
出席者 講　　　師

25. 4.18 郡山市民文化センター 177名 郡山税務署法人課税部門

25. 5.17 郡山法人会館 20名 郡山税務署法人課税部門

25. 6.14 南東北総合卸センター 69名 郡山税務署法人課税部門

25. 8.21 南東北総合卸センター 66名 郡山税務署法人課税部門

25.10.23 南東北総合卸センター 64名 郡山税務署法人課税部門

25.11.20 郡山法人会館 25名 郡山税務署法人課税部門

25.12.13 南東北総合卸センター 44名 郡山税務署法人課税部門

26. 2.10 南東北総合卸センター 25名 郡山税務署法人課税部門

出席者 内　　容

25. 5.13 福島県法人会連合会 － 税制改正要望事項を提出

25.10. 3 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森 3名
東レ経営研究所 特別顧問
　佐々木　常夫　氏

25.10.18 郡山法人会館 3名
税理士会郡山支部長へe-
Tax利用推進要望書を提出

25.11. 1 会員企業 9件
e-tax利用についてのアン
ケートの実施

発行期日 号　　数

＊消費税率引き上げに伴う経過措置・転嫁法あらまし

新設法人税務研修会

Ⅰ　公益事業

＊復興財源確保法

＊法人税の主な改正点

開催日 場　　所

＊就業規則の具体的な改正法

＊ビジネス常用語・尊敬語

＊印紙税の非課税範囲が拡大されました

＊税務調査の手続きが変わりました

　①月刊“法人こおりやま”の発行

25. 5. 1

25. 6. 1

＊気づく力を養い行動につなげるには

部　　数

25. 4. 1

＊お金をかけずにやるコストダウン

＊印紙税の軽減措置の延長及び拡充等

＊トップセールス

＊平成25年度税制改正の主な変更点

＊山本覚馬の随所作主の行き方

＊役員給与を考える

１．税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業（公益事業１）

主　要　記　事

3.4月決算申告説明会

5.6月決算申告説明会

7.8月決算申告説明会

新設法人税務研修会

平成26年度税制改正要望
事項提出

9.10月決算申告説明会

　　　<税の広報活動>

1.2月決算申告説明会

11.12月決算申告説明会

＊脳の老化を防ぐトレーニング

25. 7. 1 3500部

第419号

場　　所

3500部

第420号

　　（１）本　会

件　　名

第418号 3500部

第421号

＊彼岸と比岸の分水嶺

法定調書のe-Tax利用推進
要望書

＊集客力を上げる

＊Eメールの流儀

＊好景気到来に向けて積極的な販促を

＊消費税率引き上げに伴う経過措置について

3500部

      平成25年度事業報告

　　　<税務・税知識の普及事業>

　　　<税制提言・納税意識の高揚事業>

全国法人会「青森大会」

e-tax利用についての
アンケート

件　　名 開催日



発行期日 号　　数

26. 3. 1 第429号 3500部

＊今こそ顧客の心を動かす接客サービスを

＊会計を経営判断の指針とせよ

＊勝機をつかむための発想転換法

＊SNS活用のエチケット

主　要　記　事

＊法定調書のｅ-Taxによる提出について

＊税を考える週間について

＊部下を育て戦力化する要諦

部　　数

＊給与所得と所得税制及び復興特別所得税のしくみ


＊平成２６年度税制改正へ 法人会は提言する

＊４つのPが明確な繁盛店

3500部

＊消費税法改正のお知らせ

＊何が何でも黒字達成

＊中小法人の交際費課税の改正

3500部

＊ゴルフ場利用税の話題

3500部第422号

25. 9. 1

＊瀬戸内オリーブネットワーク構築を目指して

＊三本の矢で射抜き通す商売のやり方

　②季刊“ほうじん”の配布

26. 1. 1

＊経営者個人保障制度とその改善動向

＊給与所得者の確定申告について

＊自動車関連税制は増税あり減税あり
3500部第428号

3500部

3500部第426号25.12. 1

第425号

第427号 3500部

26. 2. 1

第423号

第424号25.10. 1

＊NISAの非課税措置

　　　　(公財）全国法人会総連合の季刊紙“ほうじん”を会員に３ヶ月１年４回配付。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　総部数　14,000部

＊人材から人財へ部下力の磨き方

＊会社経営は一人ではできない

＊消費税法改正等のお知らせ

25. 8. 1

＊功を奏する提案型営業の基本

＊福島県独自の税制提言

＊中村天風の教えに学ぶ思考が人生を作る

＊国内設備投資額の増加の場合の特別償却又は特別控除

＊消費税法改正等のお知らせ

＊教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

＊太陽光発電設備の設置・売電とグリーン投資減税

25.11. 1

＊体は心のマネをする

＊成長の秘密は顧客・社員との信頼に基づく絆づくり

＊数学頭の作り方・算数が仕事を変える

＊増税ばかりではない相続税の改正
　



出席者 講　　　師

25. 5.24 辰巳屋 29名 郡山税務署法人課税部門

25. 5.28 西田屋本店 21名 郡山税務署法人課税部門

25. 6. 3 八文字屋 18名 郡山税務署法人課税部門

出席者 講　　　師

税に関する標語に応募の

あった883作品から8点選出

元NHKアナウンサー

　　堀　　潤　氏

㈱アクセルミュージック

　　エンターテイメント

　吉川　晃司　氏

25.11.29 朝日が丘小学校 146名 青年部会員担当

25.12. 5 安積第三小学校 82名 青年部会員担当

25.12. 6 河内小学校 2名 青年部会員担当

25.12.10 夏井第一小学校 12名 青年部会員担当

26. 1.15 安子島小学校 10名 青年部会員担当

26. 1.16 喜久田小学校 44名 青年部会員担当

26. 1.17 安積第二小学校 23名 青年部会員担当

26. 1.22 桃見台小学校 53名 青年部会員担当

26. 1.23 芳賀小学校 100名 青年部会員担当

26. 1.27 小野新町小学校 60名 青年部会員担当

26. 2. 5 船引南小学校 26名 青年部会員担当

出席者 講　　　師

25. 4.11
ウェスティンナゴヤ
キャッスル

6名
ｴﾚｶﾞﾝﾄ･ﾏﾅｰｽｸｰﾙ学院長
　平林　都　氏

25.10.15 郡山法人会館 8名
小学生の税に関する絵はが
きの審査

25.10.23
スパリゾート
ハワイアンズ

16名
常磐興産㈱代表取締役会長
　斎藤　一彦　氏

税に関する絵はがき 税に関する絵はがきに応募

　　　コンクール表彰式 のあった465作品から10点

を選出

25.12. 3 富田小学校 3名 女性部会員担当

25.12.12 守山小学校 3名 女性部会員担当

25.12.17 行健小学校 3名 女性部会員担当

26. 1.16 芦沢小学校 3名 女性部会員担当

26. 1.24 ザベリオ小学校 3名 女性部会員担当

租税教室

租税教室

租税教室

租税教室

租税教室

件　　名

　　（２）支　部

租税教室

租税教室

租税教室

租税教室

租税教室

租税教室

租税教室

開催日 場　　所

開催日 場　　所

租税教室

租税教室

租税教室

　　（４）女性部会

件　　名

全国女性フォーラム
「愛知大会」

県法連 女連協会員研修会
「いわき大会」

小学生の税に関する絵
はがきコンクール審査会

租税教室

25.11.14 郡山法人会館 5名

3名

小学生の税に関する標語
の表彰式

「広島大会」

税制改正について

開催日 場　　所

県法連 青連協会員研修会
　　

の審査会

税制改正について

小学生の税に関する標語

「白河大会」

25.11.14 郡山法人会館 4名 青年部会員担当

25.11. 7
　　～9

広島グリーンアリーナ

25.10.16

25.10.28

7名

ホテルサンルート白河 10名

件　　名

税制改正について

　　（３）青年部会

全国青年の集い

郡山法人会館



出席者 講　　　師

25. 6.19 郡山法人会館 34名
社会保険労務士
　假谷 美香　氏

25. 7.18 郡山法人会館 24名
ナレッジフォースパートナーズ
　藤原 敬行　氏

25.10. 4
郡山ビューホテル
アネックス

6名 経営道場講師打ち合わせ

25.10.23 郡山法人会館 11名
税理士
　佐藤 達夫　氏

25.10.24 郡山法人会館 8名 ㈱ブレーン選任講師

25.11.06 郡山法人会館 11名
㈱内藤工業所
　内藤 清吾　氏

25.11.19 郡山法人会館 10名
㈲マーケティングプラウド
　小杉 治　氏
㈱岡部　岡部弘幸氏
㈱エスビー商会　佐藤克敏氏
㈱福豆屋　小林裕子氏
㈱太陽興産　藤田弘美氏

25.11.21 郡山法人会館 24名
税理士
　星　叡　氏

25.11.22 郡山法人会館 11名
郡山信用金庫
　有馬　賢一　氏

26. 2.19 郡山法人会館 10名
税理士
　星　叡　氏

出席者 講　　　師

25. 6. 5
郡山ビューホテル
アネックス

223名
元第29代航空幕僚長
　田母神　俊雄　氏

26. 1.23
郡山ビューホテル
アネックス

62名
ジャーナリスト
　長谷川　幸洋　氏

東日本大震災に思う、日
本再興のために今何をす
べきか？

激動する政局のゆくえ

２．地域企業の健全な発展に資する事業（公益事業２）

営業担当者のための実践
型プレンゼンテーション

　　　　①研修会

経営道場

経営道場講師
打ち合わせ会

総務担当者に期待される
役割と基礎実務

　　　　②講演会

件　　名 開催日 場　　所

word・excelを使い最強
の雛形を作る

消費税引き上げのポイン
トと実務対応

経営道場

経営道場

経理会計に必要な税務の
実務知識

件　　名

経営道場 15名

開催日

　　（１）本　会

場　　所

25.11.20 郡山法人会館

営業担当セミナーお客様
の心を聞け

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 148 215 218 256 344 216 238 219 227 208 228 224 2741

一般ログイン数 5 4 3 6 8 2 7 3 4 2 2 2 48

会員ログイン数 57 59 65 73 88 54 63 51 58 49 52 68 737

　　　　　　貸出し件数：６件

　　　　③インターネットセミナー（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

　　　　④ガイガーカウンター（放射線測定器）の貸出し

　　　　　　会員企業へのサービスとして、ガイガーカウンター３個常備し

　　　　　　無料貸出しを行った。

[*アクセス数・・コンテンツの見られた数　一般ログイン数・・利用した一般数]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員ログイン数・・利用した会員数



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 148 215 218 256 344 216 238 219 227 208 228 224 2741

一般ログイン数 5 4 3 6 8 2 7 3 4 2 2 2 48

会員ログイン数 57 59 65 73 88 54 63 51 58 49 52 68 737

　　　　　　貸出し件数：６件

　　　　③インターネットセミナー（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

　　　　④ガイガーカウンター（放射線測定器）の貸出し

　　　　　　会員企業へのサービスとして、ガイガーカウンター３個常備し
　　　　　　無料貸出しを行った。

[*アクセス数・・コンテンツの見られた数　一般ログイン数・・利用した一般数]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員ログイン数・・利用した会員数



出席者 講　　　師

25. 7. 9 かわらや旅館 21名
田村市長
　冨塚　宥暻　氏

25.10. 9
小野町勤労青少年
ホーム

95名
郡山信用金庫　理事長
　有馬　賢一　氏

25.11.26
ウェディングプラ
ザ丸美

130名
フリーアナウンサー
　遠藤　泰子　氏

25.12.04 八文字屋 20名
三春町長
　鈴木　義孝　氏

26. 2.14 栄楽館 36名
田村市長
　冨塚　宥暻　氏

26. 3.27 かわらや旅館 16名
田村市長
　冨塚　宥暻　氏

出席者 講　　　師

25.12.23 郡山法人会館 14名
ﾁｬﾘﾃｨｰﾐｭｰｼﾞｯｸｿﾝ募金活動を郡山
駅前で行った。

出席者 講　　　師

25. 5.22
郡山ビューホテル
アネックス

25名
演題：「税務行政」
講師：郡山税務署 署長
　　　吉田　悟 氏

26. 3.27 郡山法人会館 20名
ホテル、スーパー等10個募金箱
設置　117,178円贈呈

経済時事(景気)と金融

三春町政について

　　（１）支部講演会

全体例会　講演会

骨髄バンク推進協議会
郡山支部へ募金贈呈

３．地域社会への貢献を目的とする事業（公益事業３）

あったかいことばで話
したい

件　　名

　　（２）青年部会

平成26年度の田村市に
おける大越地区の位置
づけについて

開催日

場　　所

場　　所

田村市政について

田村市(大越地区)の情
勢について

件　　名

件　　名 開催日 場　　所

チャリティー募金活動

　　（３）女性部会

開催日



開催日 場　　所 出席者

25.11.13 郡山ゴルフ倶楽部 20名

26. 1.23
郡山ビューホテル
アネックス

53名

　２．健康診断

　　　　　　　　　　　　　　　合　計　４６件

親睦ゴルフコンペ 会員交流のためのゴルフコンペ

　　　　　ＰＥＴ健診ゴールドコース　　３５件　

　　　　　ＰＥＴ健診シルバーコース　　　４件　

　　　　　人間ドック（1泊2日）コース　　２件

　　　　　人間ドック（１日）コース　　　３件

　　　　　人間ドック（半日）コース　　　２件

Ⅱ　共益事業

賀詞交歓会 会員交流のための新年会

　１．事業関係

件　　名 内　　容

（１）総会・役員会

会　　議　　名 開催日 場　　所 出　席　者

田村支部役員会 25. 4.18 船引町商工会館 ９名

小野支部役員会 25. 4.19 小野町商工会館 ７名

三春支部役員会 25. 5. 2 三春町文化伝承館 ９名

田村支部報告会 25. 5.24 辰巳屋 ２８名

小野支部報告会 25. 5.28 西田屋本店 ２２名

三春支部報告会 25. 6. 3 八文字屋 １８名

小野支部正副支部長会議 25. 7.18 小野町商工会館 ３名

三春支部役員会 25. 7.29 三春まちづくり公社 １０名

田村支部役員会 25. 8. 6 船引町商工会館 １０名

小野支部役員会 25. 8.28 小野町商工会館 ６名

三春支部役員会 25.11. 5 三春まちづくり公社 ９名

田村支部役員会 25.11.15 船引町商工会館 ２名

小野支部役員会 26. 1.22 小野町商工会館 ６名

田村支部役員会 26. 1.30 羽生 １０名

田村支部会員拡大推進結果報告会 26. 3.14 牛舎 ５名

（２）会員交流事業

会　　議　　名 開催日 場　　所 出　席　者

三春支部視察研修会 25.10. 3 小江戸川越方面 ４５名

田村支部新年会 26. 2.14 栄楽館 ３６名

　３．支部関係



（１）総会・役員会

会　　議　　名 開催日 場　　所 出　席　者

田村支部役員会 25. 4.18 船引町商工会館 ９名

小野支部役員会 25. 4.19 小野町商工会館 ７名

三春支部役員会 25. 5. 2 三春町文化伝承館 ９名

田村支部報告会 25. 5.24 辰巳屋 ２８名

小野支部報告会 25. 5.28 西田屋本店 ２２名

三春支部報告会 25. 6. 3 八文字屋 １８名

小野支部正副支部長会議 25. 7.18 小野町商工会館 ３名

三春支部役員会 25. 7.29 三春まちづくり公社 １０名

田村支部役員会 25. 8. 6 船引町商工会館 １０名

小野支部役員会 25. 8.28 小野町商工会館 ６名

三春支部役員会 25.11. 5 三春まちづくり公社 ９名

田村支部役員会 25.11.15 船引町商工会館 ２名

小野支部役員会 26. 1.22 小野町商工会館 ６名

田村支部役員会 26. 1.30 羽生 １０名

田村支部会員拡大推進結果報告会 26. 3.14 牛舎 ５名

（２）会員交流事業

会　　議　　名 開催日 場　　所 出　席　者

三春支部視察研修会 25.10. 3 小江戸川越方面 ４５名

田村支部新年会 26. 2.14 栄楽館 ３６名

　３．支部関係



◎ 部 会 長

◎ 直 前 部 会 長

◎ 副 部 会 長

◎ 幹 事

上田　大輔〈大同生命保険㈱〉

橋本　浩一〈㈱中央会計センター〉

榎本　信一〈㈲マルホン包装〉　　

横山　博司〈㈱横山タイヤ商会〉

◎ 顧 問

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

④報告会について

①税を考える週間社会貢献活動につい
　て

　第１回　三役会 25. 8. 6 郡山法人会館

　４．青年部会

　　（１）組織関係

　　　　①会員関係　　　部会員数　　　３７名

①全体例会について

　　　　②役員関係　　

②平成25年度事業計画並びに収支予算
　 の件

③役員任期満了につき改選の件

③役員任期満了につき改選について

　 廣川　　寛〈㈱廣川鉄工所〉

　 佐藤　克敏〈㈱エスビー商会〉

⑦公益認定移行について

　　（２）会議関係

件　　名

25. 5.29

　 白石　恒造〈愛信堂㈱〉　　　　

　 石井　敏也〈㈱石覚組〉

　　　　①報　告　会

高橋由美子〈㈲ジェスカンパニー〉

9名

　 上田　徹也〈㈲上田印刷〉

　 幕田　宙晃〈㈱共立建築設計事務所〉

①平成24年度事業経過報告並びに収支
 　決算の件

⑥平成25年度県青連協役員推薦につい
　て

25. 4.23 郡山法人会館

　 桑原　義昌〈㈱桑原コンクリート工業〉

　 佐々木義高〈㈲三矢トラベル〉

　 池田　義人〈㈲イケダ〉　　　　　　

　 今泉　進一〈㈲今泉建築〉　　　　

　 渡辺　　隆〈要田自動車㈱〉

②青連協役員会の報告について

　　　　②役　員　会

　 小池　正幸〈コーユー㈱〉

　 山口松之進〈郡山観光交通㈱〉

　 大和田一博〈㈱大和田工務店〉

件　　名

　報告会

内　　容

⑤第3回青連協役員会報告について

　第２回　役員会 25. 6. 6 郡山法人会館

　第１回　役員会

郡山ビューホテル
アネックス

21名

②標語コンクール・租税教室について
　

内　　容

①平成24年度事業経過報告並びに収支
　決算について

②平成25年度事業計画並びに収支予算
　(案）について

③ОＢ会について

4名

8名



開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

25. 5.29
郡山ビューホテル

アネックス
17名

25. 7. 4
ボナリ高原ゴルフ
クラブ

8名

25. 8. 8 関東方面 5名

25.12.12 ホテル華の湯 7名

25.12.23 郡山駅前 14名

26. 2.27 郡山ビューホテル 12名

26. 3. 8
郡山ﾋﾞｭｰﾃｨ・ﾌｧｯｼｮﾝ専
門学校
郡山ビューホテル

11名

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　２５年７月　４日　　　ホテル辰巳屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野田職員出席

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　　 ２５年９月　５日　　　ホテルサンルート白河

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣川　寛部会長外３名出席

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　　 ２６年２月２１日　　　大同生命郡山支社

　　　特別講演会・名刺交換会　　　　 　　　　　　　　　　　廣川　寛部会長外２名出席

　　　　◇理事・研修委員　　　　佐藤　克敏　　　　　◇理事・広報委員　　　廣川　　寛　　　

　　　　◇理事・税制委員長　　　堀江　正喜　　　　　◇理事・広報委員　　　石井　敏也　　　

　　　　◇理事・総務委員　　　　渡辺　　隆　　　　　

　　　　

③社会貢献事業について

①第１回婚活事業報告について

②第２回婚活事業の企画について

　第４回　役員会

　　（３）全体例会

チャリティーミュージックソン街頭募
金

演題：ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄの基本と
　　　　　　　　　ビジネス応用術
講師：KDDI㈱ｿﾘｭｰｼｮﾝ福島支店
　　　　前田　義徳 氏

　５．女性部会

会員交流のための研修会　全体例会　視察研修会

　全体例会　ゴルフコンペ

26. 2.13 郡山法人会館 10名

①婚活事業について

②後期事業の企画について

　第５回　役員会 26. 3.26 郡山法人会館

　全体例会　忘年会 会員交流のための忘年例会

会員親睦ゴルフコンペ

　全体例会　研修会

郡山法人会館25.11.11 11名

③社会貢献事業について

①全国大会等の報告について

②後期事業の企画について

内　　容

件　　名 内　　容

8名

　第３回　役員会

件　　名

　全体例会　婚活事業 婚活クッキングパーティー

　全体例会　街頭募金

　　（４）外部行事等

　　（５）親会役員選出

　全体例会　新春研修会
演題：新たなる郡山の発信に向けて
講師：郡山市長　品川　萬里　氏



◎ 部 会 長 　 阿部　尋子〈㈲雲龍堂〉

◎ 副 部 会 長 　 小林エミ子〈㈱朝日ハウジング〉

 　小林　裕子〈㈱福豆屋〉

　 過足美智子〈㈱丸青過足青果〉

　 一條　勝子〈㈱モーニング〉

　 大和田玲子〈㈱大和田工務店〉

　 渡辺かつよ〈㈱渡辺建設〉

◎ 幹 事 　 伊野　睦子〈㈲伊野積善社〉　　　　岡部　純子〈㈲ドロップス〉

 　片桐　栄子〈㈱栄楽館ﾎﾃﾙ華の湯〉　 野本百合子〈ナースバンク㈱〉

　 滝田　幸子〈援護化学㈱〉　　　　　長井　惠子〈㈱長井商事〉　　　　　

　 大野　栄子〈㈲角海老　京香〉　　　佐藤美紀子〈㈱ぱるる〉

　 矢部　祥子〈㈱財経戦略研究所〉　　渡辺　安子〈㈱丸　佳〉

　 高橋由貴子〈㈲ジェスカンパニー〉  村上　節子〈村上商事㈱〉

　 越川　朱美〈㈲セレネ〉　　　　　　八代　道子〈㈱八　代〉

　 藤田　弘美〈㈱太陽興産〉　　　　　近野智恵美〈㈱近野左官工業〉

　 鈴木トシ子〈東部自動車工業㈱〉　　吉田セツ子〈㈱泉建設〉

　 神事　芳子〈トーアン㈱〉

◎ 顧 問 　 岡部ヨシ子〈㈱岡　部〉

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

④報告会開催日程について

　　　　②役　員　会

件　　名

　　（２）会議関係

　　　　①報　告　会

件　　名 内　　容

郡山ビューホテル
アネックス

①第１委員会報告について

郡山法人会館　第１回　役員会 25. 4. 25 12名

③役員任期満了につき改選について

①平成24年度事業経過報告並びに収
　支決算について

②平成25年度事業計画(案)並びに収
　支予算(案）について

　第１回
正副部会長・委員長会議

25. 7. 19 9名
②第２委員会報告について

　報告会 25. 5.22
郡山ビューホテル

アネックス
20名

③役員任期満了につき改選について

　　　　①会員関係　　　部会員数　　　６３名

　　　　②役員関係　　　

①平成24年度事業経過報告並びに収支
　決算承認の件

②平成25年度事業計画(案)並びに収支
　予算報告承認の件

内　　容

　　（１）組織関係



開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

25.11.13
 (学)吉野学園
 わかば幼稚園

11名

26. 1.28
郡山ビューホテル

アネックス
23名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２５年９月１０日　　ホテル辰巳屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２６年２月１２日　　ホテル辰巳屋

　　　　◇理事・女性部会担当副会長　　阿部　尋子　  ◇理事・総務委員　　　滝田　幸子

　　　　◇理事・研修委員　　小林　裕子　　　　　　　  ◇理事・総務委員　　　過足　美智子

　　　　◇理事・研修委員　　藤田　弘美　　　　　　  ◇理事・広報委員　　　渡辺　安子

　けんたくんのワンワン
　お作法教室

講師　阿部尋子部会長 外10名
幼稚園児にお作法指導

　　（３）全体例会

①小学生の税の絵はがき審査について

②全国女性フォーラム「香川大会」
　及び会員視察研修について

17名

②今後の活動について

件　　名 内　　容

　第３回
正副部会長・委員長会議

①会員による卓話及び新年会日程につ
　いて

③会報名審査について

⑤骨髄バンク推進協議会郡山支部へ
　募金の寄贈

演題:「駅弁今昔」
講師: ㈱福豆屋 小林　裕子 氏

郡山法人会館　第３回　役員会

郡山法人会館 12名

①小学生の税の絵はがき審査について

25.12. 9

①委員長、副委員長選任について

郡山法人会館 6名

件　　名

26. 1.20

②平成26年度事業計画(案)並びに収支
　予算(案)について

　第２回　役員会 25. 8.27 ②租税教室開催について

①第１委員会報告について

8名

　全体例会　　研修会

　　（５）親会役員選出状況

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２５年７月　８日　　ホテル辰巳屋

　　阿部尋子部会長外3名出席

　　小林裕子副部会長外1名出席

　　小林裕子副部会長外１名出席

　　（４）外部行事等

内　　容

①平成25年度事業経過報告及び収支
　決算について

②今後の活動について

　　　　③委　員　会

内　　容

　第２回
正副部会長・委員長会議

25.10.21

件　　名

郡山法人会館

　第２委員会 25. 6.27 郡山法人会館 13名
②社会貢献活動について

③報告会開催日程について

①会員交流について

④視察研修(四国)について

　第４回　役員会 26. 3.27 郡山法人会館 20名

　第１委員会 25. 6.27 郡山法人会館 14名
②会員研修について



25年4月1日 25年6月30日 25年12月31日 26年3月31日 期　首　比

会　員　数 3,269社 3,229社 3,253社 3,299社 30社

加　入　率 37.2% 36.7% 33.3% 33.7% △3.5％

稼動法人数 8,775社 8,775社 9,761社 9,761社 986社

　蔭山　寿一〈㈱蔭山工務店〉

　大橋　健二〈㈱アセスメント大橋〉

　　　　金田　岩光〈金田建設㈱〉

《理　　　事》

　　　　伊野　　實〈㈲伊野積善社〉

　滝田　幸子〈援護化学㈱〉 　　　　岡部　弘幸〈㈱岡　部〉

　小川　則雄〈㈱郡山自動車学校〉

　　　　阿部　克良〈㈱相建工業〉

　　　　藤田　弘美〈㈱太陽興産〉

　　　　椎根　和芳〈㈱椎根建設〉

　熊田　耕治〈㈱熊田ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ〉 　　　　赤塚　英夫〈㈱クリエイト〉

　近藤　源治〈㈲近藤造園〉 　　　　矢部　　豊〈㈱財経戦略研究所）

　新　　　肇〈㈲創　苑〉

　降矢　正美〈㈲測地測量〉

　若松信一郎〈光栄電気通信工業㈱〉

　椎根　義人〈㈱三貴商事〉

　　　　鈴木　幸雄〈㈱鈴弥洋行〉

　　　　小池　正幸〈コーユー㈱〉

　水品　幸意〈㈱常電舎〉

　　　　野口　雅夫〈郡山スチール㈱〉

《副　会　長》

　内藤　清吾〈㈱内藤工業所〉 　　　　大波　久夫〈㈱波デザイン〉

　　　　佐藤　雄三〈㈲昌弘社佐藤新聞店〉

　　　　渡辺　善隆〈田村産業㈱〉

　高田　正人〈㈱日　向〉 　　　　伊野　勝彦〈㈱ボナンザ〉

　　　　増渕　幸三〈㈱あさかエンジニアリング〉

　別府　一男（岩通東北㈱）

　　　　櫛田　忠夫〈㈱リフレクシダ〉

　青木　恒夫〈㈱青木工機〉

　　　　佐藤　克敏〈㈱エスビー商会〉

◎退会会員　　　　７３社（休業、倒産２社、解散７社、不明１社
その他事由　６３社）

　　（３）役員数

　　　　　①本部役員　◎理　　事　　　７１名

Ⅲ　法人管理

　１．組　織

　　（１）会員数

　　（２）会員移動状況

◎入会会員　　　１０３社

　阿部　尋子〈㈲雲龍堂〉

　石橋　克郎〈石橋ハマプラス㈱〉

　増子　眞也〈㈱増子会計センター〉

　　　　　 会　　長　　　　１名　　　副会長　１０名　　理事　６０名

　有馬　賢一〈郡山信用金庫〉

　　　　　　　　　　　顧　問　１名　　　　　

　　　　　②支部役員　　４１名

　　　　　　　　　　　支部長　３名　　副支部長　９名　　　幹　事　２９名

　　　　　③顧　　問

《会　　　長》

　　　　 ◎監　　事　　　　２名



　樽川　次男〈前会長〉

　加藤　英夫　〈㈲かとう会計事務所〉

　　　　佐藤日出一〈㈱東　日〉

　　　　二瓶　重信〈㈱二嘉組〉

　郡司　重光〈郡司石油㈲〉

　　　　小林　勝則〈㈲萬寿園〉

　　　　橋本　　清〈福島県商工信用組合〉

　堀江　正喜〈㈱堀江ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ〉

　伊関　良一〈㈱ニノテック〉 　　　　生田目　光〈㈱バンダイ通信〉

　石井　辰男〈㈲トマト商会〉

　琴田　尚登〈㈲琴田衣料店〉

　　　　《監　　事》

　大内　幸一〈㈱ドリーム・オオウチ〉

　山口　哲行〈福島県南酒販㈱〉

　渡辺　安子〈㈱丸　佳〉

　渡辺　孝雄〈㈱ワタザイ〉

　吉田　　來〈大和コウケン㈱〉

　　　　《顧　　問》

　　　　大和田勝典〈㈱大和田工務店〉

　　　　坪井　達男〈㈲坪井モータース〉

　　　　渡辺　　隆〈要田自動車㈱〉　佐藤　利男〈㈱フクイシ〉

　　　　廣川　　寛〈㈱廣川鉄工所〉

　　　　石井　敏也〈㈱石覚組〉

　　　　宗像　住孝〈㈲トレジャー〉

　　　　吉田　代吉〈㈲ヨシダエンジニアリング〉

　　　　箭内　和夫〈㈲大平電業社〉

　　　　渡辺　紘三〈㈱ワタヤス〉

　小林　裕子〈㈱福豆屋〉

　　　　過足美智子〈㈱丸青過足青果〉

　　　　小田部勝浩〈福島綜合警備保障㈱〉

　　　　伊藤　正隆〈㈱ヨシダコーポレーション〉

　　　　矢部　幸一〈福菱冷熱㈱〉

　葛西　秀匡〈㈱ヤマカ不動産〉

　安藤　元二〈東日本ダイワ㈱〉

　門馬　泰史〈東北乳運㈱〉

　渡辺　一弘〈㈱フードサービス〉

　目黒　芳裕〈㈱大東銀行〉

　　　　《専務理事》

　野口　勝男〈退　任〉



委員数

　７名

　７名

　９名

　７名

　８名

　有馬　賢一

　有馬　賢一 研修委員 　　熊田　耕治

　大波　久夫 厚生委員 　　小池　正幸

　伊野　勝彦 税制委員 　　堀江　正喜

　宗像　住孝 広報委員 　　水品　幸意

　内山　陽壹

主　　任 　佐藤　香理

職　　員 　野田　雄也

事務局長

１０名

　　　　　副会長　組織委員長

　　（４）委　員　会

　　岡部　弘幸

副委員長

　　伊野　　實 　　鈴木　幸雄総務委員会

組織委員会 　　赤塚　英夫
　　佐藤　利男

　　渡辺　一弘

　　（５）上部団体役員

広報委員会 　　水品　幸意

委員会名

　　　　　理　事

委員長

　　堀江　正喜

研修委員会 　　熊田　耕治

厚生委員会 　　小池　正幸

　　椎根　義人

　　別府　一男

税制委員会 　　大橋　健二

　　（６）事　務　局

　　　①東北六県法人会連合会

　　　②(社)福島県法人会連合会

　　　　　理　事　総務委員

　　　　　理　事

　　　　　監　事



開催日 場　　所 出席者 議　　　題

[報告事項]

(1)公益社団法人郡山法人会設立及び、

　 社団法人郡山法人会解散報告の件

(2)平成24年度事業報告の件

(3)平成25年度事業計画報告の件

(4)平成25年度収支予算報告の件

[決議事項]

(1)平成24年度決算承認の件

(2)理事及び監事の任期満了に伴う選任

　 の件(役員改選案承認の件）

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

[報告事項]

(1)公益社団法人郡山法人会設立及び、

　 社団法人郡山法人会解散報告の件

(2)平成24年度事業報告の件

(3)職務執行状況の報告について

[決議事項]

(1)平成24年度決算承認の件

(2)理事及び監事の任期満了に伴う選任

　 の件(役員改選案承認の件）

(3)優良経理担当者、会員拡大功労者、

　 経営者大型保障制度受託会社職員

　 功労者表彰、役員退任功労表彰者

　 承認について

(4)通常総会招集について

[報告事項]

(1)郡山法人会の現況について

(2)青年部会、女性部会現況報告について

[決議事項]

(1)委員会構成について

[報告事項]

(1)事業経過中間報告について

(2)青年部会、女性部会現況報告について

(3)福利厚生制度進捗状況について

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

　　（２）理　事　会

郡山ビューホテル
アネックス

 第３回 理事会 25.11.18
郡山ビューホテル
アネックス

43名

 第２回 理事会

件　　名

　２．会議関係

25. 8.21

件　　名

　　（１）総　会

 通常総会 25. 6. 5

48名

件　　名

 第１回 理事会 25. 5.21 郡山ビューホテル

郡山ビューホテル
アネックス

1,568名
(内委任状
1,361名)

52名



[承認事項]

(1)平成26年度事業計画(案)並びに収支

　 予算(案)承認について

[報告事項]

(1)青年部会、女性部会現況報告について

(2)会員増強活動現況報告について

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)平成２４年事業概況について

(2)平成２４年収支決算について

(3)会計諸帳簿監査

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)理事会上程議案について

(2)申告・納付等の期限延長ついての

　 意見交換

郡山ビューホテル (1)理事会上程議案について

アネックス (2)受電設備工事について

郡山ビューホテル (1)理事会上程議案について

アネックス (2)今後の運営について

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)平成25年度事業計画並びに収支予算に

　 ついて

(2)平成24年度事業報告並びに決算につい

　 て

(3)優良経理担当者、会員拡大功労者他表

　 彰資格審査について

(4)通常総会招集について

(1)副委員長選任について

(2)経営道場について

(3)新春講演会講師選定について

(4)視察研修会について

(1)副委員長選任について

(2)平成25年度会員拡大策の検討について

(3)新入会員の集いについて

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

 第２回
 正副会長会議

25. 8.21
郡山ビューホテル
アネックス

10名

4名

25.11.18

 第４回
 正副会長会議

 第１回 組織委員会

 第１回 研修委員会

　　（５）委　員　会

件　　名

 第１回 総務委員会

件　　名

25. 9.24

 第４回 理事会 26. 3.19

　　（４）その他の役員会

件　　名

26. 3.19

 監　事　会 25. 4.26

 第３回
 正副会長会議

8名郡山ビューホテル

25. 9. 6

郡山法人会館

37名

5名

7名

郡山ビューホテル
アネックス

4名

7名

郡山ビューホテル
アネックス

7名 (1)理事会上程議案について

　　（３）監　事　会

件　　名

25. 5.16 郡山法人会館

 第１回
 正副会長会議

25. 5.21 郡山ビューホテル



(1)申請書類の確認について

(2)会員親睦ゴルフコンペについて

(3)福利厚生制度推進について

(1)会員拡大策検討について

(2)新入会員の集いについて

(1)副委員長選任について

(2)事業経過報告について

(3)新春賀詞交歓会について

(1)平成25年度会員拡大について

(1)平成26年度事業計画(案)並びに収支

　 予算(案)について

(1)県連研修委員会報告について

(2)通常総会記念講演会講師候補選定につ

　 いて

(3)研修事業計画について

(4)視察研修会について

郡山法人会館 6名

 第３回 総務委員会

 第２回 総務委員会

 第１回 組織委員会
 正副委員長会議

 第２回 研修委員会

 全体ブロック
　　　　特別会議

26. 3.18

25.11.14

 第１回 厚生委員会 25. 9.25

26. 3.17 郡山法人会館

25.10.17 郡山法人会館

郡山ビューホテル25.11.15

5名

郡山法人会館 4名

3名

31名

郡山ビューホテル
アネックス

9名



件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

県連　事務局長等会議 25. 4.26 福島ビューホテル 野口専務理事外１名

県連　厚生委員会 25. 4.26 福島ビューホテル 佐藤委員長

県連　総務委員会 25. 5.13 コラッセふくしま 大波副会長

県連　税制委員会 25. 5.21 福島ビューホテル 堀江委員長外2名

県連　理事会 25. 5.27 コラッセふくしま 伊野副会長外4名

県連　通常総会 25. 6.11 福島ビューホテル 有馬会長外8名

東北六県連　理事会 25. 6.14 仙台国際ホテル 有馬会長

県連　広報・研修合同委員会 25. 8. 5 コラッセふくしま 熊田委員長

全法連　事務局長セミナー 25. 8. 8 全法連会館 内山事務局長

県連　組織・厚生委員会 25. 8.20 ホテルプリシード郡山 有馬会長外1名

県連　理事会 25. 9. 2 福島県文化センター 伊野副会長外1名

県連　事務局長等会議 25. 9.18 コラッセふくしま 内山事務局長

東北六県連　事務局員研修会 25.10.10 ハーネル仙台 佐藤主任外1名

県連　事務局長等会議 26. 1.15 コラッセふくしま 内山事務局長

全法連　新春賀詞交歓会 26. 1.16 帝国ホテル 有馬会長

県連　理事会 26. 1.24 福島ビューホテル 有馬会長外3名

県連　組織・厚生合同委員会 26. 2. 4 磐梯熱海温泉 ホテル華の湯 有馬会長外1名

県連　総務委員会 26. 2.24 コラッセふくしま 大波副会長

県連　広報・研修合同委員会 26. 3. 4 福島ビューホテル 熊田委員長外1名

全法連　事務局セミナー 26. 3.12 ハイアットリージェンシー東京 内山事務局長外1名

ビジネスガード発足

30周年記念進発式

県連　理事会 26. 3.26 コラッセふくしま 伊野副会長外2名

件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

郡山間税会　通常総会 25. 4.26 ホテルハマツ 有馬会長

郡山青色申告会　通常総会 25. 5. 9 郡山青色会館 野口専務理事

滝根町青色申告会　通常総会 25. 5.13 寿亭 郡司副支部長

滝根町商工会　通常総会 25. 5.16 滝根町商工会館 郡司副支部長

船引町商工会　通常総会 25. 5.17 船引町商工会館 渡辺副会長

郡山商工会議所通常議員総会 25. 5.28 郡山ビューホテルアネックス 有馬会長

郡山地区租税教育推進協議会

定期総会

船引町商工会　記念式典 25.11. 9 ウェディングプラザ丸美 石井副支部長

郡山税務署　納税表彰式 25.11.11 郡山ビューホテルアネックス 有馬会長

滝根町新春合同新年会 26. 1.17 滝根町商工会館 郡司副支部長

新年青申の集い 26. 1.21 郡山ビューホテルアネックス 内山事務局長

　３．外部会議派遣

　　①全法連・東北六県・福島県法人会連合会関係

　　②その他の団体関係

26. 3.20 ウェスティンホテル仙台

25. 6.17 郡山税務署 有馬会長

六県連　単位会長懇談会及び
運営協議会

25.11. 5 江陽グランドホテル 有馬会長

小池委員長
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