名

スタッフ　8名参加

　　桑折支部税金クイズ①
　　（桑折宿軽トラ市）

９/２４（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
　　　　 約140名

スタッフ　8名参加

　　2017’税金クイズ
　　（市場まつり）

１０/２２（日） 福島市公設地方
卸売市場

クイズ参加者
　　　　約1450名

スタッフ　21名参加

　　川俣支部税金クイズ
　　（かわまた絹市）

１０/２９（日） 川俣町中央公民館 クイズ参加者
　　　　　 200名

スタッフ　5名参加

　　桑折支部税金クイズ②
　　（桑折宿軽トラ市）

１１/２６（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
　　　　 約125名

スタッフ　7名参加

広報委員会
　　第１回

８/４（金） コラッセふくしま
交流サロン

高橋委員長外6名
来賓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3・5・7月号の
　　反省について
（3）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

　　第２回 ２/１６（金） コラッセふくしま
交流サロン

高橋委員長外5名
来賓1名

（1）ふくしま法人ニュース9・11・1月号
     の反省について
（2）ふくしま法人ニュース3・5月号の
　 　編集方針(案)について
（3）ふくしま法人ニュース平成30年度
　　 の編集方針(案)について

研修・社会貢献活動
合同委員会
　　第１回

９/２２（金） 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28名

（1）副委員長の選任について
（2）婚活事業等について
（3）研修事業等について
（4）新春講演会等講師選定について
（5）「税金クイズIN市場祭り」について

　　第２回 １２/４（月） ラヴィバレ一番丁 石本研修委員長
齋藤社活委員長
　　　　　　外22名

（1）研修事業について
（2）税金クイズの実施報告について
（3）婚活事業について

平成２９年度納税表彰式 １１/１３（月） ホテル福島グリーン
パレス

吉川会長

税に関する絵はがきコンクー
ル審査会

２/７（水） 法人会事務所 手塚女性部会長
　　　　　　外5名

福島税務署：小野寺署長、加藤副署長
　　　　　　　　白鳥法人第一部門統括官
応募数　26校　857枚
優秀作品21作品選定

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３０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　　　　３４名

　　一般会員版アンケート　　　　　　送信会員数　約１，１７６社　　　回答会員数　１７６社

各全国大会・全国セミナー
　第12回全国女性フォーラム
　　　　　　　「鹿児島大会」

４/７（金） 鹿児島市
城山観光ホテル

手塚部会長
　　　　　　外4名

講演：「明日の社会と税金を語る
　　　　　～霞が関からﾜｼﾝﾄﾝまで～ 」
講師：㈱国際協力銀行
　　　　　代表取締役専務取締役
　　　　　　　　　　　林  信光 氏

　第34回法人会全国大会
　　　　　　　　「福井大会」

１０/５（木） 福井市
福井県産業会館

吉川会長 税制改正提言報告　外

　第31回全国青年の集い
　　　　　　　　「高知大会」

１１/１０（金） 高知市
高知県民文化ﾎｰﾙ

紺野部会長
　　　　　　外8名

租税教育活動事例発表　他

　30年全国税制セミナー ２/１４（水） 東京
ハイアットリージェン
シー東京

吉川会長
（税制委員長）

（1）平成30年度税制改正について
（2）今後の税制改革の方向性につ
　　 いて

4



平成29年度税制改正要望
　木幡福島市長
　半沢福島市議会議長

福島市
福島市役所

吉川会長
土屋事務局長
澁谷職員

税制改正要望書提出

　金子恵美衆議院議員 福島市
金子恵美事務所

　須田伊達市長、
　安藤伊達市議会議長

２/１９（月） 伊達市
伊達市役所

吉川会長
丹野副会長
土屋事務局長
澁谷職員

税制委員会 ６/２（金） コラッセふくしま 吉川税制委員長
　　　　　　外6名

（1）副委員長の選任について
（2）平成30年度税制改正要望事項
     について
（3）税制アンケートについて

４．地域企業の健全な発展に資する事業

第5回通常総会記念講演会
　「アジアの風を読む
　～日本を取り巻く世界情勢～」

５/２６（金） サンパレス福島 227名
（内非会員26名）

講師：ジャーナリスト
　　  　　　　　  辺　 真一 氏

セミナー
　 育児介護休業法・均等法
　 改正＆労働トラブル
　 未然に防ぐポイント

４/２１（金） コラッセふくしま 22名 講師：社会保険労務士法人
　　　　　　ソリューション
　　　   特定社員  小野　純 氏

　 総務担当者の仕事の上手
　 な取り組み方

６/２７（火） コラッセふくしま 11名 講師：兼子・山下経営労務事務所
　　　      代表  山下 順子 氏

　 集客も顧客も上手くいく！
 　質問話法

７/１９（水） コラッセふくしま 13名
（内非会員1名）

講師：㈱ｲﾝﾅｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
　　　  代表取締役  郡司 守 氏

　 スマホビジネス活用
　 集客・販促のための3つの
　 コツ

８/９（水） コラッセふくしま 23名
（内非会員2名）

講師：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ永友事務所
　　　　　　代表　永友 一朗 氏

　 補助金・助成金有効活用
　 講座

９/２７（水） コラッセふくしま 18名 講師：㈱ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ
　　　代表取締役　石川 朝子 氏

　 営業力を鍛え・職場も変え
　 る！コミュニケーションの
　 底力

１０/４（水） コラッセふくしま 13名
（内非会員2名）

講師：Blooming place
　　　      代表  松田 美紀 氏

　 クレーム　起こさない接客
　 術と起きてしまった時の
　 対処法

１１/２９（水） コラッセふくしま 19名 講師：㈱ｱｲﾋﾞｰ・ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ
　　代表取締役　大村 美樹子 氏

　 税務調査の動向と節税対
　 策セミナー

１２/１３（水） コラッセふくしま 40名 講師：OAG税理士法人 埼玉所長
　全国相続協会埼玉中央相談室
　税理士 行政書士　星　 叡　氏

　 報・連・相　スキルアップ
　 セミナー

１/３０（火） コラッセふくしま 41名 講師：㈱ヒューマンテック
　　　代表取締役　濱田 秀彦 氏

　 上手な資金繰りと資金繰
　  り表の作り方

２/２３（金） コラッセふくしま 25名 講師：㈱経営科学研究所
　　代表取締役　初鹿野 浩明 氏

   期間雇用者の労務管理 ３/９（金） コラッセふくしま 16名 講師：㈱人事ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽﾜﾝ
　　　代表取締役　松本 健吾 氏

日商3級取得のための簿記講座
  （延べ1４日間：最終日11/6）

８/７（月） 保原町産業振興会館 26名 講師：税理士　吉田 寛司 氏

福島県法人会連合会
　女連協第17回会員研修会
　　　　　「会津若松大会」

１０/１９（木） 会津若松市
ルネッサンス中の島

参加者
女性部会員23名

〈第1部〉記念講演
　演題：「料理と暮らし」
〈第2部〉記念式典
〈第3部〉懇親会

福島県法人会連合会
　青連協第25回会員研修会
　　　　　「いわき大会」

１０/２７（金） いわき市
いわきワシントンホ
テル椿山荘

参加者
青年部会員12名

〈第1部〉会員研修会
　テーマ：「プレゼン向上のための
　　　　　　  　 コミュニケーション術
　　　　　　　～地域活性化のために～」
〈第2部〉記念式典
〈第3部〉懇親会

１/９（火）
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研修・社会貢献活動
合同委員会
　　第1回

９/２２（金） 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28名

（1）副委員長の選任について
（2）婚活事業等について
（3）研修事業等について
（4）新春講演会等講師選定について
（5）「税金クイズIN市場祭り」について

　　第2回 １２/４（月） ラヴィバレ一番丁 石本研修委員長
齋藤社活委員長
　　　　　外22名

（1）研修事業について
（2）税金クイズの実施報告について
（3）婚活事業について

研修検討会議 １/２３（火） 法人会事務所 研修委員5名 平成30年度のセミナーについて

研修委員会 ３/１５（木） コラッセふくしま 石本委員長
　　　　　外12名

平成30年度のセミナー等について

５．地域社会への貢献を目的とする事業

婚活事業
　（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
　　《寿司三昧》

６/１７（土） コラッセふくしま
交流サロン

福地婚活部会長
　　　　　　外4名

男性12名、女性11名参加
　　　　カップル2組成立

　　《イタリアン＆スウィーツ》 ８/１９（土） サンパレス福島
「ラクリュ」

多田婚活副部会長
　　　　　　外4名

男性10名、女性8名参加
　　　　カップル1組成立

　　《スタイリッシュ
　　　　　オータムパーティ》

１０/２１（土） ホテル辰巳屋 婚活部会2名
青年部会
　　  担当者1名

男性10名、女性8名参加
　　　　カップル3組成立

　　《スカイバー・ロム》 １２/１６（土） ザ・セレクトン福島 福地婚活部会長
　　　　　　外2名

男性12名、女性12名参加
　　　　カップル4組成立

　　《世界三大珍味》 ２/１７（土） ウェディングエルティ 福地婚活部会長
　　　　　　外5名

男性16名、女性16名参加
　　　　カップル5組成立

　（De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
　　　　　　　　　～番外編～）
　　《ライブ＆パーティー》
　　※福島市と共催
　　（福島市出会いの場創出事業）

１１/２６（日） ウェディングエルティ 福地婚活部会長
　　　　　　外5名
青年部会
　　  担当者2名

男性32名、女性28名参加
　　　　カップル10組成立

○福島ボンガーズ ライブ
○パーティー

婚活事業打合せ ６/８（木） キイチゴ 福地婚活部会長
　　　　　　外6名

6/17開催婚活事業について
ｷｲﾁｺﾞｽﾀｯﾌ1名と打合せ

８/７（月） サンパレス福島 多田婚活副部会長
　　　　　　外3名

婚活事業Ｖｏ．2打合せ

９/５（火） 法人会事務所 福地婚活部会長
　　　　　　外2名

福島市「出会いの場創出事業」に
ついて
福島市定住交流課2名と打合せ

１０/４（水） 法人会事務所 福地婚活部会長
　　　　　　外4名

福島市「出会いの場創出事業」に
ついて、ふくしまボンガーズ、福島市
定住交流課2名との打合せ

１０/１３（金） ホテル辰巳屋 婚活部会3名 当日会場の「ブローニュ」にて会場レイ
アウト並びに進行、料理等について

１０/１７（火） ハングルースダイナー 福地婚活部会長
　　　　　　外4名

11/26福島市主催婚活事業について

１１/１６（木） ウェディングエルティ 福地婚活部会長
　　　　　　外6名

11/26福島市主催婚活事業について

３/５（月） 法人会事務所 齋藤社活委員長
福地婚活部会長
　　　　　　外6名

（1）平成29年度婚活事業報告
（2）平成30年度婚活事業について

インタ-ネットセミナー利用状況

セミナーDVDレンタルサービス利用状況

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 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

ﾚﾝﾀﾙ枚数 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

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 1,519 1,508 816 975 1,328 1,246 1,433 1,473 1,849 1,500 1,504 1,855 17,006

一般ﾛｸﾞｲﾝ数 18 16 9 11 19 2 6 13 11 18 17 20 160

会員ﾛｸﾞｲﾝ数 142 135 108 97 123 133 131 128 148 160 125 161 1,591
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研修・社会貢献活動
合同委員会
　　第1回

９/２２（金） 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28名

（1）副委員長の選任について
（2）婚活事業等について
（3）研修事業等について
（4）新春講演会等講師選定について
（5）「税金クイズIN市場祭り」について

　　第2回 １２/４（月） ラヴィバレ一番丁 齋藤社活委員長
石本研修委員長
　　　　　　外22名

（1）研修事業について
（2）税金クイズの実施報告について
（3）婚活事業について

献血活動（青年部会主坦） ６/２５（日） ＭＡＸふくしま 紺野部会長
　　　　　　外17名

献血受付数　69名
献血者数　   59名
　 募金額  10，869円

１０/１（日） 陸上自衛隊
　福島駐屯地

紺野部会長
　　　　　　外12名

献血受付数  67名
献血者数 　  61名
　 募金額　17，030円

大笹生支援学校
　　夏祭り

７/２９（土） 大笹生支援学校 紺野部会長
　　　　　　外11名

　　卒業記念品贈呈式 ９/２２（金） 大笹生支援学校 紺野部会長
　　　　　　外4名
卒業生4名

　　チャリティ募金贈呈式 ２/２６（月） 大笹生支援学校 紺野部会長
　　　　　　外7名

チャリティ募金総額　　336,596円

贈呈式
　浄財寄贈

９/２９（金） 南福島保育園 手塚部会長
　　　　　　外3名

　タオル寄贈 ３/１６（金） 福島市社会福祉協
議会

手塚部会長
　　　　　　外2名

タオル600枚寄贈
　＊累計3440枚

新春公開講演会
　「最強経営者の思考法」

２/７（水） ウェディングエルティ 137名
（内非会員10名）

講師：多摩大学客員教授
　　　前ソフトバンク社長室長
　　  　　　　　  　嶋　 聡 氏

６．会員の交流に資するための事業

本会「交流会」等
　　通常総会会員交流会

５/２６（金） サンパレス福島 会員等130名 懇親会

　　新春賀詞交歓会 ２/７（水） ウェディングエルティ 会員102名
来賓5名

懇親会

　　新入会員の集い ２/２７（火） ザ・セレクトン福島 新入会員
　　　19社20名
吉川会長、紺野組
織委員長、紹介者
等20名、来賓3名

（1）法人会の概要・事業説明
（2）新入会員自社ＰＲ
懇親会

支部・部会「交流会」等
　　伊達市支部研修交流会

４/２６（水） アネックスひろせ 支部会員等27名 懇親会

　　桑折支部研修交流会 ４/２７（木） 仙台屋 支部会員等13名 懇親会

　　川俣支部研修交流会 ４/２８（金） 新川 支部会員等23名 佐藤金正川俣町長講話
懇親会

　　青年部会研修交流会 ５/１２（金） ザ・セレクトン福島 部会員61名
外OB 20名
来賓等13名

卒業式・懇親会

　　女性部会研修交流会 ５/１６（火） ウェディングエルティ 部会員33名
来賓9名

講演：「ある女性の挑戦」
　　　　福島税務署　加藤史禎副署長
懇親会

　　国見支部研修交流会 ６/１６（金） 道の駅国見あつか
しの郷

支部会員等37名 大和田新氏講演会
懇親会

　　保原支部研修交流会 ６/２８（水） 大番 保原店 支部会員等20名 懇親会

　　国見支部「会員の集い」 ２/２１（水） らいふぴあ 支部会員等38名 《講演会》
　『人口減少社会における
　　　　　　　　地域経済と地域づくり』
　　講師：㈱陽と人　代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　小林　味愛　氏
《懇親会》
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青年部会
　　チャリティゴルフコンペ
　　表彰式

７/１（土） パーシモンＣ・Ｃ
ローレン＆リーフ

部会員23名
外OB 12名
   女性部会3名

チャリティゴルフコンペ
懇親会

　　大笹生支援学校夏祭り ７/２９（土） 大笹生支援学校 部会員7名 夏祭り縁日等の手伝い
税務署2名　　外2名

　　第1回献血活動慰労会 ８/２（水） 六國屋 部会員16名 懇親会

　　会員親睦事業
　　　（バーベキュー）

９/２（土） パセナカミッセ 部会員31名
外ＯＢ12名
   家族25名

懇親会

　　第1回例会（税務研修会） ９/５（火） ウェディングエルティ 部会員45名
外OB 13名
   女性部会10名

税務研修会
委員会報告等
懇親会

　　卒業記念品贈呈式 ９/２２（金） 大笹生支援学校 部会員4名
卒業生(OB)4名
外1名

大笹生支援学校生徒作成による
卒業記念品の贈呈式

　　チャリティゴルフコンペ
　　表彰式

９/２３（土） パーシモンＣ・Ｃ
益蔵

部会員14名
外OB12名

チャリティゴルフコンペ
懇親会

　　第2回献血活動慰労会 １０/２４（火） ひたち 部会員8名
外OB1名

懇親会

　　ボウリング大会 １/２２（月） ラウンドワン福島 部会員14名
外OB12名

ボウリング

　　第2回例会（新年会） １/２２（月） ホテル辰巳屋 部会員42名
外OB17名

委員会報告等
懇親会

　　会員親睦旅行 ２/２３（金）
～２４（土）

東京・横浜方面 部会員12名
外OB4名

赤坂迎賓館、横須賀軍港、
そなエリア東京、神田明神

　　42年度誕生部会員
　　卒業記念ゴルフコンペ

３/１０（土） 小名浜オーシャンホ
テル＆ゴルフクラブ

部会員16名
外OB9名

ゴルフコンペ

　　各委員会分散会
　　新入部会員歓迎会

３/２２（木） ローレン＆リ－フ 部会員49名 各委員会反省・新入部会員顔合わせ
懇親会

女性部会
　　例会　～伊達な旅～

６/１４（水） 川俣・保原・国見
・飯坂

部会員26名 「道の駅 川俣」、「シルクピア」、
「ぜいたく納豆」のカミノ製作所、
「道の駅国見あつかしの郷」、
「ギャラリー梟」

　　例会　～納涼会～ ７/２０（木） 益蔵 部会員25名
来賓8名

懇親会

　　例会  ～観劇会～ ８/２３（水） 歌舞伎座 部会員22名 八月納涼歌舞伎

　　例会　～税務研修会～ ９/２５（月） ホテル辰巳屋 部会員27名 税務研修会
懇親会

　　例会　～忘年会～ １２/５（火） ウェディングエルティ 部会員31名 アトラクション：
　福島ベンチャーズ ライブ
懇親会

　　例会　～新年会～ １/１５（月） ホテル辰巳屋 部会員30名
来賓12名

講演：「今 思う事」
　　　㈱サンベンディング福島
　　　代表取締役 千葉 政行 氏
懇親会

　　例会　～会員スピーチ～ ２/２２（木） コラッセふくしま 部会員21名 講演：「脳幹梗塞」
　　　　呉竹春美部会員

　　例会　～健康体操～ ３/１６（金） ホテル辰巳屋 部会員28名 講師：佐藤圭子部会員

青年・女性部会合同
　　コラボ事業慰労会

　　１１/３
　　　（祝金）

益蔵 青年部会10名
女性部会11名

懇親会

　　合同忘年会 １２/１１（月） 益蔵 女性部会9名
青年部会44名
外OB20名

懇親会

視察研修旅行
（優良申告法人部会主催）

１１/２（木） 群馬県 18名 ガトーフェスタ ハラダの本社工場見学
わたらせ渓谷鐵道
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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 ８/２８（月） ホテル辰巳屋 紺野組織委員長
千葉厚生委員長
　　　　　外48名

《組織委員会》
（1）副委員長の選任について
（2）平成29年度の基本方針について
（3）平成29年6月末現在の組織の
　　現況について
（4）今後の組織拡大について
《厚生委員会》
（1）副委員長の選任について
（2）全法連・県連厚生事業推進の
　　状況について
（3）今平成29年度法人会各福利厚生
　　制度の推進状況・今後の推進策
　　について
（4）全法連新施策『ふやそう２万社
　　ＧＯＧＯキャンペーン』について

◎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29年4月1日～平成30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30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30年3月31日現在）

県　連 １４，３６８ ３，０４０ ２１．１

項 目 30年3月末現在会員数(社) 加入法人数（社） 加入率（％）

福　島 ２，７８２ ６６９ ２４．０

県　連 ４７１ ４３７ ３１２ ７１．３

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 ６７ ６５ ４８ ７３．８

県　連 １９０ １３７ ７２．１

　　　　項目

単位会名

新規加入法人数

目標（社） 実績（社） 進捗率（％）

福　島 ２０ ２２ １１１．０

〃 シルバーコース １社 １名

健 診 内 容 コース 受診企業数 受診人数

ＰＥＴがん検診 ゴールドコース ４社 ４名

福　島 ２１ １６ ７６．１

県　連 １１１ ６４ ５７．６

項 目 目標（社） 実績（社） 達成率（％）

福　島 ２，７８２ ４１７ １５．０

県　連 １４，３６８ ２，０４０ １４．２

　　　　項目

単位会名

会員数（社）
（30.3.31）

加入会員数（社）
（30.3.31）

加入率（％）
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（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30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30年3月末現在加入状況（昭和58年よりの累計）　　・平成29年4月～平成30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３０年３月末日現在）

　　　（１）会員数　　　　　２，７８２社

　　　（２）支部別会員数

　　　（３）役員数

　　　　 理事 ６４名　うち 会長１名・副会長１１名

　　　　 監事　 ３名

平成29年4月1日 平成30年3月31日

福 島 支 部 ５，６９９社 ２，１０９社 ２，１２８社 １９社

伊達市支部 ５５１社 ２４１社 ２３９社 △ ２社

桑 折 支 部 １８６社 ８０社 ８１社 １社

国 見 支 部 １４６社 ７９社 ８１社 ２社

保 原 支 部 ３４５社 １４２社 １３８社 △ ４社

川 俣 支 部 ２５３社 １１２社 １０９社 △ ３社

管 外 ４社 ６社 ２社

合 計 ７，１８０社 ２，７６７社 ２，７８２社 １５社

支部名 稼働法人数
会　員　数

増減（  △）

保 障 額 ５２４億８，３００万円

加 入 率 ２４．０％ 達 成 率 ７６．１％

加 入 件 数 １，９７２件

会 員 企 業 数 ２，７８２社 新規企業加入目標 ２１社

加 入 企 業 数 ６６９社 実 績 １６社

保 障 額 ２，７００万円

会 員 企 業 数 ２，７８２社

加 入 件 数 ５件

加 入 件 数 ３４件 採 用 口 数 ９口

加 入 口 数 ９２口

加 入 企 業 数 ２６社 採 用 件 数 ６件

契 約 企 業 数 １３４社

加 入 件 数 １９４件

給 付 実 績 １０億５，９５１万円

新規加入企業数 ２３社

加 入 件 数 １，６１７件 新 規 加 入 件 数 １１５件

加 入 企 業 数 ４１７社

加 入 企 業 数 １４社

加 入 件 数 １７件

加 入 企 業 数 １６８社

加 入 件 数 ４９８件

給 付 実 績 ５，１７８万円
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　　　（４）委員会

　　　（５）部会

　　　＜青年部会＞　部会長：紺野　　学　　役員数：32名　部会員数：122名

　　　＜女性部会＞　部会長：手塚　佳子　　役員数：23名　部会員数： 60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　紺野　正雄 　 厚生委員　千葉　政行

                      税制委員　吉川　　昭 　 研修委員　石本　　朗

　　　（７）事務局

　　　　　事務局長：土屋　光史      職　　員：丹野千佳子、石川　真実

９．表彰・受賞関係

　　　（１）表彰【平成２９年５月２６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）

　　　　　　　日下部　勉（㈱日下部工業所）、春日　賢（㈱フクシマフロンティアヒグチ）、富田　建一郎（㈱福島工作所）

　　　　　　　齋藤　節子（日成電設㈱）、髙橋　一朗（㈱高橋設備工業所）、丹治　洋子（㈱丹治伊蔵商店）

　　　　　　　浅尾　浩一（㈲浅尾設備）、齋藤　和也（㈲わくや）、鍛冶　輝雄（税理士法人鍛冶共同会計）

　　　　　　　丹治　幹雄（福島法人会専務理事）

　　　≪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）

　　　　　　　菅野　仁（㈱Office KANNO）

　　　≪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】　金賞：鈴木　武雄（㈱ビジネスサポート）

　　　　　　　　　　　  銀賞：丹野　善一（福島紅葉漬㈱）

　　　　　　　　　　　  銅賞：吉川　昭（福島ネオ工業㈱）

　　　(２)受賞

　　　≪納税功労表彰≫

　　　　　　【財務大臣表彰】　平成２９年１０月２５日(水)：三田共用会議所

　　    吉川　昭会長

　　　　　　【福島税務署長表彰】　平成２９年１１月１３日(月)：ホテル福島グリーンパレス

　　    渡辺　英人副会長、樋口　郁雄監事、塩﨑　京子理事

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

　　　【大同生命・ＡＩＵ職員の部】　銅賞：阿部　洋子（　　〃　　）、高野　恭子（　　〃　　）、菅野　惠美子（　　〃　　）

委員会名 委員長 副委員長 委員数

総務委員会 齋　藤　高　紀 三浦康伸、村山広一 11名

組織委員会 紺　野　正　雄 最上　諭、樋口郁雄 33名

税制委員会 吉　川　　　昭 高橋宏和、岸　秀年 18名

広報委員会 高　橋　道　信 岩見政弘、日下直哉 12名

厚生委員会 千　葉　政　行 丹野善一、石河徳雄、引地正樹 21名

研修委員会 石　本　　　朗 桃井三夫、蒲倉久夫 17名

社会貢献活動委員会 齋　藤　義　博 福地雅人、多田恵造 32名
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　　　《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２９年６月２３日】≫

　　　　　　【単位会役員表彰】全法連表彰規程第２条第４項第１号

　　　　　　齋藤　和也理事

　　　≪東北六県法人会連合会長表彰【平成２９年１１月１４日】≫

　　　　　　【単位会役員表彰】

　　　　　　鈴木　武雄理事、千葉　政行理事

　　　　　　【会員増強表彰】

　　　　　　樋口　郁雄副会長、紺野　正雄理事

　　　≪一般社団法人福島県法人会連合会長表彰【平成２９年６月２３日】≫

　　　　　　【県連役員功労】表彰規程第２条

　　　　　　鍛冶　輝雄監事、樋口　郁雄副会長（県連組織委員として）

　　　　　　【単位会役員功労】表彰規程第３条

　　　　　　樋口　郁雄副会長、福地　雅人理事、桃井　三夫理事　

　　　　　　【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）

　　　　　　【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】　金賞：鈴木　武雄（㈱ビジネスサポート）、銀賞：丹野　善一（福島紅葉漬㈱）

　　　　　　　　　　　　　　　銅賞：吉川　昭（福島ネオ工業㈱）

　　　　　　【受託会社職員の部（大同生命）】　金賞：村島　誠、銀賞：村上　由貴、高野　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　銅賞：阿部　洋子、渡邉　利行、菅野　惠美子

８．諸会議

本　　会

第５回通常総会 ５/２６（金） サンパレス福島 来賓11名
会員1234名
（内委出席
　　　　　1075社）

報告事項
　1．平成28年度事業報告の件
　2．平成29年度事業計画報告の件
　3．平成29年度収支予算報告の件
決議事項
第1号議案　平成28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

本会「理事会」等
　　28年度監査会

４/２１（金） 法人会事務所 鍛冶、佐藤監事 28年度職務執行、財産状況の監査

　　第1回正副会長会議 ４/２５（火） コラッセふくしま
交流サロン

吉川会長
副会長7名
丹治専務理事

役員改選に伴う候補者選定について

　　第2回正副会長会議 ３/２０（火） コラッセふくしま
交流サロン

吉川会長
副会長7名

福島法人会の運営等について

　　第1回理事会 ５/１１（木） ウェディングエルティ 吉川会長 外47名
監事1名

（1）第5回通常総会提出議案の審議
　①平成28年度事業経過報告の件
　②平成28年度収支決算承認の件
　③任期満了に伴う役員候補者に
　　ついて
（2）総会表彰該当者の承認について

　　第2回理事会 ５/２６（金） サンパレス福島 吉川会長 外40名
監事2名

（1）会長（代表理事）選定の件
（2）副会長（業務執行理事）選任の件
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　　第3回理事会 １１/１６（木） ザ・セレクトン福島 吉川会長 外31名
監事1名

報告事項
（1)代表理事等の職務執行状況報告
（2)平成29年度予算執行状況につい
　　て
協議事項
（1)委員会規則の改定について
その他の事項
（1)会員増強について
（2)今後の事業について

　　第4回理事会 ３/２２（木） ウェディングエルティ 吉川会長 外41名
監事2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30年度事業計画（案）承認
　　の件
（2)平成30年度収支予算（案）承認
　　の件
（3)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)全国法人会総連合表彰該当者
　　承認の件
（6)第6回通常総会について

　　第1回役員・委員合同会議 ９/１１（月） ウェディングエルティ 来賓3名
役員・委員62名

第１部＜合同会議＞
（1）委員への委嘱状授与
（2）29年度事業・委員会活動について
（3）会員増強について
第２部＜税務講話＞
　　　　講師　福島税務署副署長
　　　　　　　　　　　　　加藤 史禎　氏

　　第2回役員・委員合同会議 ２/７（水） ウェディングエルティ 役員・委員57名 （1）29年度会員増強月間の結果報告
　　並びに報奨金の授与
（2）29年度納税表彰記念品贈呈
（3）今後の行事予定・その他報告
　　事項について

本会「委員会」
　　第1回総務委員会

４/２４（月） 法人会事務所 齋藤委員長
　　　　　外6名

（1）28年度事業報告について
（2）28年度収支決算について

　　第2回総務委員会 ２/２１（水） 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）県連表彰規程に基づく受賞者選
　　定の件
（3）東北六県表彰規程に基づく受賞
　　者選定の件
（4）全国法人会総連合表彰規程に基
　　づく受賞者選定の件

　　第3回総務委員会 ３/１４（水） 法人会事務所 齋藤委員長
　　　　　外8名

（1）平成30年度事業計画（案）並びに
　　収支予算（案）について
（2）第6回通常総会・記念講演会等の
　　運営について

　　第1回税制委員会 ６/２（金） 法人会事務所 吉川委員長
　　　　　外6名

（1）副委員長の選任について
（2）平成30年度税制改正要望に
　　ついて
（3）平成30年度税制改正に関する
　　アンケートについて

　　第1回組織委員会 ９/２５（月） ホテル辰巳屋 紺野委員長
　　　　　外17名

今後の会員拡大について

支部「研修交流会」
　　伊達市支部研修交流会

４/２６（水） アネックスひろせ 支部会員等25名 （1）支部事業について
（2）支部役員選任について
＜税務講話＞

　　桑折支部研修交流会 ４/２７（木） 仙台屋 支部会員等11名 （1）支部事業について
（2）支部役員選任について
＜税務講話＞

　　川俣支部研修交流会 ４/２８（金） 新川 支部会員等17名 （1）支部事業について
（2）支部役員選任について
＜佐藤金正川俣町長講話＞
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　　国見支部研修交流会 ６/１６（金） 道の駅国見
あつかしの郷

支部会員等37名 （1）支部事業について
（2）支部役員選任について
＜講演＞
「伝えることの大切さ、
　　　　　　　伝わることのすばらしさ」
　　講師：大和田 新 氏（ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ）

　　保原支部研修交流会 ６/２８（水） 保原町産業振興会館 支部会員等21名 （1）支部事業について
（2）支部役員選任について
＜税務講話＞

支部「役員会」
　　伊達市支部第1回役員会

４/５（水） 伊達市商工会本所 丹野支部長
　　　 外役員12名

（1）任期満了に伴う伊達市支部役員
　　選任について
（2）伊達市支部研修交流会について
（3）税金クイズの実施について

　　国見支部第1回役員会 ４/６（木） 国見町商工会 佐藤支部長
　　　 外役員5名

（1）任期満了に伴う国見支部役員
　　選任について
（2）国見支部研修交流会について

　　保原支部第1回役員会 ４/１２（水） 保原町産業振興会館 渡辺支部長
　　　 外役員5名

（1）任期満了に伴う保原支部役員
　　選任について
（2）保原支部研修交流会について
（3）税金クイズの実施について

　　桑折支部第1回役員会 ４/２７（木） 仙台屋 日下部支部長
　　　 外役員3名

任期満了に伴う桑折支部役員選任
について

　　川俣支部第1回役員会 ４/２８（金） 新川 春日部支部長
　　　 外役員5名

任期満了に伴う川俣支部役員選任
について

　　国見支部第2回役員会 ９/７（木） 国見町商工会 佐藤支部長
　　　 外役員5名

（1）義経まつり（9/23）における税金
　　クイズについて
（2）会員増強について

　　桑折支部第2回役員会 ９/８（金） 螢 渋谷支部長
　　　 外役員6名

（1）桑折宿軽トラ市（9/24）における
　　税金クイズについて
（2）会員増強について

　　
　　伊達市支部第2回役員会 １１/１７（金） 伊達市商工会本所 丹野支部長

　　　 外役員11名
（1）会員増強について
（2）伊達市支部税金クイズの報告

　　国見支部第3回役員会 １/２２（月） 国見町商工会 佐藤支部長
　　　 外役員3名

（1）国見支部「会員の集い」について
（2）国見支部「税金クイズ」の報告

青年部会

平成29年度研修交流会 ５/１２（木） ウェディングエルティ 66名
(内委任状21名）
来賓7名

（1）平成28年度事業経過並びに収支
　　決算報告の件
（2）平成29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

役員会
　第1回

４/２１（金） ホテル辰巳屋 役員20名
次期役員7名

（1）平成28年度事業経過並びに収支
　　決算について
（2）平成29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
（5）全国大会での租税教室プレゼンに
　　ついて
（6）会員増強について

　第2回 ６/６（火） コラッセふくしま
交流サロン

紺野部会長
　　　　　　外21名

（1）全国青年の集い関係
（2）県青連協関係
（3）今後の事業活動について
その他
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　第3回 １０/３（火） ホテル辰巳屋 紺野部会長
　　　　　　外19名

（1）報告事項
　①6月以降の事業報告について
　②県青連協第2回役員会（9.13開催）
　　 について
（2）県青連関係
　①第25回「いわき大会」について
　②第26回「福島大会」について
（3）女性部会とのコラボ事業について
（4）全国青年の集い「高知大会」に
    ついて
（5）その他
　①今後の事業について
　②租税教室について
　③新入部会員承認について

　第4回 ２/６（火） ザ・セレクトン福島 紺野部会長
　　　　　　外18名

（1）報告事項
　①29年度租税教室について
　②青年部会勉強会（仮称）開催に
　　ついて
（2）承認事項
　①会員研修旅行について
　②新入部会員について
（3）全法連アンケート調査システムの
　　登録について
（4）租税教育プレゼンテーションにつ
　　いて
（5）県青連協第26回会員研修会「福
　　島大会」について
（6）次期役員会等開催時期について
その他
　＊県大会の実行委員会について

　30年度第1回 ３/２２（木） ローレン＆リーフ 次期役員予定者
　　　　　　　 22名

（1）各委員会メンバーの選任について
（2）各委員会事業計画（案）について
その他
　＊入退会者の承認について
　＊品川法人会青年部会との交流会
　　 について

正副部会長会議 １１/２９（水） 法人会事務所 紺野部会長
　　　　　　外5名

（1）福島法人会青年部会勉強会
　　(仮称)について
（2）県青連協第26回会員研修会「福
　　島大会」について

次期三役会
　第1回

２/６（火） 法人会事務所 次期三役予定者
　　　　　　 11名

（1）次年度役員体制について
（2）30年度スケジュールについて

　第2回 ２/２６（月） 法人会事務所 次期三役予定者
　　　　　　  8名

（1）副委員長の選任について
（2）30年度事業について

交流親睦委員会
　第1回

４/１９（水） ふりこ亭 多田部会長
　　　　　　外14名

（1）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（2）租税教室担当校について

　第2回 ６/１９（月） 笑夢 紺野部会長
　　　　　　外12名

（1）チャリティゴルフコンペについて
（2）租税教室について
（3）BBQについて

　正副委員長等会議① ７/２７（木） 法人会事務所 酒井副部会長
齋藤委員長
　　　　　　外4名

（1）第1回例会における当委員会
　　プレゼン内容について
（2）ＢＢＱについて

　打合せ会 ８/２４（木） 法人会事務所 酒井副部会長
齋藤委員長
　　　　　　外1名

（1）チャリティゴルフ大会について
（2）ＢＢＱについて

　第3回 １０/１７（火） 来音 酒井副部会長
　　　　　　外9名

（1）第2回例会（新年会）について
（2）租税教室について

　正副委員長等会議② １１/２７（月） ふりこ亭 酒井副部会長
　　　　　　外5名

第2回例会「新年会」詳細について

税制委員会
　第1回

４/２６（水） 楽 紺野次期部会長
　　　　　  外11名

（1）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（2）租税教室担当校について

　第2回 ７/５（水） Tetsu 紺野部会長
　　　　　　外11名

（1）第1回例会について
（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
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税制委員会
打合せ会

８/３０（水） 法人会事務所 伊藤副部会長
吉田委員長
　　　　　　外5名

第1回例会について

　第3回 １０/１０（火） 楽 紺野部会長
　　　　　　外6名

（1）女性部会とのコラボ事業について
（2）租税教室について

広報研修委員会
  平成28年度第5回並びに
  平成29年度第1回

４/１３（木） シーズン 多田部会長
　　　　　　外23名

（1）第５回研修交流会について
（2）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（3）租税教室担当校について

　第2回 ７/１１（火） Ｔｈａｒｏｙ 紺野部会長
　　　　　　外10名

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

　全国大会打合せ １０/３（火） 花宴　つぼみ 紺野部会長
　　　　　　外4名

全国青年の集い「高知大会」の行程に
ついて

　第3回 １１/１４（火） ふりこ亭 紺野部会長
　　　　　　外11名

（1）全国大会の報告について
（2）会員研修旅行について
（3）租税教室について

社会貢献委員会
　第1回

４/１２（水） ハングルースダイナー 多田部会長
　　　　　　外20名

（1）今年度の当委員会事業活動に
　　 ついて
（2）租税教室担当校について

　第2回 ５/１７（水） 来音 委員10名 第1回献血事業について

　第3回 ８/２（水） 六國屋 紺野部会長
　　　　　　外13名

（1）第1回献血活動の報告について
（2）第2回献血活動について
（3）第1回例会における当委員会
　　プレゼン内容について

　第4回 １０/２４（火） ひたち 紺野部会長
　　　　　　外9名

（1）第2回献血活動の報告について
（2）募金報告について
（3）租税教室について
その他・今後の事業活動について

租税教育活動
プレゼン実行委員会
　第1回

６/２６（月） 法人会事務所 紺野部会長
　　　　　　外8名

（1）全国青年の集い「大分大会」
　　租税教育ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝについて
その他

　第2回 ２/２０（火） 法人会事務所 紺野部会長
　　　　　　外8名

（1）県青連協におけるプレゼン担当会
　　選定会議での内容について
（2）実行委員メンバーについて

租税教室研修会打合せ ７/２５（火） ハングルースダイナー 部会員4名 租税教室研修会について

福島税務署表敬訪問 ８/２２（火） 福島税務署 紺野部会長
　　　　　　外4名

女性部会員6名と共に訪問

献血打合せ ８/２２（火） 陸上自衛隊福島駐
屯地

紺野部会長
　　　　　　外2名

大笹生支援学校
卒業記念品贈呈式

９/２２（金） 大笹生支援学校 紺野部会長
　　　　　　外4名
ＯＢ4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

勉強会（仮称）打合せ １０/２０（金） 法人会事務所 部会員2名 勉強会（仮称）に関する概案の検討

チャリティ募金贈呈式 ２/２６（月） 大笹生支援学校 紺野部会長
　　　　　　外7名

チャリティ募金総額　　336,595円

女性部会

平成29年度研修交流会 ５/１６（火） ウエディングエルティ 52名
(内委任状19名)
来賓9名

（1）平成28年度事業経過並びに収支
　　決算報告の件
（2）平成29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

規約検討委員会 ４/１３（木） 法人会事務所 手塚部会長
　　　　　　外9名

規約について

三役会
　第1回

４/２０（木） 法人会事務所 手塚部会長
　　　　　　外8名

（1）29年度組織について
（2）事業について
（3）28年度決算報告並びに29年度
　　予算（案）について
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　第2回 １/３０（金） 法人会事務所 手塚部会長
　　　　　　外9名

（1）「全法連女性連協情報交換会」
　　意見取りまとめについて
（2）県女性連協創立20周年記念式典
　　並びに第18回会員研修会「福島大
　　会」について

　第3回 ３/２３（金） 法人会事務所 手塚部会長
　　　　　　外6名

（1）第6回研修交流会並びに役員会
　　日程について
（2）県女性連協設立20周年記念事業
　　について

正副部会長会議
　第1回

５/９（火） ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　　外5名

（1）福島県法人会連合会女性部会
　　連絡協議会平成29・30年度役員
　　について
（2）移動租税教室について　他

　第2回 １２/１（金） 法人会事務所 手塚部会長
　　　　　　外8名

県女連協設立20周年記念事業に
ついて

役員会
　第1回

５/９（火） ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　　外19名
（うち委任状5名）
相談役

（1）第5回研修交流会提出議案審議
　①平成28年度事業経過並びに収支
　　決算報告について
　②平成29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（案）の
　　件について
（2）第5回研修交流会役割分担に
　　ついて
（3）委員会組織（案）について
（4）規約一部変更について

　第2回 ６/８（木） 峰亀 手塚部会長
　　　　　　外20名

《報告事項》
各委員会報告
《協議事項》
今年度事業について
（1）移動例会について
（2）7～9月の例会について
（3）県会員研修会「会津大会」について
（4）コラボ事業について
（5）租税教室について　他

　第3回 ８/３１（木） ホテル辰巳屋 手塚部会長
　　　　　　外15名

（1）県会員研修会関係について
（2）移動租税教室について
（3）11月以降の事業活動について
（4）他法人会よりの義援金の使途に
　　ついて

広報委員会
　第1回

５/２５（木） コラッセふくしま
交流サロン

手塚部会長
　　　　　　外13名

（1）今年度事業活動について
（2）租税教室について

　第2回 ９/４（月） コラッセふくしま
交流サロン

佐藤委員長外9名 （1）会報「みちのり」編集について
（2）租税教室について
（3）今後の当委員会担当事業について

　第3回 １１/１３（月） コラッセふくしま 手塚部会長
　　　　　　外12名

（1）租税教室について
（2）忘年会について
（3）会報について

事業委員会
　第1回

６/２（金） コラッセふくしま
交流サロン

手塚部会長
　　　　　　外19名

今年度事業活動について

　正副委員長会議 ７/６（木） 法人会事務所 手塚部会長
　　　　　　外5名

（1）9月例会-研修会-について
（2）移動租税教室について
（3）租税教室研修会について

　第2回 ９/１９（火） コラッセふくしま
交流サロン

手塚部会長
　　　　　　外14名

（1）9月例会について
（2）租税教室について
（3）今後の事業について

　正副委員長会議 ９/１２（火） 法人会事務所 原田委員長
　　　　　　外5名

第2回事業委員会について

福島税務署表敬訪問 ８/２２（火） 福島税務署 手塚部会長
　　　　　　外5名

青年部会員5名と共に訪問

タオル寄贈 ３/１６（金） 福島市社会福祉協
議会

手塚部会長
　　　　　　外2名

タオル600枚寄贈
　＊累計3440枚
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９．その他会議等

　　　①【一般社団法人福島県法人会連合会】

28年度監査会 ５/１７（水） 福島市
法人会事務所

鍛冶監事

第1回総務委員会 ５/２２（月） 福島市
法人会事務所

齋藤総務委員長

第1回理事会 ６/６（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外3名

第1回税制委員会 ６/８（木） 福島市
ホテル辰巳屋

吉川税制委員長

第４回通常総会 ６/２３（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

吉川会長外3名

第2回理事会 ６/２３（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 ９/６（水） 郡山市
郡山ビューホテル

紺野組織委員長
石河厚生
　　　副委員長

第3回理事会 １０/３（火） 郡山市
郡山ビューホテル

吉川会長外1名

第1回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 １２/２１（木） 郡山市
郡山ビューホテル

齋藤副会長
（総務委員長）

事務局会議 １/１２（金） 福島市
コラッセふくしま

土屋事務局長
澁谷・丹野・石川
職員

第4回理事会
新年賀詞交歓会

１/２５（木） 郡山市
ホテルハマツ

吉川会長

第2回組織・厚生合同委員会 ２/２３（水） 郡山市
ホテル華の湯

吉川会長
丹野厚生
　　　副委員長

第2回総務委員会 ２/２６（月） 福島市
法人会事務所

齋藤総務委員長

第2回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 ３/１３（火） 郡山市
郡山ビューホテル

齋藤副会長
（総務委員長）

第5回理事会 吉川会長外1名

第1回広報・研修合同委員会 ３/２３（金） 福島市
ザ・セレクトン福島

高橋広報委員長

　　　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 ６/１３（火） 郡山市
郡山ビューホテルア
ネックス

紺野部会長
　　　　　　外6名

第2回役員会 ９/１３（水） いわき市
いわきワシントンホ
テル椿山荘

紺野部会長
　　　　　　外4名

第25回会員研修会
　　　　　「いわき大会」

１０/２７（金） いわき市
いわきワシントンホ
テル椿山荘

紺野部会長
　　　　　　外11名

第3回役員会 ３/１９（月） 福島市
コラッセふくしま
交流サロン

紺野部会長
　　　　　　外7名

　　　①－３ 【福島県法人会連合会女性部会連絡協議会】

第1回役員会 ５/１９（金） 郡山市
郡山ビューホテル

手塚部会長
　　　　　　外2名

第2回役員会 ９/１４（木） 会津若松市
ルネッサンス中の島

手塚部会長
　　　　　　外3名

第17回会員研修会
　　　　　「会津若松大会」

１０/１９（木） 会津若松市
ルネッサンス中の島

手塚部会長
　　　　　　外22名
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第3回役員会

第10回「税の絵はがきコン
クール」審査会

　　　②【東北六県法人会連合会】

平成29年度
　　定時理事会

６/２６（月） 仙台市
仙台国際ホテル

吉川会長

平成29年度
　　事務局職員研修会

１０/１２（木） 仙台市
江陽グランドホテル

丹野職員

平成29年度
　　運営協議会

１１/１４（火） 仙台市
江陽グランドホテル

受賞者2名

東北地区各県連青年部代表
者懇談会

２/２（金） 仙台市
新仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

紺野青年部会長
（県青連協副会長として）

　　　③【全国法人会総連合】

第34回法人会全国大会
　　　　　　　　　(福井大会)

１０/５（木） 福井市
福井県産業会館

吉川会長

第1回税制委員会 ７/２６（水） 東京
全法連会館

吉川会長 県連税制委員長として出席

第2回税制委員会 ９/６（火） 東京
全法連会館

吉川会長 県連税制委員長として出席

第3回税制委員会 ２/１５（木） 東京
全法連会館

吉川会長 県連税制委員長として出席

　　　④【その他、慶弔含む】

本　　会
福島地区税務関係団体協議会
　　寄付寄贈式

４/２５（火） 福島市役所 吉川会長 市内小学校新入生へ鉛筆贈呈

　　定時総会 ８/３０（水） ザ・セレクトン福島 吉川会長

　　役員会 １２/１５（金） ザ・セレクトン福島 吉川会長

福島地区租税教育推進
協議会第34回定期総会

６/２２（木） 福島税務署 手塚女性部会長

コラッセふくしま管理組合
　　消防防火訓練

６/８（木） コラッセふくしま 土屋事務局長
　　　　　　外2名

　　施設管理運営部会 １１/２０（月） コラッセふくしま 澁谷職員

　　第17回臨時総会 ３/２８（水） コラッセふくしま 土屋事務局長

東北税理士会福島支部
　29年度支部定期総会

６/２７（火） ザ・セレクトン福島 吉川会長

第40回ふくしん会講演会
　「私の経営哲学」

７/１２（水） ウェディングエルティ 吉川会長 講師：高田　明 氏
（㈱ジャパネットたかた　創業者）

(株)山川印刷所
　創業80周年記念祝賀会

８/１９（土） ザ・セレクトン福島 吉川会長

福島県消費税軽減税率制度
実施協議会

８/３１（木） コラッセふくしま 土屋事務局長
　　　　　　外1名

福島商工会議所
　創立100周年記念祝賀会

９/１３（水） ウェディングエルティ 吉川会長

福島県観光物産館
　リニューアルに伴う内覧会

１２/１５（金） 福島県観光物産館 吉川会長

大澤益三理事
　御母堂告別式

１１/１９（日） たまのやこころ斎苑
福島中央

土屋事務局長

樋口郁雄監事黄綬褒章受章
祝賀会

３/１８（日） ウェディングエルティ 吉川会長

青年部会

大澤益三理事
　  御母堂告別式

１１/１９（日） たまのやこころ斎苑
福島中央

紺野部会長

福島県青年部団体連絡協議会
    特別講演会

３/７（水） 郡山ビューホテルア
ネックス

紺野部会長
　　　　　　外4名

福島市
ホテル辰巳屋

手塚部会長
　　　　　　外1名

２/８（木）
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