
【事業関係】

１．税知識の普及を目的とする事業
福島税務署共催
法人税等決算説明会
　

4/16 (火) 福島県青少年会館 AM：55社68名
(内非会員28名)
PM：61社71名
(内非会員42名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　 五十嵐順一 氏

5/23 (木) コラッセふくしま 46社51名
(内非会員16名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

9/11 (水) コラッセふくしま 62社68名
(内非会員38名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

12/5 (木) コラッセふくしま 40社46名
(内非会員18名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

2/14 (金) コラッセふくしま 23社24名
(内非会員12名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

改正税法等説明会 10/11 (金) コラッセふくしま AM：106社117名
(内非会員43名)
PM：103社127名
(内非会員62名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

10/17 (土) 伊達市ふるさと会館 38社45名
(内非会員21名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

新設法人説明会 5/28 (火) コラッセふくしま 13社16名
(全非会員)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

11/26 (火) コラッセふくしま 9社7名
(内非会員6名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

消費税軽減税率制度等
　　　　　　　　説明会

9/11 (水) コラッセふくしま 51社61名
(内非会員37名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

10/11 (金) コラッセふくしま AM：72社81名
(内非会員28名)
PM：50社68名
(内非会員37名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

支部税務研修会
　川俣支部税務研修 6/14 (金) 一期一会 20名 演題：「消費税の軽減税率制度に

　　　　ついて」
講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　　　　白鳥 和美 氏

　保原支部税務研修会 6/28 (金) 保原町産業振興会館 28名 演題：「消費税の軽減税率制度に
　　　　ついて」
講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　　　　白鳥 和美 氏

女性部会税務研修会
　例会～研修会～ 7/19 (金) ウェディングエルティ 部会員22名 演題：税理士が話す

　　　「消費税改正セミナー」
講師：㈱ビジネスサポート
　　　　　　　　　　鈴木 武雄 氏

　例会～新年会～ 1/21 (火) ウェディングエルティ 部会員20名 演題：「インボイス制度について」
講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　　　　四役　 博 氏

青年部会・女性部会コラボ事業

　第1回打合せ 6/27 (木) 法人会事務所会議室 青年部会4名
女性部会6名

コラボ事業について

　第2回打合せ 9/13 (金) こむこむ館 青年部会2名
女性部会5名

コラボ事業について

　「税金Ｇｏ！」 11/3 (日) こむこむ館 参加者330名 子供を対象とした税イベント
青年部会員17名、女性部会員15名
税務署4名、その他4名

税務署長講話 9/20 (金) クーラクーリアンテ
サンパレス

62名 演題：「税の仕事　今昔」
講師：福島税務署
　　　署長　　　 　 鈴木 　晋 氏

福島税務署主催
租税教室講師育成研修会

10/28 (月) 福島税務署 青年部会5名
女性部会5名

講師：福島税務署広報官

女性部会租税教室研修会 11/19 (火) コラッセふくしま
402会議室

女性部会9名 講師：原田純子副部会長

令和元年度事業経過報告
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青年部会担当
　租税教室 5/25 (土) 福島市立

立子山中学校
全学年12名 三役

　　講師：紺野　学
7/3 (水) 福島市立

松陵中学校
3年生104名 社会貢献委員会

　　講師：國嶋雅志
7/4 (木) 福島市立

福島第二中学校
3年生90名 三役

　　講師：伊藤淳一
7/8 (月) 福島市立

西信中学校
3年生60名 社会貢献委員会

　　講師：佐藤光太郎
7/16 (火) 川俣町立

山木屋中学校
3年生3名 社会貢献委員会

　　講師：佐藤光太郎
7/17 (水) 福島市立

野田中学校
3年生120名
〈4コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：伊藤淳一、大場秀樹、
　　　　　酒井良晃、藤井拓哉

7/18 (木) 福島市立
福島第四中学校

3年生135名
〈4コマ〉

広報研修委員会
　　講師：大和田真生、片寄悦朗、
　　　　　紺野　学、庄田和馬

9/24 (火) 国見町立
県北中学校

3年生74名 広報研修委員会
　　講師：古山吉浩

9/24 (火) 伊達市立
伊達中学校

3年生106名 税制委員会
　　講師：酒井良晃

9/25 (水) 福島市立
福島第一中学校

3年生199名 交流親睦委員会
　　講師：佐藤和之

9/25 (水) 伊達市立
梁川中学校

3年生122名 社会貢献委員会
　　講師：清水建志

11/5 (火) 福島市立
福島第三中学校

3年生134名
〈4コマ〉

税制委員会
　　講師：小野寺尭大、岸　秀樹、
　　　　　酒井良晃

11/28 (木) 伊達市立
霊山中学校

3年生45名 社会貢献委員会
　　講師：佐藤光太郎

12/3 (火) 福島市立
渡利中学校

3年生117名 社会貢献委員会
　　講師：佐藤光太郎

12/3 (火) 福島市立
水原小学校

5、6年生4名 広報研修委員会
　　講師：遠藤利通

12/5 (木) 福島市立
下川崎小学校

6年生10名 社会貢献委員会
　　講師：國嶋雅志

12/6 (金) 伊達市立
柱沢小学校

6年生21名 交流親睦委員会
　　講師：宮口　剛

12/11 (水) 福島市立
瀬上小学校

6年生89名
〈3コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：本田　亮、実沢芳史、
　　　　　三津間謙一

12/11 (水) 福島市立
荒井小学校

6年生33名 三役
　　講師：伊藤淳一

12/12 (木) 福島市立
福島第一小学校

6年生23名 税制委員会
　　講師：髙野祥平

12/17 (火) 伊達市立
掛田小学校

6年生34名
〈2コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：宮口　剛

12/18 (水) 福島市立
杉妻小学校

6年生120名
〈2コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：佐藤和之

1/14 (火) 伊達市立
月舘小学校

6年生9名 交流親睦委員会
　　講師：斎藤良治

1/14 (火) 福島市立
矢野目小学校

6年生66名
〈2コマ〉

税制委員会
　　講師：酒井良晃、吉田晋祐

1/15 (水) 福島市立
渡利小学校

6年生82名
〈3コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：阿部真一、木村健一、
　　　　　瀬戸史弥

1/15 (水) 福島市立
福島第二小学校

6年生40名 社会貢献委員会
　　講師：大内大司

1/16 (木) 福島市立
蓬莱小学校

6年生50名 税制委員会
　　講師：小野寺尭大

1/16 (木) 福島市立
月輪小学校

6年生23名 税制委員会
　　講師：小針理人

1/17 (金) 福島市立
金谷川小学校

6年生20名 社会貢献委員会
　　講師：國嶋雅志

1/17 (金) 福島市立
福島第四小学校

6年生16名 広報研修委員会
　　講師：大和田真生

1/20 (月) 福島市立
三河台小学校

6年生70名
〈3コマ〉

広報研修委員会
　　講師：大和田真生、本田　亮、
　　　　　三津間謙一

1/20 (月) 伊達市立
伊達小学校

6年生72名
〈3コマ〉

税制委員会
　　講師：酒井良晃、吉田晋祐
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1/21 (火) 福島市立
御山小学校

6年生70名
〈2コマ〉

広報研修委員会
　　講師：片寄悦朗、庄田和馬

1/21 (火) 福島市立
松川小学校

6年生61名
〈2コマ〉

広報研修委員会
　　講師：遠藤利通

1/21 (火) 伊達市立
伊達東小学校

6年生17名 三役
　　講師：伊藤淳一

1/22 (水) 福島市立
清明小学校

6年生30名 税制委員会
　　講師：小野寺尭大

1/23 (木) 福島市立
清水小学校

6年生77名 三役
　　講師：伊藤淳一

1/24 (金) 福島市立
野田小学校

6年生125名
〈2コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：大場秀樹、藤井拓哉

1/24 (金) 福島市立
岡山小学校

6年生64名 税制委員会
　　講師：小針理人

1/27 (月) 伊達市立
保原小学校

6年生132名
〈4コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：斎藤良治、佐藤和之、
　　　　　宮口　剛、水口泉太郎

1/29 (水) 福島市立
森合小学校

6年生102名 広報研修委員会
　　講師：佐藤勝也

1/30 (木) 福島市立
笹谷小学校

6年生82名
〈3コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：多田憲司

2/10 (月) 桜の聖母学院
中学校

3年生19名 広報研修委員会
　　講師：古山吉浩

女性部会担当
　移動租税教室 10/17 (木) 福島県警本部

福島県庁
福島地方裁判所

福島市立
青木小学校
飯野小学校
大久保小学校
5年生14名
6年生38名
担当教諭3名

女性部会5名
青年部会3名
　バス添乗引率・見学

　租税教室 12/10 (火) 福島市立
庭坂小学校

6年生39名
〈2コマ〉

講師：原田純子
　　　佐藤ミヨ子、鈴木恵美子

12/13 (金) 福島市立
南向台小学校

6年生20名 講師：齋藤恵美子
　　　村山雅枝

1/14 (火) 福島市立
鳥川小学校

6年生51名 講師：大内千春、大内礼子

1/14 (火) 福島市立
湯野小学校

6年生35名 講師：横山りつ子
　　　村山雅枝

1/17 (金) 福島市立
庭塚小学校

6年生14名 講師：横山りつ子
　　　太齋とし子

1/22 (水) こじか保育園 年長児18名 追分富子、大内礼子、塩﨑京子、
鈴木洋子、原田純子

1/23 (木) 桑折町立
醸芳小学校

6年生44名
〈2コマ〉

講師：原田純子
　　　齋藤恵美子、塩﨑京子

2/13 (木) 南ふくしま保育園 年長児18名 齋藤恵美子､塩﨑京子、原田純子、
星野美香、村山雅枝

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 (水) 5月号発行 4000部

7/1 (月) 7月号発行 4000部

9/1 (日) 9月号発行 4000部

11/1 (金) 11月号発行 4000部

1/1 (水) 1月号発行 4000部

3/1 (日) 3月号発行 4000部

会員企業、東邦銀行、福島信用金庫、
福島市役所、伊達市役所、いちい、
他法人会
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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)

8/10 (土) チンチン電車広場 クイズ参加者
　　 　約520名

スタッフ　3名参加

　伊達市支部税金クイズ
　(伊達のふる里夏まつり)

8/11 (日) 広瀬川親水公園 クイズ参加者
　　 　約500名

スタッフ　7名参加

　国見支部税金クイズ
　(国見町 義経まつり)

9/23 (月) 藤田商店街
　特設会場

クイズ参加者
　　　 約500名

スタッフ　6名参加

　川俣支部税金クイズ
　(かわまた復興支援きぬ
市)

川俣中央公民館 クイズ参加者
　　 　約200名

スタッフ  4名参加

　2019’税金クイズ
　(市場まつり)

10/27 (日) 福島市公設地方
卸売市場

クイズ参加者
　　 約1,500名

スタッフ 17名参加

広報委員会
　第1回 5/23 (木) 法人会事務所会議室 高橋委員長

　　　　外5名
・ふくしま法人ニュース反省について
・ふくしま法人ニュース7、9月号の
　編集方針(案)について

　第2回 9/6 (金) コラッセふくしま
交流サロン

高橋委員長
　　　　外9名

・副委員長の選任について
・ふくしま法人ニュースの反省につ
　いて
・ふくしま法人ニュース11、1月号の
　編集方針(案)について
・年賀広告について
・広報委員について

令和元年度納税表彰式 11/12 (火) ホテル福島
グリーンパレス

齋藤会長
　　　　外3名

第12回
「税に関する絵はがき
　コンクール」審査会

2/7 (金) 法人会事務所会議室 塩﨑女性部会長
　　　　外8名

福島税務署
鈴木署長、黒田副署長、
四役法人課税第一部門統括官
応募数 15校 420枚
優秀作品10作品・優秀校2校選定

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
2020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　　　 79名　　　回答者　　　 36名

　　一般会員版アンケート　　　　　　送信会員数　約1,400社　　　回答会員数　207社　

各全国大会・全国セミナー
　第14回
　　全国女性フォーラム
　　　　　「富山大会」

4/25 (木) 富山市
富山産業展示館

塩﨑部会長
　　　　 外7名

演題：「わが映画人生」
講師：俳優・映画監督
　　　　　　　　　　奥田 瑛二 氏

　第36回法人会全国大会
　　　　　「三重大会」

10/3 (木) 津市
津市産業ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

齋藤会長 演題：「皇室と神宮」
講師：伊勢神宮　広報室広報課長
　　　　　　　　　　音羽　 悟 氏

　第33回全国青年の集い
　　　　　「大分大会」

11/7 (木) 大分市
ホテル日航大分
オアシスタワー

伊藤部会長
　　　　 外7名

演題：「ポジティブ志向
　～健康な心と体で未来を動かす～」
講師：タレント　　 アン・ミカ 氏

税制委員会
　第1回 5/28 (火) 法人会事務所会議室 吉川委員長

　　　　 外5名
・2020年度税制改正要望について
・2020年度税制に関するアンケート
　について

　第2回 9/2 (月) ザ・セレクトン福島 岸委員長
　　　　 外8名

・副委員長の選任について
・全法連税制委員会について
・福島法人会次年度税制要望について

令和元年度税制改正提言
　木幡福島市長
　梅津福島市議会議長

12/16 (月) 福島市役所 齋藤会長
岸税制委員長

税制改正提言書提出

　須田伊達市長
　高橋伊達市議会議長

12/16 (月) 伊達市役所 齋藤会長
　　　　外3名

税制改正提言書提出

10/26(土)
～27（日)
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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

5/27 (月) コラッセふくしま 17名 講師：プレシャスパートナー
　　　代表  　　　　小島 敦子 氏

　やさしくわかる
　総務・庶務の実務

6/17 (月) コラッセふくしま 43名
(内非会員1名)

講師：㈱人事サポートプラスワン
　　　代表取締役・経営士
　　　  　  　　　　松本 健吾 氏

　会社を伸ばすための
　経営・財務・税務講座

7/26 (金) コラッセふくしま 19名 講師：生沼寛隆税理士事務所
　　　代表・税理士　生沼 寛隆 氏

　「消費税率引上げ」
　事業所の対応

8/5 (月) コラッセふくしま 29名 講師：山崎税務会計事務所
　　　代表　　　　　山崎　 健 氏

　信頼と笑顔を得る
　上手なクレーム対応術

9/19 (木) コラッセふくしま 15名 講師：アカデミー・なないろ主宰
　　　マナーコンサルタント
　　　サービス接遇検定準一級
　　　　　　　　　 樋口知香子 氏

　決算書と会社の数字の
　読み方

10/3 (木) コラッセふくしま 36名
(内非会員1名)

講師：㈱神田どんぶり勘定事務所
　　　代表取締役　　神田 知宜 氏

　労務管理
　基本の『キ』講座

11/22 (金) コラッセふくしま 25名 講師：特定社会保険労務士
　　　　　　　　　 藤原紀美香 氏

　ビジネス文書
　伝わる書き方

12/13 (金) コラッセふくしま 12名 講師：伝える力【話す・書く】
　　　研究所　所長　山口 拓朗 氏

　業務効率を上げる
　整理整頓術

1/29 (水) コラッセふくしま 37名 講師：トトノエトトノウ
　　　代表　　　　　大谷 尚子 氏

　初対面の１分間で相手を
　その気にさせる技術

2/21 (金) コラッセふくしま 22名 講師：㈱新規開拓
　　　代表取締役　 朝倉千恵子 氏

第7回
通常総会記念講演会

6/4 (火) クーラクーリアンテ
サンパレス

222名
(内非会員12名)

講師：ニューヨーク州弁護士
　　　元財務官僚　　山口 真由 氏

支部講演会・研修会
国見支部講演会
　「防犯講話」

7/9 (火) 国見町商工会館 32名 講師：福島県警察本部
　　　生活安全部生活安全企画課
　　　地域安全活動アドバイザー
　　　　　　　　　　金澤 幸生 氏

伊達市支部講演会
  「議会運営について」

7/23 (火) アネックスひろせ 25名 講師：伊達市議会議長
　　　　　　　　　　高橋 一由 氏

桑折支部研修会
　「消費税増税に伴う
　　キャッシュレス
　　・ポイントの概要」

7/31 (水) 仙台屋 22名 講師：アイバーグ代表
　　　　　　　　　　栞原 篤史 氏

国見支部講演会
  「自然災害の備えは？」

2/4 (火) らいふぴあ 支部会員等22名 講師：ＡＩＧ損害保険㈱
　　　郡山支店長　　西村 一哉 氏

日商3級取得のための簿記講座
(延べ13日間：最終日11/11)

8/19 (水) 保原町産業振興会館 13名 講師：税理士　　　　本田 文利 氏

第1回研修・社会貢献活動
合同委員会

8/9 (金) ザ・セレクトン福島 千葉研修委員長
齋藤社活委員長
        外25名

・副委員長の選任について
・研修事業等について
・新春講演会講師選定について
・婚活事業について
・税金クイズについて

インターネットセミナーアクセス利用状況

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

アクセス数 2,175 2,530 1,711 2,495 1,718 2,232 2,179 2,209 1,315 1,079 1,610 1,516 22,769

一般ﾛｸﾞｲﾝ数 19 22 24 20 19 14 22 22 12 15 17 10 216

会員ﾛｸﾞｲﾝ数 203 255 190 194 166 214 174 158 143 143 188 177 2,205

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 0 0 0 0 1 1
ﾚﾝﾀﾙ枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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５．地域社会への貢献を目的とする事業

本　　会

婚活事業打合せ 4/2 (火) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外5名

・平成30年度事業報告
・平成31年度婚活事業について

6/10 (月) 法人会事務所会議室 多田婚活副部会長

　　　　 外3名
・6/23開催婚活事業について

10/9 (水) クーラクーリアンテ
サンパレス

多田婚活副部会長

　　　　 外4名
・10/19開催婚活事業について

10/24 (木) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外6名

・令和元年度福島市出会いの場創出
　事業について

11/18 (月) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外5名

・ミドル婚について
・福島市委託事業について

1/16 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

多田婚活副部会長

　　　　 外7名
・福島市委託事業について

2/21 (金) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外6名

・次年度事業について

婚活事業(De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

《UkiUkiバスツアー》 6/23 (日) 山形県米沢方面 多田婚活副部会長

　　　　 外3名
男性12名・女性6名参加、3組成立

《水曜婚活どうでしょう》 8/21 (水) ｋｕ楽ｒｉ 多田婚活副部会長

　　　　 外4名
男性12名・女性5名参加、3組成立

《スウィーツパーティ》 10/19 (土) カフェドゥリアンテ 多田婚活副部会長

　　　　 外6名
男性9名・女性15名参加、1組成立

《ミドル婚》 11/22 (金) キイチゴ 福地婚活部会長
　　　　 外5名

男性15名・女性12名参加、6組成立

《クリスマスパーティ》 12/14 (土) クーラクーリアンテ
サンパレス

福地婚活部会長
　　　　 外3名

男性9名・女性5名参加、2組成立

－福島市共催－
福島市出会いの場創出事業
《バレンタイン直前企画
　“ｴﾝｼﾞｪﾙﾅﾝﾊﾞｰは222”》

2/2 (日) クーラクーリアンテ
サンパレス

多田婚活副部会長

　　　　 外7名
男性40名・女性42名参加、7組成立
・スキルアップセミナー
・占い師4名による占いコーナー

新春公開講演会
「学びで輝く人生を！」

1/23 (木) ウェディングエルティ 282名
(非会員59名)

講師：女優・戸板女子短期大学
　　　客員教授　　　菊池 桃子 氏

青年部会

　献血活動 6/30 (日) ＭＡＸふくしま
北側駐車場

24名 ＯＢ3名　女性部会3名
受付者66名、献血者62名

　大笹生支援学校夏祭り 7/27 (土) 大笹生支援学校 22名 夏祭り縁日等の手伝い、部会員によ
る飲食ブース　ＯＢ2名　税務署2名

　卒業記念品贈呈式 9/13 (金) 大笹生支援学校 8名
（内卒業生3名）

大笹生支援学校生徒作成卒業記念品
（革製品）贈呈式

　タオル寄贈 10/28 (月) 伊達市
社会福祉協議会

1名 台風19号被害に伴う部会員の持ち
寄ったタオル　1,336枚寄贈

　チャリティ募金贈呈式 2/20 (木) 大笹生支援学校 10名 女性部会11名　税務署4名
その他4名
募金総額　431,646円

女性部会

　タオル寄贈 3/18 (水) 福島市
社会福祉協議会

塩﨑部会長
　　 　　他2名

部会員の持ち寄ったタオル
470枚寄贈

　図書カード寄贈 3/18 (水) 福島県立
聴覚支援学校

塩﨑部会長
　　　　 他2名

図書カード3万円分

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 6/4 (火) クーラクーリアンテ

サンパレス
会員等121名 懇親会

　視察研修 10/8 (火) 相双方面 千葉研修委員長
　　　　外15名

・福島ロボットテストフィールド
・東京電力廃炉資料館

　新春賀詞交歓会 1/23 (木) ウェディングエルティ 会員93名
支部「研修交流会」等
　川俣支部研修交流会 6/14 (金) 一期一会 支部会員等21名 懇親会
　保原支部研修交流会 6/28 (金) 割烹こばやし 支部会員等29名 懇親会
　国見支部研修交流会 7/9 (火) らいふぴあ 支部会員等32名 懇親会
　伊達市支部研修交流会 7/23 (火) アネックスひろせ 支部会員等24名 懇親会
　桑折支部研修交流会 7/31 (水) 仙台屋 支部会員等18名 懇親会
　国見支部「会員の集い」 2/4 (火) らいふぴあ 支部会員等23名 懇親会
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青年部会
　卒業コンペ・表彰式 5/19 (日) 福島カントリークラブ

益蔵
部会員11名
ＯＢ8名
表彰式のみ参加
2名

卒業部会員の記念コンペ・表彰式

　平成30年度卒業式・
　懇親会

5/20 (月) ザ・セレクトン福島 部会員50名
卒業部会員5名
ＯＢ16名
女性部会員2名
来賓8名

本年度卒業生8名

　献血活動慰労会 7/8 (月) ふりこ亭 部会員15名 社会貢献委員会合同開催
　研修会・懇親会 7/23 (火) ザ・セレクトン福島 部会員31名

ＯＢ9名
来賓7名

＊子ども食堂について
　　子ども食堂“てとて”
　　代表　　　　　　山田 李璃 氏
＊日本酒口座・唎酒
　　日本酒学会講師　関口 もえ 氏

　大笹生支援学校夏祭り
　慰労会

8/23 (金) 楽 部会員13名
ＯＢ1名
大笹生支援学校
10名

部会員、大笹生支援学校職員、父兄
との交流会

　会員親睦事業ＢＢＱ 9/7 (土) パセナカミッセ 部会員31名
ＯＢ12名
家族25名

部会員、家族、社員との親睦会

　勉強会 9/25 (水) コラッセふくしま
402会議室

部会員10名 野村証券㈱福島支店
　　　　　　　　　　　　小野寺尭大 部会員
　　　　　 　　　　　　 立川 貴世 氏

　品川法人会青年部会と
　の交流会及び福島県産
　品PR・販売

品川法人会館前 部会員11名 “しながわ宿場まつり”での福島県
産品ＰＲ・販売(9.28(土)～)

　品川事業（9/28・29）
　の慰労会

10/8 (火) だいだい 部会員16名 広報研修委員会合同開催

　ボウリング大会 1/27 (月) ラウンドワン福島 部会員14名 ボウリング大会
　新年会 1/27 (月) ザ・セレクトン福島 部会員42名

ＯＢ14名
女性部会4名
大笹生支援学校
3名
来賓4名

新年会

　会員研修旅行 東京・千葉方面 部会員9名
ＯＢ3名
女性部会1名

成田山新勝寺、羽田クロノゲート、
新国立競技場、日本オリンピック
ミュージアム　他

女性部会
　移動例会
　～相双法人会との
　　　　　　　　交流会～

6/17 (月) 相双方面
伝承霊魂祈念館
Ｊヴィレッジ　他

部会員15名
相双法人会10名

ＮＰＯ法人ハッピーロードネット
理事長　　　　　　 西本由美子 氏

　例会
　～納涼会～

8/22 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

部会員15名 懇親会

　例会
　～音楽鑑賞会～

9/16 (月) とうほうみんなの
文化センター

部会員19名 東儀秀樹・古澤　巌・ｃｏｂａ
「コンサートツアー2019」

　第2回広報委員会 12/2 (月) おりおり 部会員12名 忘年会
　第2回事業委員会 12/4 (水) 亀寿司 部会員12名 忘年会
　例会
　～新年会～

1/21 (火) ウェディングエルティ 部会員20名 新年会

　例会
　～会員スピーチ～

2/4 (火) おりおり 部会員23名 演題：「あの日から学んだもの」
講師：㈲おりおり　 横山りつ子 氏

青年・女性部会合同
コラボ事業慰労会

11/18 (月) 楽 青年部会7名
女性部会7名
外1名

懇親会

視察研修旅行
(優良申告法人部会主催)

10/29 (火) 栃木県 17名 錦秋の日光「中禅寺湖クルーズ」と
「湖畔ロケーション・フレンチ」の旅

9/28(土)
～29(日)

2/8(土)
～9(日)
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７．会員の福利厚生等に関する事業
第1回組織・厚生合同会議 8/29 (木) ウェディングエルティ 紺野委員長

引地委員長
　　　　外46名

《組織委員会》
・副委員長の選任について
・令和元年6月末現在組織の現況につ
  いて
・今後の組織拡大について
《厚生委員会》
・副委員長の選任について
・令和元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
・「想いをつないで50年『会員企業を
  守りたい』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 ≪大同生命保険・ＡＩＧ損害保険≫　　　(平成31年4月1日～令和2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31年度ビジネスガード推進状況 ≪ＡＩＧ侵害保険≫　　　(令和2年3月31日現在)

(3) がん保険制度推進状況 ≪アフラック生命保険≫　　　(令和2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　　　(令和2年3月31日現在)

 イ．経営者大型総合保障制度の加入状況 ≪大同生命保険≫

〃 シルバーコース ７社 １１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 １３社 ２２名

県　連 ２４５ ２１６ ８８．１

　　　　項目

単位会名

新規加入法人数

目標（社） 実績（社） 進捗率（％）

福　島 ４０ ３１ ７７．５

福　島 ２，７９５ ４２７ １５．３

県　連 １４，０５０ ２，０７３ １４．８

　　　　項目

単位会名

会員数（社）
（2.3.31）

加入会員数（社）
（2.3.31）

加入率（％）

県　連 １４，０５０ ２，８８１ ２０．５

項 目 2年3月末現在会員数(社) 加入法人数（社） 加入率（％）

福　島 ２，７９５ ６２９ ２２．５

県　連 ４７０ ４２９ ３０７ ７１．５

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 ６５ ６２ ４４ ７０．９

福　島 １７ ２３ １３５．２

県　連 ８８ ８２ ９３．１

項 目 目標（社） 実績（社） 達成率（％）

保 障 額 ４８４億９，８００万円

加 入 率 ２２．５％

加 入 件 数 １，９０４件

会 員 企 業 数 ２，７９５社

加 入 企 業 数 ６２９社

達 成 率 １３５．２％

新規企業加入目標 １７社

実 績 ２３社
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 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 ≪ＡＩＧ損害保険≫

 ホ．がん保険の加入状況 ≪アフラック生命保険≫

　　・令和2年3月末現在加入状況(昭和58年よりの累計)　　・平成31年4月～令和2年3月末新契約状況

 ヘ．痴ほう・介護保険

 ト．医療保険制度

契 約 企 業 数 ２０８社

加 入 件 数 １，９８１件

給 付 実 績 １１億１，７４２万円

加 入 件 数 １，５９７件

加 入 企 業 数 ４２７社 新 規 加 入 企 業数 ２３社

新 規 加 入 件 数 ９７件

加 入 企 業 数 １４社

加 入 件 数 １８件

加 入 企 業 数 １６３社

加 入 件 数 ４９１件

給 付 実 績 ６，２７３万円

保 障 額 ２，７００万円

会 員 企 業 数 ２，７９５社

加 入 件 数 ５件

加 入 件 数 ２８件

加 入 口 数 ７５口

加 入 企 業 数 ２５社

採 用 口 数 ９口

採 用 件 数 ６件
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【管理関係】

８．組織(令和2年3月末日現在)
(1)会員数　　　　　2,795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12名

　　　　 監事　3名

　　　(4)委員会(4)委員会

(5)部会

＜青年部会＞　部会長：伊藤　淳一　　役員数：33名　　部会員数：114名

＜女性部会＞　部会長：塩﨑　京子　　役員数：21名　　部会員数：47名

(6)上部団体役員

　　イ．東北六県法人会連合会理事：齋藤　高紀（会長)

　　ロ．一社)福島県法人会連合会　　

　　　　　役員　　理事（副会長）：齋藤　高紀（会長）　　理事：石本　　朗（副会長）

　　　　　　　　　理事：高橋　道信（副会長）　　　　　　監事：鈴木　武雄（監事）

　　　　　委　員　総務委員　石本　　朗　　　　　　　　　広報委員　高橋　道信

　　　　　　　　　組織委員　紺野　正雄　　　　　　　　　厚生委員　引地　正樹

　　　　　　　　　税制委員　齋藤　高紀、岸　　秀年　　　研修委員　千葉　政行

(7)事務局

　　　　　事務局長：土屋　光史　　主任：丹野千佳子　　職員：石川　真実

平成31年4月1日 令和2年3月31日
福 島 支 部 ５，６７６社 ２，１３０社 ２，１４２社 １２社
伊 達 市 支 部 ５３５社 ２４２社 ２４２社 ０社
桑 折 支 部 １８９社 ７９社 ８１社 ２社
国 見 支 部 １４６社 ８０社 ８０社 ０社
保 原 支 部 ３３９社 １４１社 １３７社 △４社
川 俣 支 部 ２４６社 １０６社 １０７社 １社
管 外 ６社 ６社 ０社
合 計 ７，１３１社 ２，７８４社 ２，７９５社 １１社

増減（  △）
会　員　数

支部名 稼働法人数

委員会名 委員長 副委員長 委員数

総務委員会 石　本　　　朗 三浦康伸、村山広一、桃井三夫 12名

組織委員会 紺　野　正　雄 最上　諭、樋口郁雄、菅野　晋、柴田和明 40名

税制委員会 岸　　　秀　年 宮崎泰明、菅野敦史 18名

広報委員会 高　橋　道　信 日下直哉、酒井良晃 11名

厚生委員会 引　地　正　樹 石河徳雄、丹野善一 19名

研修委員会 千　葉　政　行 佐藤真也、蒲倉久夫 15名

社会貢献活動委員会 齋　藤　義　博 福地雅人、多田恵造 36名
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９．表彰・受賞関係

(1)表彰【令和元年6月4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)

　　　吉川　　昭（福島ネオ工業㈱）　　三枝　通晃（サンヨー缶詰㈱）　　佐藤　雅己（福島寝装㈱）

≪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）

　　　吉川　　昭（福島ネオ工業㈱）　　柴田　和明（㈲アライブ）

≪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：鈴木　武雄(㈱ビジネスサポート)

　　　【受託会社（大同生命・ＡＩＧ）職員の部】　金賞：村島　　誠（大同生命福島営業所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀賞：阿部　洋子（　　　　〃　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅賞：村上　由貴（　　　　〃　　　　）

(2)受賞

　　　≪納税功労表彰≫

　　【仙台国税局長表彰】　令和元年11月7日(木)

　　　　　　紺野正雄理事　　　紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

〔団体功労表彰〕

　≪公益財団法人全国法人会総連合会長表彰【令和元年6月25日】≫

　　【単位会役員表彰】全法連表彰規程第2条第4項第1号

　　　千葉　政行副会長

　≪東北六県法人会連合会長表彰【令和元年6月25日】≫

　　【会員増強功労者表彰】東北六県連表彰規程第4条

　　　樋口　郁雄監事（福島信用金庫）　　紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

　　【永年在任役員表彰】東北六県連表彰規程第3条1項

　　　福地　雅人理事　　桃井　三夫理事

　≪一般社団法人福島県法人会連合会長表彰【令和元年6月25日】≫

　　【役員・委員として寄与された功績】

　　　吉川　　昭前会長

　　【会員増強功労】表彰規程第4条第1号

　　　樋口　郁雄監事（福島信用金庫）　　紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

　　【単位会役員功労】表彰規程第3条

　　　佐藤　司副会長　　丹野　善一副会長　　蒲倉　達也理事　　塩﨑　京子理事

　　【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：鈴木　武雄監事(㈱ビジネスサポート)

　　　【受託会社職員の部(大同生命)】　金賞：村島　　誠　　銀賞：阿部　洋子　　銅賞：村上　由貴
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10．諸会議

本　　会

第7回通常総会 6/4 (火) クーラクーリアンテ
サンパレス

来賓10名
会員1195名
(内委出席
　　　1044社)

報告事項
　1)平成30年度事業報告の件
　2)令和元年度事業計画報告の件
　3)令和元年度収支予算報告の件
決議事項
　1)平成30年度決算報告承認の件
　2)任期満了に伴う役員選任案承認
　　の件

理事会等
　第1回正副会長会議 5/7 (火) ザ・セレクトン福島 吉川会長

副会長11名
業務執行体制及び役員選任について

　30年度監査会 5/8 (水) 法人会事務所会議室 監事2名 平成30年度収支決算等監査
　第1回理事会 5/14 (火) ウェディングエルティ 理事34名

監事1名
(1)第7回通常総会提出議案の審議
・平成30年度事業経過報告承認の件
・平成30年度収支決算承認の件
(2)任期満了に伴う役員候補者につい
　 て

　第2回理事会 6/4 (火) クーラクーリアンテ
サンパレス

理事46名
監事2名

・会長(代表理事)選定の件
・副会長、専務理事(兼務執行理事)
　選任の件

　第2回正副会長会議 6/21 (金) ザ・セレクトン福島 齋藤会長
副会長6名

・正副会長の役割・在り方いついて
・事務局強化策・処遇等について

　第1回
　役員・委員合同会議

9/20 (金) クーラクーリアンテ
サンパレス

来賓3名
役員・委員60名

・今年度事業・委員会活動について
・会員拡大について

　会長・総務委員長
　打合せ

11/1 (金) ラヴィバレ一番丁 齋藤会長
石本総務委員長

・事務局強化策
・県連、福島法人会の事務局体制に
　ついて

　第3回正副会長会議 11/5 (火) ウェディングエルティ 齋藤会長
副会長9名

・事務局強化策
・県連、福島法人会の事務局体制に
　ついて

　第3回理事会 11/5 (火) ウェディングエルティ 理事33名
監事3名

・代表理事等の職務執行状況の報告
・会員増強について

　第4回正副会長会議 12/24 (火) ザ・セレクトン福島 齋藤会長
副会長11名

・県連・福島の事務局体制について
・事務局処遇等について

　第2回
　役員・委員合同会議

1/23 (木) ウェディングエルティ 役員・委員60名 ・令和元年度会員増強月間の結果報
　告並びに報奨金の授与
・令和元年度納税表彰受彰者への記
　念品贈呈
・税制改正提言活動内容報告

　第5回正副会長会議 3/23 (月) コラッセふくしま
交流サロン

齋藤会長
副会長8名
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：
伊藤青年部会長
塩﨑女性部会長

・令和2年度事業計画並びに予算につ
　いて
・各規程の改訂について
・台風19号等被害に対する見舞金に
　ついて
・県連ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ答申に係る県連
　会議結果について
・事務局運営について
・次年度青年部会、女性部会への補
　助金について

　第4回理事会 3/26 (木) ザ・セレクトン福島 理事36名
監事1名

・令和2年度事業計画(案)承認の件
・令和2年度収支予算(案)承認の件
・全法連・東北六県該当者承認の件
・各規程改定(案)承認の件
・第8回通常総会について
・報告事項
　　代表理事・業務執行理事の職務
　　執行状況報告

委員会
　第1回総務委員会 5/10 (金) 法人会事務所会議室 齋藤委員長

　　　　 外6名
平成31年度第1回理事会提出議案の審理
1)平成30年度事業報告について
2)平成30年度収支決算について

　第1回組織委員会 10/2 (水) クーラクーリアンテ
サンパレス

紺野委員長
　　　　外15名

・副委員長の追加選任について
・今後の会員拡大について
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　第2回総務委員会 2/13 (木) 法人会事務所会議室 齋藤委員長
　　　　 外6名

・副委員長の選任について
・県連表彰規程に基づく受賞者選定
　の件
・東北六県連表彰規程に基づく受賞
　者選定の件
・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 3/23 (月) コラッセふくしま
交流サロン

石本委員長
　　　　 外9名

第4回理事会提出議案の審議
1)令和2年度事業計画について
2)令和2年度収支予算について
3)各規程の改訂について

支　　部

研修交流会
　川俣支部研修交流会 6/14 (金) 一期一会 支部会員等21名 ・事業報告

・役員選任について
　保原支部研修交流会 6/28 (金) 保原町産業振興会館 支部会員等29名 ・事業報告等

・役員選任について
　国見支部研修交流会 7/9 (火) 国見町商工会館 支部会員等33名 ・今年度の支部事業について

・役員選任について
　伊達市支部研修交流会 7/23 (火) アネックスひろせ 支部会員等26名 ・支部事業報告について

・役員選任について
　桑折支部研修交流会 7/31 (水) 仙台屋 支部会員等23名 ・事業報告について

・役員選任について
役員会
　国見支部第1回役員会 4/17 (水) 国見町商工会館 佐藤支部長

　　　　 外6名
・任期満了に伴う国見支部役員改選
　について
・支部事業について
・支部研修交流会について

　桑折支部第1回役員会 4/23 (火) 桑折町商工会館 渋谷支部長
　　　　 外4名

・任期満了に伴う桑折支部役員選任
　について
・支部の事業について
・支部研修交流会について

　桑折支部第2回役員会 6/27 (木) 桑折町商工会館 藤倉副支部長
　　　　 外3名

・桑折支部役員選任について
・支部研修交流会について

　桑折支部第3回役員会 9/27 (金) 桑折町商工会館 藤倉支部長
　　　　 外4名

・税金クイズinふくしまバーガーサ
　ミットについて
・会員増強について

　国見支部第2回役員会 12/20 (金) 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　　 外5名

・「会員の集い」について
・義経まつり(税金クイズ)の報告に
　ついて
・会員増強について

青年部会

第1回広報研修委員会 4/8 (月) 呑楽里 藤井部会長
　　　　外16名

(1)第7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1回社会貢献委員会 4/11 (木) 呑楽里 藤井部会長
　　　　外15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
(3)卒業生ＤＶＤについて

第1回交流親睦委員会 4/18 (木) 呑楽里 藤井部会長
　　　　 外8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1回税制委員会 4/22 (月) 楽 藤井部会長
　　　　外12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

平成30年度第5回役員会 5/13 (月) ザ・セレクトン福島 藤井部会長
　　　　外19名

(1)平成30年度事業経過報告並びに収
　 支決算承認の件
(2)令和元年度事業計画(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
(4)研修交流会及び卒業式について
(5)会員増強について

第2回社会貢献委員会 5/14 (火) Ｔｗｏ Ｆａｃｅ 藤井部会長
　　　　外12名

第1回献血活動(1.6.30)について

第7回研修交流会 5/20 (月) ウェディングエルティ 伊藤部会長
　　　　外54名

(1)平成30年度事業経過並びに収支決
　 算承認の件
(2)令和元年度事業計画(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の件
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令和元年度第2回役員会 5/27 (月) クーラクーリアンテ
サンパレス

伊藤部会長
　　　　外15名

(1)承認事項
①当部会における福島法人会委員会
　委員承認について
②当部会における性連協役員推薦承
　認について
(2)今年度事業について

第2回交流親睦委員会 6/12 (水) 和食れん 伊藤部会長
　　　　 外8名

(1)ファミリーＢＢＱ について
(2)スポーツ体験会について
(3)租税教室担当校について

第2回広報研修委員会 6/26 (水) 笑夢 伊藤部会長
　　　　外11名

(1)品川法人会との交流会について
(2)租税教室について
(3)勉強会について

第2回税制委員会 7/2 (火) 楽 伊藤部会長
　　　　外12名

(1)研修会について
(2)租税教室担当校について

第3回社会貢献委員会 7/8 (月) ふりこ亭 伊藤部会長
　　　　外12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)大笹生支援学校夏祭りについて

第3回役員会 7/12 (金) クーラクーリアンテ
サンパレス

伊藤部会長
　　　　外16名

(1)各委員会担当事業について
①ファミリーＢＢＱについて
　(交流親睦)
②スポーツ体験会について
　(交流親睦)
③研修会について(税制)
④品川法人会との交流会について
　(広報研修)
⑤第１回献血活動について
　(社会貢献)
(2)租税教室担当校について

「品川法人会青年部会との
交流会及び福島県産品PR・
販売」打合せ

7/16 (火) 楽 伊藤部会長
　　　　外13名

租税教室打合せ 7/17 (水) 法人会事務所会議室 3名 租税教室について
三役打合わせ 7/17 (水) 法人会事務所会議室 伊藤部会長

　　　　 外6名
今後の事業について

「品川法人会青年部会との
交流会及び福島県産品PR・
販売」打合せ

8/19 (月) ふりこ亭 伊藤部会長
　　　　外10名

最終打合せ

福島税務署表敬訪問 8/23 (金) 福島税務署 伊藤部会長
　　　　 外5名
女性部会4名

ＢＢＱ打合せ 9/3 (火) パセナカミッセ 2名 ＢＢＱについて
第3回税制委員会 10/1 (火) ｋｕ楽ｒｉ 伊藤部会長

　　　　 外8名
(1)コラボ事業“税金ＧＯ！”について
(2)租税教室について

第4回社会貢献委員会 10/4 (金) パステリアＢｕｕ 伊藤部会長
　　　　外11名

(1)第2回献血活動について
(2)租税教室について

第3回広報研修委員会 10/8 (火) だいだい 伊藤部会長
　　　　外13名

(1)全国青年の集い「大分大会」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4回役員会 10/11 (金) ウェディングエルティ 伊藤部会長
　　　　外11名

(1)各委員会担当事業の報告について
(2)各委員会今後の事業活動について
(3)県青連協第27回会員研修会「郡山
　 大会」について
(4)租税教室について

部会長・直前・顧問会議 10/15 (火) だいだい 伊藤部会長
　　　　 外4名

次期部会長について

第3回交流親睦委員会 10/21 (月) 香り家 伊藤部会長
　　　　外10名

(1)ファミリーＢＢＱの報告について
(2)パラスポーツ体験会について
(3)新年会について

広報研修正副委員長会 11/12 (火) 精華苑 伊藤部会長
　　　　 外6名

会員研修旅行について

第5回役員会 12/3 (火) きち傳 伊藤部会長
　　　　外28名

(1)事業報告について
(2)今後の事業活動について

交流親睦正副委員長会 1/8 (水) ふりこ亭 伊藤部会長
　　　　 外7名

新年会詳細について

令和2年度第1回三役会 2/14 (金) 法人会事務所会議室 伊藤部会長
　　　　外10名

(1)次期役員体制について
(2)事業について

令和2年度第1回役員会 3/16 (月) コラッセふくしま
交流サロン

伊藤部会長
　　　　外24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
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女性部会

第1回三役会 4/17 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外5名

(1)平成31年度組織について
(2)平成31年度事業について

第1回役員会 5/15 (水) ウェディングエルティ 塩﨑部会長
　　　　外17名

(1)研修交流会提出議案
①平成30年度事業経過並びに収支決
  算報告の件
②令和元年度事業計画（案)並びに収
  支予算(案)承認の件
③任期満了に伴う役員選任の件
(2)第7回研修交流会役割分担について
(3)事業について

第7回研修交流会 5/29 (水) ウェディングエルティ 塩﨑部会長
　　　　外20名

第1号議案
　平成30年度事業経過並びに収支決
　算報告の件
第2号議案
　令和元年度事業計画(案)並びに収
　支予算(案)承認の件
第3号議案
　任期満了に伴う役員選任の件

第1回事業委員会 6/12 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外9名

(1)今年度担当事業について
(2)租税教室担当校について

第1回広報委員会 6/13 (木) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　外12名

(1)今年度担当事業について
(2)租税教室担当校について

第2回三役会 7/2 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外5名

今年度事業について

第1回正副部会長会 7/19 (金) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外2名

(1)納涼会について
(2)郡山大会について

聴覚支援学校との打合せ 7/19 (金) 福島県立
聴覚支援学校

塩﨑部会長
　　　　 外2名

交流会について

福島税務署表敬訪問 8/23 (金) 福島税務署 塩﨑部会長
　　　　 外3名
青年部会6名

表敬訪問

第1回移動租税教室打合せ 8/29 (木) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外3名

移動租税教室について

第2回移動租税教室打合せ 10/11 (金) おりおり 塩﨑部会長
　　　　 外4名
青年部会1名

移動租税教室について

第2回正副部会長会 11/19 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　外11名

(1)平成30年度事業について
(2)租税教室担当校について

第2回広報委員会 12/2 (月) おりおり 塩﨑部会長
　　　　外11名

(1)今年度担当事業報告並びに今後の
   事業
(2)租税教室について
(3)設立30周年記念事業について

　

第2回事業委員会 12/4 (水) 亀寿司 塩﨑部会長
　　　　外11名

(1)今年度担当事業報告並びに今後の
   事業
(2)租税教室について
(3)設立30周年記念事業について

第3回正副部会長会 12/2 (月) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外3名

(1)今年度上半期事業の報告について
(2)今後の事業予定について
(3)租税教室について
(4)設立30周年記念事業について

第2回役員会 12/12 (木) コラッセふくしま
小研修室

塩﨑部会長
　　　　外15名

(1)今年度上半期事業の報告について
(2)今後の事業予定について
(3)租税教室について
(4)設立30周年記念事業について

租税教室打合せ 1/15 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外4名

保育園租税教室打合せ

新年会打合せ 1/20 (月) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外3名

新年会について

第1回実行委員会 1/28 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外6名

設立30周年記念事業について

第1回会報編集会議 2/7 (金) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外6名

会報編集

第2回会報編集会議 3/3 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外4名

会報編集

第2回実行委員会 3/18 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外5名

設立30周年記念事業について
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11．その他会議等

　　　1【一般社団法人福島県法人会連合会】

平成30年度監査会 5/20 (月) 法人会事務所会議室 鈴木監事

第1回総務委員会 5/22 (水) 法人会事務所会議室 齋藤総務委員長

第1回正副会長会議 5/24 (金) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤副会長

第1回理事会 5/24 (金) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤副会長
鈴木監事

第1回税制委員会 6/13 (木) ザ・セレクトン福島 吉川税制委員長

第6回通常総会 6/25 (火) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 吉川前会長　外4名

AIG損保ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾄﾞﾌｫｰｶｽ県連推進会議 7/30 (火) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 引地厚生委員長

第1回組織・厚生合同委員会 8/27 (火) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 紺野組織委員長、
引地厚生委員長

経営者大型総合保障制度特別推進会議 9/12 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長、伊藤青年部会長

第1回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 9/26 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 高橋副会長

第3回理事会 9/26 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 高橋副会長

第2回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 11/13 (水) コラッセふくしま
302小会議室

高橋副会長

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ副ﾘｰﾀﾞｰと福島法人会との打合せ 11/26 (火) ラヴィバレ一番町 齋藤会長、石本副会長、
高橋副会長

事務局会議 1/9 (木) ゆもとや 土屋事務局長、丹野主任

第3回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 2/6 (水) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 高橋副会長

第4回理事会 2/6 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長　外3名

新春賀詞交歓会 2/6 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長　外3名

第2回組織・厚生合同委員会 2/17 (月) 磐梯熱海温泉
ホテル「華の湯」

紺野組織委員長、
引地厚生委員長

第2回総務委員会 2/20 (木) 法人会事務所会議室 石本総務委員長

第2回正副会長会議 3/12 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長

第5回理事会 3/12 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長

　　　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 6/21 (金) 須賀川市
ホテル虎屋

藤井部会長　外4名

第2回役員会 9/3 (火) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ本館

伊藤部会長　外4名

第27回会員研修会「郡山大会」
演題：「やってみる」から、はじめよう
　　　～風船で目指す新しい宇宙開発
講師：㈱岩谷技研　代表取締役　岩谷 圭介 氏

10/25 (金) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ本館

伊藤部会長　外11名

第3回役員会 2/26 (水) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ

伊藤部会長　外4名

福島県青年部団体連絡協議会
第11回特別講演会・名刺交換会

2/26 (水) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ

伊藤部会長　外2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 7/2 (火) ウェディングエルティ 塩﨑部会長　外5名

第2回役員会 9/11 (水) 磐梯熱海温泉
ホテル「華の湯」

塩﨑部会長　外3名

第19回会員研修会「郡山大会」
演題：「令和の鶴と亀」
講師：福聚寺住職、作家　玄侑 宗久 氏

10/16 (水) 磐梯熱海温泉
「ホテル華の湯」

塩﨑部会長　外11名

第3回役員会 2/12 (水) ザ・セレクトン福島 塩﨑部会長　外2名

第12回「税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ」審査会 2/12 (水) ザ・セレクトン福島 塩﨑部会長

　　　2【東北六県法人会連合会】

令和元年度定時理事会 6/17 (月) 仙台市
仙台国際ホテル

吉川前会長

令和元年度事務職員研修会 10/18 (金) 仙台市
仙台青葉ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

土屋事務局長　外1名

令和元年度運営協議会 11/21 (木) 仙台市
江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

齋藤会長　外2名
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　　　3【全国法人会総連合】

第1回税制委員会 7/24 (水) 東京
全法連会館

齋藤会長

第2回税制委員会 9/5 (木) 東京
全法連会館

齋藤会長

令和2年度税制セミナー 2/12 (水) 東京
ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京

齋藤会長

第3回税制委員会 2/13 (木) 東京
全法連会館

齋藤会長

　　　4【その他・慶弔含む】

本　　会

副会長会議 4/9 (火) ザ・セレクトン福島 副会長10名

酒田五郎理事ご母堂様通夜・告別式 4/16 (火) こころ斎苑松川 齋藤義博副会長

吉川会長受章祝賀会打合せ 4/18 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

土屋事務局長

吉川会長受章祝賀会 4/25 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

土屋事務局長

ふくしん会講演会 7/3 (水) ウェディングエルティ 齋藤会長、土屋事務局長

ふくしまバーガーサミットin桑折説明会 9/18 (水) 桑折町商工会 澁谷職員

ザ・セレクトン福島新会社設立祝賀会 5/22 (水) ザ・セレクトン福島 吉川前会長

東北税理士会福島支部定期総会 6/26 (水) ザ・セレクトン福島 齋藤会長

多田憲司理事ご尊父様通夜・告別式 9/17 (火) こころ斎苑黒岩 土屋事務局長、丹野主任

高橋慎一理事ご母堂様告別式 9/19 (木) こころ斎苑福島中央 澁谷職員

紺野正雄副会長ご尊父様通夜・告別式 11/7 (木) けんみん葬祭
御山ホール

澁谷職員

青年部会

多田憲司副委員長ご尊父様通夜・告別式 9/17 (火) こころ斎苑黒岩 丹野主任

芳賀眞部会員ご尊父様告別式 9/25 (水) こころ斎苑福島西 伊藤部会長

女性部会

多田憲司氏ご尊父様通夜・告別式 9/17 (火) こころ斎苑黒岩 丹野主任

斎藤可子部会員通夜・告別式 12/19 (木) こころ斎苑黒岩 丹野主任
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