
出席者 講　　　師

会　員 91名
非会員 81名
会　員 36名
非会員 24名
会　員  0名
非会員 16名
会　員 25名
非会員 23名
会　員 22名
非会員 31名
会　員  1名
非会員 25名
会　員 21名
非会員 30名
会　員  9名
非会員 17名

出席者 講　師　他

27. 4.24 全国法人会総連合 －
会員より回答いただいた税制
改正に関するアンケートを提出

27. 5.15 福島県法人会連合会 － 税制改正要望事項を提出

27.10. 8 アスティとくしま 3名

発行期日 号　　数

１.平成２７年度事業経過報告

　 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

平成28年度税制改正要望
事項提出

 　<税の広報活動>

　（１）本　会

件　　名

第442号

＊トピックス

開催日

＊呼べるチラシの作り方

＊「相続税」の税務調査　～その１～

＊修繕費と資本的支出

27. 5. 1

＊「税務職員採用試験」のお知らせ

4,500部

4,500部

＊ジュニアＮＩＳＡについて

第444号

27. 7. 1 4,500部

第443号

＊わが社を本当に大きく成長させるのだ

27. 4. 1

南東北総合卸センター

＊法人税の税率の引下げに関する改正について

郡山税務署法人課税部門担当官

郡山税務署法人課税部門担当官

場　　所

全国法人会「徳島大会」

　 ①月刊“法人こおりやま”の発行

4,500部

＊「マルサ」のお話

　 <税務研修会>

　 <税制提言・納税意識の高揚事業>

全法連 税制改正に関する
アンケート提出

第445号

＊次世代の営業幹部育成法

＊トピックス

＊「相続税」の税務調査　～その２～

＊経営者のための経理の勘所

27.12.11

1.2月決算申告説明会 28. 2. 8

27. 4.21 郡山市民文化センター

新設法人税務研修会

新設法人税務研修会

郡山法人会館

南東北総合卸センター

＊今こそ伸びる会社の仕組みづくりを

郡山税務署法人課税部門担当官

郡山税務署法人課税部門担当官

＊法人番号の制度概要について

＊トピックス

 Ⅰ　公益事業

＊個人の確定申告が間違っていたときは

＊ふるさと納税について

開催日 場　　所

27. 6. 1

部　　数

＊トピックス

件　　名

＊経営者が心掛ける気づくための４つのポイント

平成２７年度 事業報告

3.4月決算申告説明会

7.8月決算申告説明会 27. 8.20 南東北総合卸センター

9.10月決算申告説明会 27.10.27 南東北総合卸センター

11.12月決算申告説明会

27.11.25 郡山法人会館

5.6月決算申告説明会

27. 6.18

27. 6.16

南東北総合卸センター

郡山税務署法人課税部門担当官

郡山税務署法人課税部門担当官

郡山税務署法人課税部門担当官

郡山税務署法人課税部門担当官
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発行期日 号　　数

3
5

3
5

＊従業員からマイナンバーを報告してもらう際のポイント

＊ファミリー経営の医業の事業継承と「認定医療法人制度」の問題点

4,500部

4,500部
＊否定語を追放し、信頼関係を築く

＊金融機関と上手に付き合うには

＊男の仕事力は見た目で決まる

＊トピックス

＊法定調書の作成・提出はe-Taxで!!

＊年末調整説明会のお知らせ

＊迫ってきたマイナンバー制度への事業者としての対処

＊トピックス

＊マイナンバー制度に対応する「特定個人情報取扱規程」の策定

＊営業商談の進め方の基本

＊良い人材を定着して地力を発揮するためには

主　要　記　事部　　数

27.11. 1

27.10. 1

＊トピックス

＊消費税〈95%ﾙｰﾙ〉の適用要件見直し後の仕入控除税額計算の留意点

＊年末調整説明会での説明事項は国税庁ホームページで確認できます

27. 8. 1

＊トピックス

第452号

＊勤務時間の多様化と源泉所得税

＊確定申告書は、ご自分で作成して郵送等で!

＊平成28年度税制改正大綱について

第449号

4,500部

＊消費税法改正のお知らせ

　 <税の広報活動>

 　①月刊“法人こおりやま”の発行

28. 1. 1

＊「営業のプロを目指せ」　～営業力を向上させよう～

4,500部

＊税務職員を装った不審な電話にご注意ください

＊法人税の引下げと軽減税率の特例の延長

第448号

＊トピックス

4,500部

27. 9. 1 第447号

＊トピックス

第453号

　 ②季刊“ほうじん”の配布

4,500部

28. 3. 1

＊血液型特性を仕事と職場の人間関係に生かす

＊税務調査を受ける前に知っておきたい、これだけのこと

＊トピックス

＊さらに輝く働き人となる「７つの心得」

第451号 ＊「苦境」は最大の「教師」だ

＊あなたの確定申告をサポートします

第450号27.12. 1

＊今更ながらの消費税転嫁対策特別措置法

＊平成28年度税制改正提言

第446号 ＊「小規模事業者の挑戦」に学ぶ

28. 2. 1

4,500部

＊「二八の蕎麦」が教える２０１６年の春に思う

＊「気」働き上手な社員に　～稼げる人をつくる～

　　(公財）全国法人会総連合の季刊紙“ほうじん”を４回配布。

　　 総部数　14,000部

＊トピックス

＊平成28年度国家公務員「国税専門官採用試験」のお知らせ

4,500部

＊太陽光発電設備による売電収入と所得税の税務
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出席者 講　　　師

出席者 講　師　他

27.10. 9 郡山税務署 2名 福島税務署広報広聴官

税に関する標語に応募の

あった526作品から8点選出

宇宙航空研究開発機構(JAXA)

名誉教授　的川　泰宣　氏

27.11. 6 朝日が丘小学校 118名 榎本信一幹事

27.12. 1 芳賀小学校 125名 幕田宙晃副部会長

27.12. 2 夏井第一小学校 9名 大和田一博副部会長

27.12. 7 永盛小学校 46名 廣川寛直前部会長

27.12. 8 大成小学校 131名 橋本浩一幹事

27.12.14 赤木小学校 55名 上田徹也副部会長

27.12.18 葛尾小学校 4名 石井敏也部会長

28. 1.18 桃見台小学校 51名 水嶋健司幹事

28. 1.20 小野新町小学校 73名 石井敏也部会長

28. 1.20 安積第一小学校 112名 横山博司幹事

28. 1.21 三春小学校 64名 今泉進一幹事

28. 1.29 安積第二小学校 37名 高橋由美子副部会長

28. 2. 4 船引南小学校 15名 桑原義昌幹事

出席者 講　師　他

27. 4.16 ヒルトン福岡シーホーク 6名
日本総合研究所調査部
主席研究員　藻谷　浩介　氏

27.10. 9 郡山税務署 6名 福島税務署広報広聴官

27.10.13 陽日の郷　あづま館 14名 弁護士　大澤　孝征　氏

27.10.21 郡山法人会館 10名
税に関する絵はがきに応募の
あった641作品から10点を選出

27.12. 1 開成小学校 90名 小林裕子副部会長

27.12. 3 熱海小学校 24名 片桐栄子幹事

27.12.10 片平小学校 32名 矢部祥子幹事

27.12.14 柴宮小学校 104名 過足美智子副部会長

27.12.17 喜久田小学校 52名 岡部純子幹事

27.12.17 橘小学校 46名 岡部純子幹事

28. 1.15 ザベリオ小学校 64名 藤田弘美副部会長

28. 1.26 金透小学校 42名 阿部尋子部会長

租税教室

租税教室

27.11.19
　　～20

茨城県民文化センター

審査会

租税教室

租税教室

租税教室講師養成講座

小学生の税に関する
絵はがきコンクール表彰式

租税教室

租税教室

件　　名

租税教室

租税教室

　 <納税意識の高揚事業>

27.10.19

27.10.13

小学生の税に関する
標語の表彰式

「二本松大会」

開催日

県法連 青連協会員研修会

　（４）女性部会

全国女性フォーラム
「福岡大会」

16名 郡山税務署法人課税部門担当官

改正税法及びマイナンバー
制度について

27. 5.12 ウェディングプラザ丸美 35名 郡山税務署法人課税部門担当官

租税教室

27.11.11 郡山法人会館 8名

6名
全国青年の集い

「茨城大会」

件　　名

件　　名

　（２）支　部

租税教室

女性部会員担当

　 <納税意識の高揚事業>

青年部会員担当

陽日の郷　あづま館 16名

小学生の税に関する標語の

開催日

4名

租税教室

県法連 女連協会員研修会
「二本松大会」

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

場　　所

改正税法及びマイナンバー
制度について

27. 5.29 八文字屋 22名 郡山税務署法人課税部門担当官

改正税法及びマイナンバー
制度について

4名

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

場　　所

租税教室講師養成講座

租税教室

　（３）青年部会

郡山法人会館

　 <税務研修会>

租税教室

27. 6. 2 西田屋本店

租税教室

租税教室

27.11.11 郡山法人会館

弁護士　大澤　孝征　氏
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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 192 231 224 229 247 218 636 550 549 783 851 768 5478

一般ログイン数 5 6 4 3 6 6 3 7 1 1 2 5 49

会員ログイン数 47 44 59 68 73 85 77 90 100 92 131 99 965

開催日

27. 7.16

28. 1.19

出席者

会　員 41名
非会員  3名

会  員 12名
非会員  0名

場　　所

郡山法人会館

郡山法人会館

　　　③インターネットセミナー（平成27年4月1日～平成28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

２．地域企業の健全な発展に資する事業（公益事業２）

　　（１）本　会

　　　①研修会

生き残る中小企業の条件

宝塚に学ぶリーダー
シップとチームワーク

　　　②講演会

マインナンバー
知っておきたい実務対応

経営道場

経営道場

経営道場

28. 1.22

会  員 13名
非会員  0名

会  員 13名
非会員  0名

マイナンバー制度
企業の実務対応講座

売掛金回収プロの極意

件　　名 講　　　師

東北税理士会福島県支部連合会
副会長　　　熊田　耕治　氏

㈱ヒューマンパワー・リサーチ
　　　　　　　森　真一　氏

オフィスシマヅ
　　　　　　島津　　悟　氏

出席者

(公社）郡山法人会
　　　　　　伊野　勝彦　氏

会  員  3名
非会員  0名

会  員 14名
非会員  0名

講　　　師

社会保険労務士
　　　　　　上江　　誠　氏

東北税理士会福島県支部連合会
副会長　　　熊田　耕治　氏

郡山法人会館

郡山法人会館

件　　名 開催日

27. 6. 4

28. 2.16

ホテルハマツ

ホテルハマツ

28. 2.10

28. 2.16

元宝塚歌劇団初代宙組組長
　　　　　　大峯　麻友　氏

会　員108名
非会員 38名

28. 1.27

場　　所

郡山ビューホテル
アネックス

郡山ビューホテル
アネックス

神戸国際大学経済学部　教授
　　　　　　中村　智彦　氏

会  員 53名
非会員  0名
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出席者
マッチング

成立数
タ イ ト ル

27. 9.27
郡山石筵ふれあい
牧場

男　性　25名
女　性　22名 7組 婚活ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊﾟｰﾃｨｰ

27.12.19
郡山ビューホテル
アネックス

男　性　15名
女　性　16名 5組 婚活ﾜｲﾝﾊﾟｰﾃｨｰ

28. 3.12
ﾀｲﾄｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨ
郡山

男　性　 8名
女　性　 8名 3組 婚活ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ

出席者

27.10.20
ウェディング
プラザ丸美

会　員  19名
非会員  52名

27.12.13 八文字屋
会　員  12名
非会員   0名

28. 2.12 萩姫の湯　栄楽館
会　員  40名
非会員   0名

出席者

27.12.19
郡山法人会館
　～　郡山駅前

9名

出席者

28. 3. 7 郡山法人会館 2名

街頭募金活動

　　（４）女性部会

開催日

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）

田村市政について

件　　名

　　（３）青年部会

開催日

場　　所

場　　所

田村地区合同講演会
ふくしまの経済と産業

件　　名

件　　名 開催日 場　　所

三春町政について

　　（１）本会

件　　名 開催日 場　　所

婚活事業

婚活事業

婚活事業

　　（２）支部研修会

講　　　師

(一財)とうほう地域総合研究所
　　　　　　　阿部　隆彦　氏

三春町長
　　　　　　　鈴木　義孝　氏

田村市長
　　　　　　　冨塚　宥 　氏

内　　　容

ﾗｼﾞｵﾁｬﾘﾃｨｰﾐｭｰｼﾞｯｸｿﾝ募金活動を
郡山駅前周辺で行った。ラジオ
福島へ37,923円贈呈

ホテル、スーパー等10個募金箱
設置　76,817円贈呈

内　　　容
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開催日 出席者

27.10.16 23名

28. 1.27 45名

　２．健康診断

　３．支部関係

　　（１）報告会・役員会

会　　議　　名 開催日 出　席　者

田村支部役員会 27. 5. 1 ９名

三春支部役員会 27. 5.11 ７名

田村支部報告会 27. 5.12 ３５名

小野支部役員会 27. 5.13 ５名

三春支部報告会 27. 5.29 ２３名

小野支部報告会 27. 6. 2 １７名

田村支部役員会 27. 7.31 ８名

三春支部役員会 27. 8. 4 ８名

小野支部役員会 27. 9. 2 ７名

田村支部役員会 27.10. 1 ８名

三春支部役員会 27.11.17 ７名

田村支部役員会 28. 1.20 １１名

　　（２）会員交流事業

会　　議　　名 開催日 出　席　者

小野支部視察研修会 27.10. 8 ８名

三春支部視察研修会 27.10.20 ３５名

田村支部新年会 28. 2.12 ４０名

小江戸川越方面

船引町商工会館

三春まちづくり公社

場　　所

慶慶飯店

ウェディングプラザ丸美

八文字屋

三春まちづくり公社

小野町商工会館

Ⅱ　共益事業

　１．事業関係

場　　所

会員交流のための新年会

内　　容件　　名

萩姫の湯　栄楽館

　　　　　　　　　　　　　　　合　計　８２件

郡山ゴルフ倶楽部

郡山ビューホテル
アネックス

親睦ゴルフコンペ

賀詞交歓会

　　　　　ＰＥＴ検診ゴールドコース　　６９件　

　　　　　ＰＥＴ検診シルバーコース　　１３件　

会員交流のためのゴルフコンペ

場　　所

小野町商工会館

船引町商工会館

三春まちづくり公社

西田屋本店

宮城方面

船引町商工会館
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◎ 部 会 長

◎ 直 前 部 会 長

◎ 副 部 会 長

◎ 幹 事 水嶋　健司〈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

開催日 場　　所 出席者

　　　　③委　員　会

件　　名 内　　容

 　佐藤　克敏〈㈱エスビー商会〉

　 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 27. 7.21

9名　第１回　役員会

①平成26年度事業経過報告並びに収支
　決算の件

10名

8名

③全体例会について

①租税教室進行方法について

③社会貢献事業について

　 渡辺　　隆〈要田自動車㈱〉

　　　　②役　員　会

　第１回　社会貢献委員会 27. 9. 9  郡山法人会館

 郡山法人会館

27. 4.23  郡山法人会館

27.11.11 7名

①青連協役員会等の報告について

②全体例会について

　 佐々木義高〈㈲三矢トラベル〉

23名

②標語コンクール・租税教室について

内　　容

①平成26年度事業経過報告並びに収支
　決算について

　４．青年部会

　　（１）組織関係

①委員会の編成について

　　　　②役員関係　　

②平成27年度事業計画(案)並びに収支
　予算(案)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

　 石井　敏也〈㈱石覚組〉

　 廣川　寛　〈㈱廣川鉄工所〉

　　（２）会議関係

件　　名

27. 5.26

　 白石　恒造〈愛信堂㈱〉　　　　

 郡山法人会館

　第３回　役員会

　 幕田　宙晃〈㈱共立建築設計事務所〉

　 上田　徹也〈㈲上田印刷〉

　 山口松之進〈郡山観光交通㈱〉

　 高橋由美子〈㈲ジェスカンパニー〉

　 桑原　義昌〈㈱桑原コンクリート工業〉

　　　　①会員関係　　　部会員数　　　６６名　（入会数　１６名、退会数　１名）

　　　　①報　告　会

　 池田　義人〈㈲イケダ〉　　　　　　

　 今泉　進一〈㈲今泉建築〉　　　　

 郡山ビューホテル

②平成27年度事業計画(案)並びに収支
　予算(案)について

⑥平成27年度県青連協役員推薦につい
　て
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開催日 場　　所 出席者

27. 5.26  郡山ビューホテル 20名

27. 7. 2
 ボナリ高原ゴルフ
 クラブ

8名

27. 9.27
 郡山石筵ふれあい
 牧場

13名

27.11.19  東京方面 6名

27.12.10  なりた温泉 12名

27.12.19  郡山駅前 9名

27.12.19
 郡山ビューホテル
 アネックス

14名

28. 2.24  郡山ビューホテル 28名

28. 3.12
 ﾀｲﾄｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨ
 郡山

6名

　　　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　２７年６月１９日　　　ザ・セレクトン福島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石井敏也部会長外４名出席

　　　　◇県法連青年部会連絡協議会　　　 ２７年８月２７日　　　陽日の郷　あづま館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石井敏也部会長外２名出席

　　　　◇理事・広報委員　　　　佐藤　克敏　　　　　◇理事・研修委員　　　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・研修委員　　　　幕田　宙晃　　　　　◇理事・総務委員　　　渡辺　　隆　　　　　

　婚活事業 婚活ボウリング

　忘年会 会員交流のための忘年会

　新春研修会
演題：気づきの人間学
講師：㈲雲龍堂
　　　阿部　尋子　氏

件　　名 内　　容

　視察研修会

　　（４）外部行事等

　　（５）親会役員選出

　街頭募金
チャリティーミュージックソン街頭
募金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石井敏也部会長外２名出席

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石井敏也部会長

　　　　◇県法連青年部会連絡協議会　　　 ２８年３月　２日　　　大同生命郡山支社

　婚活事業 婚活ワインパーティー

婚活バーベキューパーティー

　研修会

　　（３）全体例会

会員交流のための研修会

演題：マイナンバー制度について
講師：郡山税務署法人課税第一部門
　　　統括官　大山　弘毅　氏

会員親睦ゴルフコンペ　ゴルフコンペ

　婚活事業

　　　　◇(公社)青年会議所新年会　　　　 ２８年１月１９日　　　郡山ビューホテル
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◎ 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〉

　 藤田　弘美〈㈱太陽興産〉

 　小林　裕子〈㈱福豆屋〉

　 過足美智子〈㈱丸青過足青果〉

　 大和田玲子〈㈱大和田工務店〉

   吉田セツ子〈㈱泉建設〉

◎ 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㈱〉

　 瀧田　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〉  一條　勝子〈㈱モーニング〉

　 越川　朱美〈㈲セレネ〉　　　　　　近野智恵美〈㈱近野左官工業〉

　 　　　　　 　 鈴木トシ子〈東部自動車工業㈱〉　　渡辺かつよ〈㈱渡辺建設〉

　 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

　報告会 27. 5.27
 郡山ビューホテル
 アネックス

⑤報告会日程について

②第16回会員研修会「二本松大会」に
　ついて

③骨髄バンク募金箱設置について

④設立20周年について

⑥設立20周年について

④平成27年度女連協役員推薦について

34名

　　　　②役員関係　　　

①平成26年度事業経過報告並びに収支
　決算の件

②平成27年度事業計画(案)並びに収支
　予算(案)の件

　　（１）組織関係

③役員任期満了につき改選の件

内　　容

①会員卓話による研修会及び新年会に
　ついて

 郡山法人会館
　第１回　正副部会長・
　正副委員長会議

27.10.21 ②今後の活動について

①税に関する絵はがき審査について

③設立20周年実行委員会について

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　　　６１名　（入会数　３名、退会数　５名）

　　　　②役　員　会

件　　名

　５．女性部会

　　（２）会議関係

　　　　①報　告　会

27. 4.27 19名

①平成26年度事業経過報告並びに収支
　決算について

件　　名 内　　容

 郡山法人会館

①第1委員会、第2委員会委員長・
　副委員長選任について

 郡山法人会館　第１回　役員会

③全国女性フォーラム「福島大会」に
　ついて

　第２回　役員会 27. 7. 8 19名

8名

②設立20周年記念事業について　第３回　役員会 27.12. 8  郡山法人会館

②平成27年度事業計画(案)並びに収支
　予算(案)について

19名
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開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

27. 5.27
 郡山ビューホテル
 アネックス

29名

27.11.18
 (学)吉野学園
 わかば幼稚園

6名

28. 2. 2
 郡山ビューホテル
 アネックス

16名

28. 3. 7
(学)郡山私幼協学園
みらい幼稚園

5名

発行日 部　数

27. 8. 1 ２００部

郡山ビューホテルアネックス

阿部尋子部会長外1名出席

ホテル辰巳屋

阿部尋子部会長外1名出席

ホテル辰巳屋

阿部尋子部会長他4名出席

コラッセふくしま

阿部尋子部会長外1名出席

陽日の郷　あづま館

阿部尋子部会長外3名出席

ビッグパレットふくしま

阿部尋子部会長外3名出席

コラッセふくしま

阿部尋子部会長外2名出席

郡山ビューホテルアネックス

阿部尋子部会長出席

郡山法人会館

阿部尋子部会長外1名出席

ホテルハマツ

阿部尋子部会長出席

ホテルハマツ

阿部尋子部会長出席

ビッグパレットふくしま

阿部尋子部会長外3名出席

ホテル辰巳屋

阿部尋子部会長外3名出席

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会 　　 ２８年　２月　８日

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」 　　２８年　１月２５日

　　　　　実行委員会

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２７年　９月　８日

　第2号あゆみ春秋発行

内　　容

平成26年度事業報告他

講師　阿部尋子部会長 外5名
幼稚園児にお作法指導

　　（４）広報誌

件　　名

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」 　　２７年　５月２５日

　　　　　実行委員会

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」　　 ２７年　６月１１日

　　　　　実行委員会

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２７年　６月１１日

　けんたくんのワンワン
　お作法教室

④その他

9名
　第２回　正副部会長・
　正副委員長会議

 郡山法人会館

件　　名 内　　容

②設立20周年記念事業視察研修につい
　て

③全国女性フォーラム「福島大会」に
　ついて

　　（５）外部行事等

内　　容

⑤その他

③県法連女性部会連絡協議会報告につ
　いて

講師　阿部尋子部会長 外4名
幼稚園児にお作法指導

　けんたくんのワンワン
　お作法教室

　会員卓話による研修会
　及び新年会

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」 　　２７年　８月１７日

　　　　　実行委員会　　

　講演会
演題:「税務よもやま話」
講師: 郡山税務署 署長 鈴木 義典 氏

　　　　◇福島県中小企業家同友会 　　　 ２７年１１月２５日

　　　　　経営者交流大会

件　　名

　第４回　役員会

　　　　　実行委員会

　　　　◇国際ソロプチミスト郡山 　　　 ２７年１１月　５日

　　　　　第３２回チャリティーパーティー

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」 　　２７年１１月　４日

　　　　　緊急実行委員会

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」　　 ２７年１１月２４日

　　　　　実行委員会

　　（３）全体例会

　　　　◇福島県中小企業家同友会 　　　 ２８年　１月２１日

　　　　　新春公開例会

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」　 　２７年　９月１４日

演題：「趣味と私」
講師：㈱丸青過足青果
　　　　過足　美智子　氏

①税に関する絵はがき審査について

28. 3. 7  郡山法人会館 19名

④全国女性フォーラム「福島大会」に
　ついて

②設立20周年記念事業について

28. 1.22

①骨髄バンク募金寄贈報告について
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ビッグアイ

阿部尋子部会長外3名出席

ホテルハマツ

阿部尋子部会長出席

ビッグパレットふくしま

阿部尋子部会長外3名出席

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

　　　　　実行委員会

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」 　　２８年　２月２４日

　　　　　実行委員会

　　　　◇福島県中小企業家同友会 　　　 ２８年　３月１５日

　　　　　第30回総会記念講演会

　　　　◇全国女性ﾌｫｰﾗﾑ「福島大会」  　 ２８年　３月２４日

　　（６）親会役員選出状況
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27年4月1日 27年6月30日 27年12月31日 28年3月31日 期　首　比

会　員　数 3,276社 3,240社 3,278社 3,289社 13社

加　入　率 35.7% 34.3% 34.7% 34.8% △0.9％

稼動法人数 9,175社 9,436社 9,436社 9,436社 261社

Ⅲ　法人管理

　１．組　織

　　（１）会員数

　　（２）会員移動状況

◎入会会員　　　７８社

　阿部　尋子〈㈲雲龍堂〉

　　　　　 会　　長　　　　１名　　　副会長　１０名　　理事　５８名

　　　　　②支部役員　　４２名

　　　　　　　　　　　支部長　３名　　副支部長　９名　　　幹　事　３０名

《会　　　長》

　　　　 ◎監　　事　　　　２名

　伊野　勝彦〈㈱ボナンザ〉

　増渕　幸三〈㈱あさかエンジニアリング〉

　役員名簿（平成28年3月31日現在)

　　　　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〉

　　　　石井　辰男〈㈲トマト商会〉

　　　　金田　岩光〈金田建設㈱〉

◎退会会員　　　６５社（休業、倒産１５社、解散６社、その他事由４４社）

　　（３）役員数

　　　　　①本部役員　◎理　　事　　　６９名

　　　　鈴木　幸雄〈㈱鈴弥洋行〉

　小池　正幸〈コーユー㈱〉

　水品　幸意〈㈱常電舎〉

　竹田　憲吾〈ＡＬＳＯＫ福島㈱〉

《副　会　長》

　内藤　清吾〈㈱内藤工業所〉

　佐藤　雄三〈㈲昌弘社佐藤新聞店〉

　　　　高田　正人〈㈱日　向〉

　　　　小川　則雄〈㈱郡山自動車学校〉

　宗像　住孝〈㈲トレジャー〉

　　　　大橋　健二〈㈱アセスメント大橋〉

《理　　　事》

　　　　伊野　　實〈㈲伊野積善社〉

　瀧田　幸子〈援護化学㈱〉 　　　　岡部　弘幸〈㈱岡　部〉

　加藤　英夫〈㈲かとう会計事務所〉

　　　　藤田　弘美〈㈱太陽興産〉

　　　　佐藤日出一〈㈱東　日〉

　近藤　源治〈㈲近藤造園〉

　大内　幸一〈㈱ドリーム・オオウチ〉

　小野塚昇一〈㈱オノツカ〉

　　　　柳内　一彦〈税理士法人クリエイト〉

　根本　克則〈千代田産業㈲〉

　　　　大和田勝典〈㈱大和田工務店〉

　古川　光雄〈㈱大東銀行〉

　　　　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〉

　幕田　宙晃〈㈱共立建築設計事務所〉

　　　　有馬　賢一〈郡山信用金庫〉

　別府　一男（岩通東北㈱） 　　　　佐藤　克敏〈㈱エスビー商会〉

　　　　蔭山　寿一〈㈱蔭山工務店〉
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　増子　眞也〈㈱増子会計センター〉

　　　　大波　久夫〈㈱波デザイン〉

　　　　小林　裕子〈㈱福豆屋〉

　　　　過足美智子〈㈱丸青過足青果〉

　　　　伊藤　正隆〈㈱ヨシダコーポレーション〉

　　　　佐藤　利男〈㈱フクイシ〉

　廣川　　寛〈㈱廣川鉄工所〉

　　　　箭内　和夫〈㈲大平電業社〉

　　　　渡辺　紘三〈㈱ワタヤス〉

　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〉

　　　　琴田　尚登〈㈲琴田衣料店〉

　　　　《監　　事》

　山口　哲行〈福島県南酒販㈱〉

　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　安子〈㈱丸　佳〉

　渡辺　孝雄〈㈱ワタザイ〉

　石井　敏也〈㈱石覚組〉

　三浦　　裕〈㈱三浦電設〉 　　　　武田　公志〈三和工業㈱〉

　　　　伊藤　芳光〈みどり商事㈱〉

　坪井　達男〈㈲坪井モータース〉

　渡辺　　隆〈要田自動車㈱〉

　　　　宗像　啓吾〈㈱ムナカタ総業〉
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委員数

　８名

１２名

　８名

　８名

　８名

　８名

　伊野　勝彦

　伊野　勝彦 総務委員 　　赤塚　英夫

　内藤　清吾 組織委員 　　椎根　義人

　小川　則雄 研修委員 　　熊田　耕治

　石井　敏也 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

　　佐藤　利男

　　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(一社)福島県法人会連合会

　　　　　理　事

　　　　　理　事

　　　　　監　事

　　　　　理　事

　　　　　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

事務局長

　　　　　副会長　厚生委員長

　　（４）委　員　会

　　岡部　弘幸

副委員長

　　赤塚　英夫 　　矢部　　豊総務委員会

組織委員会 　　椎根　義人

　　山口　哲行

　　（５）上部団体役員

広報委員会 　　水品　幸意

委員会名
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開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

郡山ビューホテル
アネックス

1,481名
(内委任状
1,363名)

52名

39名

　２．会議関係

27. 7.29

件　　名

　　（１）総　会

 第3回　通常総会 27. 6. 4

 第３回 理事会 27.10.28

　　（２）理　事　会

件　　名

 第１回 理事会 27. 5.21
郡山ビューホテル
アネックス

郡山ビューホテル
アネックス

43名

郡山ビューホテル
アネックス

 第２回 理事会

[報告事項]

(1)郡山法人会現況について

(2)青年部会、女性部会現況報告について

[決議事項]

(2)理事及び監事の任期満了に伴う選任の件

　 について（役員改選案承認の件）

[その他]

(1)青年部会・女性部会の現況報告について

(2)青年部会、女性部会現況報告について

(2)福利厚生制度推進状況について

議　　　題

[報告事項]

(1)平成26年度事業報告の件

(2)平成27年度事業計画報告の件

(3)平成27年度収支予算報告の件

[決議事項]

　（役員選任案承認の件）

[報告事項]

議　　　題

(1)平成26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

(1)平成26年度事業報告の件について

(2)職務執行状況の報告について

[決議事項]

(1)平成26年度収支決算承認の件について

(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

　 役員功労者表彰」承認について

(4)通常総会招集について

(1)委員会構成の承認について

[報告事項]

(1)事業経過中間報告について

(3)平成27年度会員拡大施策について

(4)福利厚生制度推進進捗状況について
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開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

27. 4.24 郡山法人会館 3名

 第４回 理事会 28. 3.25
郡山ビューホテル
アネックス

37名

[決議事項]

(1)平成28年度事業計画(案)承認の件

(2)平成28年度収支予算(案)承認の件

(3)会員入会・退会の承認について

(4)第11回法人会全国女性フォーラム福島

　 大会協賛品の承認について

[報告事項]

(1)職務執行状況報告について

(2)青年部会・女性部会現況報告について

(3)会員増強進捗状況について

(4)福利厚生制度推進状況について

27. 8.27 郡山法人会館

10名郡山法人会館

4名

郡山法人会館 9名

郡山法人会館 7名

郡山法人会館

7名28. 3.25

　　（５）委　員　会

件　　名

 第１回 税制委員会

27. 5.18

27. 6.17

 第２回
 婚活事業実行委員会

27. 9. 9

　　（４）その他の役員会

件　　名

 監　事　会 27. 4.28

 第４回
 正副会長会議

 第１回
 婚活事業実行委員会

 第１回 研修委員会

 第１回 総務委員会

郡山ビューホテル
アネックス

8名

　　（３）監　事　会

件　　名

 第１回
 正副会長会議

27. 5.21
郡山ビューホテル
アネックス

 第２回
 正副会長会議

27. 7.29
郡山ビューホテル
アネックス

11名

3名

 第３回
 正副会長会議

27.10.28
郡山ビューホテル
アネックス

8名

件　　名

(1)理事会上程議案について

(2)検討事項について

議　　　題

(1)平成26年度事業経過報告について

(2)平成26年度決算について

(3)優良経理担当者、会員拡大功労者他

(1)理事会上程議案について

(2)検討事項について

(1)平成28年度税制改正要望事項について

(1)理事会上程議案について

(2)通常総会任務分担について

(1)理事会上程議案について

(2)検討事項について

議　　　題

(1)平成２６年事業概況について

(2)平成２６年収支決算について

(3)会計諸帳簿監査

議　　　題

議　　　題

(4)視察研修会について

(5)研修事業計画について

　 表彰資格審査について

(4)通常総会招集について

(1)婚活事業企画について

(1)タイムスケジュールについて

(2)任務分担について

(3)会場レイアウトについて

(4)準備物について

(2)経営道場について

(1)副委員長選任について

(3)新春講演会講師候補選定について
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開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所

議　　　題

(1)助成金の実施報告について

(2)公益目的事業実施及び会計処理の適切性

　 について

 福島県立入検査 27.11.13 郡山法人会館 5名

郡山ビューホテル27.10. 6

郡山ビューホテル 8名

8名

　３．表彰関係

件　　名

27名

 第２回 研修委員会 28. 3.17 郡山法人会館 3名

 第２回 総務委員会 27.11.27
郡山ビューホテル
アネックス

3名

 第１回 広報委員会 28. 3.25 郡山法人会館 3名

27.10. 6 郡山ビューホテル
 第１回 会員拡大
 全体会議

　　（６）そ　の　他

件　　名

件　　名

27.10. 6 第１回 組織委員会
(1)副委員長選任について

(2)今年度の会員拡大方策について

(1)副委員長選任について

(2)ゴルフコンペについて

(3)今年度の福利厚生制度推進について

議　　　題

㈱蔭山工務店 小関　敏絵

郡山信用金庫 有馬　賢一

㈱クリエイト 赤塚　英夫

事 業 所 名 氏　　名

㈱丸青過足青果

㈱郡山大新青果

郡山運送㈱

吉田　　実

影山　幸江

添田　敦美

小久保　健

目黒久美子

上遠野和子

金澤　幸枝

渡辺　朋枝

大同生命保険㈱ 山下　光子

 経営者大型保障制度
 受託会社職員功労者
 表彰

27. 6. 4
郡山ビューホテル
アネックス

 永年役員功労者表彰 27. 6. 4
郡山ビューホテル
アネックス

㈱青木工機 青木　恒夫

石橋ハマプラス㈱ 石橋　克郎

福菱冷熱㈱ 矢部　幸一

㈱リフレクシダ 櫛田　忠夫

田村産業㈱

大同生命保険㈱ 小幡　寛志

 会員拡大功労者表彰 27. 6. 4
郡山ビューホテル
アネックス

大同生命保険㈱ 小幡　寛志

福島県商工信用組合 橋本　　清

(1)副委員長選任について

(2)新春賀詞交歓会について

(1)県連研修委員会報告について

(4)視察研修会について

(1)副委員長選任について

(2)県連広報委員会報告について

(3)広報事業の現況と次年度計画について

(2)通常総会記念講演会講師選定について

(3)平成28年度研修事業計画について

(1)平成26年度会員拡大結果報告

(2)平成27年度会員拡大方策について

 第１回 厚生委員会

渡辺　善隆

大和コウケン㈱ 吉田　　來

 第３回 総務委員会 28. 3.18 郡山法人会館 5名

(1)平成28年度事業計画(案)並びに収支予算

　(案）について

(2)会員入会・退会について

 優良経理担当者表彰 27. 6. 4
郡山ビューホテル

アネックス

陸奥ﾃｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

㈱増子会計センター

㈱あさかｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

福島綜合警備保障㈱

㈱郡山自動車学校
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開催日 場　　所

 (一社)福島県法人会
 連合会単位会役員功
 労者表彰

27. 6.26
ザ・セレクトン
福島

 (一社)福島県法人会
 連合会役員功労者
 表彰

27. 6.26
ザ・セレクトン
福島

 (一社)福島県法人会
 連合会会員増強功労
 者表彰

27. 6.26
ザ・セレクトン
福島

郡山信用金庫

㈱波デザイン

有馬　賢一

大波　久夫

郡山信用金庫

㈱クリエイト

有馬　賢一

〈金賞〉

　㈱石覚組

㈲近藤造園

㈲萬寿園

近藤　源治

小林　勝則

　㈱フクイシ 佐藤　利男

 東北六県法人会連合
 会功労者表彰

27.11. 6 仙台国際ホテル
田村産業㈱ 渡辺　善隆
大和コウケン㈱ 吉田　　來

 東北六県法人会連合
 会退任役員表彰

27.11. 6 仙台国際ホテル

　大同生命保険㈱ 山下　光子

 (一社)福島県法人会
 連合会福利厚生制度
 推進表彰

27. 6.26
ザ・セレクトン
福島

　大同生命保険㈱ 小幡　寛志
〈銅賞〉

郡山信用金庫 有馬　賢一

石井　敏也

　㈱タイセークリーン

〈銅賞〉

《受託会社職員の部》

〈銀賞〉

本田　紘一

《会員の部》

赤塚　英夫

㈱常電舎 水品　幸意

郡司石油㈲ 郡司　重光

 (公財)全国法人会
 総連合功労者表彰

27. 6.26
ザ・セレクトン
福島

件　　名 事 業 所 名 氏　　名
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件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

県連　総務委員会 27. 4.30 コラッセふくしま 大波副会長

県連　理事会 27. 5.15 ホテル辰巳屋 伊野副会長外1名

東北六県連　理事会 27. 6.15 仙台国際ホテル 伊野会長

県連　通常総会 27. 6.26 ザ・セレクトン福島 伊野会長外8名

県連　組織・厚生合同委員会 27. 8.26 郡山ビューホテル 伊野会長外1名

県連　事務局連絡会議 27. 9.17 郡山法人会館 内山事務局長外1名

東北六県連　事務局職員研修会 27. 9.29 仙台国際ホテル 内山事務局長外1名

県連　理事会 27.10.16 郡山ビューホテル 伊野会長外1名

東北六県連　単位会会長
懇談会及び運営協議会

27.11. 6 仙台国際ホテル 内藤副会長外2名

全法連　新春賀詞交歓会 28. 1.20 帝国ホテル 伊野会長

県連　事務局連絡会議 28. 1.26 コラッセふくしま 内山事務局長

県連　新春賀詞交歓会 28. 1.29 ザ・セレクトン福島 伊野会長

全法連　厚生委員会 28. 2. 2 全法連会館 伊野会長

県連　組織・厚生合同委員会 28. 2. 9 八幡屋 伊野会長外2名

県連　総務委員会 28. 2.25 コラッセふくしま 矢部副委員長

全法連　事務局セミナー 28. 3. 4 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 内山事務局長外1名

県連　広報・研修合同委員会 28. 3. 9 ザ・セレクトン福島 熊田委員長外1名

県連　総務委員会 28. 3.14 コラッセふくしま 赤塚委員長

県連　理事会 28. 3.23 ザ・セレクトン福島 伊野会長外2名

件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

郡山間税会通常総会 27. 4.23 ホテルハマツ 伊野副会長

滝根町青色申告会通常総会 27. 5. 8 寿亭 郡司副支部長

郡山青色申告会定時総会 27. 5.11 郡山青色会館 内山事務局長

船引町商工会通常総会 27. 5.15 ウェディングプラザ丸美 石井副支部長

滝根町商工会通常総会 27. 5.15 滝根町商工会館 郡司副支部長

青色申告会連合会定時総会 27. 5.18 郡山青色会館 内山事務局長

小野町商工会通常総会 27. 5.18 小野町商工会 櫛田支部長

郡山税務関係団体協議会 27. 6.19 郡山法人会館 伊野会長外1名

東北税理士会郡山支部総会 27. 7. 1 郡山ビューホテル 伊野会長

福島県中小企業家同友会
公開例会

27. 9.14 郡山中央公民館 過足理事外1名

青色申告会連合会
創立60周年記念式典

27. 9.14 ホテルハマツ 伊野会長

郡山ビジュアルライブラリー
定時総会

27. 9.16 ホテルハマツ 内山事務局長

郡山ビジュアルライブラリー
解散総会

27.10.14 京香 内山事務局長

郡山税務関係団体協議会 27.10.22 郡山法人会館 伊野会長外1名

郡山商工会議所90周年記念式典 27.11. 2 ホテルハマツ 伊野会長

国際ソロプチミスト郡山
第32回チャリティーパーティー

27.11. 5 郡山ビューホテルアネックス 阿部副会長

郡山税務署納税表彰式 27.11.13 郡山ビューホテルアネックス 伊野会長

　４．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
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件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

福島県中小企業家同友会
経営者交流会

27.11.25 ホテルハマツ 伊野会長外1名

小野町商工会賀詞交歓会 28. 1. 4 小野町多目的研修集会施設 大和田支部長

郡山商工会議所
新春賀詞交歓会

28. 1. 4 ホテルハマツ 伊野会長外7名

新年青申の集い 28. 1.15 ホテルハマツ 内山事務局長

福島県中小企業家同友会
新春公開例会

28. 1.21 ホテルハマツ 阿部副会長

船引町商工会新春名刺交換会 28. 1.21 ウェディングプラザ丸美 石井支部長外1名

郡山税務関係団体協議会 28. 2. 3 郡山法人会館 伊野会長外1名

福島県中小企業家同友会
第30回総会記念講演会

28. 3.15 ホテルハマツ 阿部副会長

郡山商工会議所

通常議員総会懇談会
伊野会長28. 3.28 ホテルハマツ
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