
出席者 講　　　師

24. 4.24 郡山市民文化センター 184名 郡山税務署法人課税部門

24. 5.24 郡山法人会館 22名 郡山税務署法人課税部門

24. 6.11 南東北総合卸センター 86名 郡山税務署法人課税部門

24. 8.27 南東北総合卸センター 65名 郡山税務署法人課税部門

24.10.11 釧路市民文化センター 2名
慶応義塾大学教授
片山　善博　氏

24.10.24 南東北総合卸センター 69名 郡山税務署法人課税部門

24.11.19 郡山法人会館 26名 郡山税務署法人課税部門

24.12.13 南東北総合卸センター 56名 郡山税務署法人課税部門

25. 2.13 南東北総合卸センター 27名 郡山税務署法人課税部門

発行期日 号　　数

24. 8. 1

第406号 3500部

＊平成23年度法人税関係法令の改正の概要

＊税務署からのお知らせ

＊使う言葉通りの人生になっていく

　　「内外情勢の展望とこれからの課題」

＊給与計算にまつわる「労基法の正しい知識」

3500部

第407号 3500部

第408号

＊税務署ニュース

＊経営に求められる３つの仕事

＊部下がやる気になる時、やる気をなくす時
第409号

＊加速する人口減少社会

＊経営者の食事　特定健康診査を受けましょう!!

＊税務署ニュース

＊復興特別所得税の源泉徴収のあらまし

＊第38回定時総会開催　公益法人認定申請手続きを承認

11.12月決算申告説明会

3500部

　震災特例法（法人税関係法令）改正について

第410号

24. 7. 1 3500部

部　　数

24. 4. 1

新設法人税務研修会

Ⅰ　公益事業関係

　　（１）本　会

テーマ

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）

　　　<研修会>

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

全国大会「北海道大会」

9.10月決算申告説明会

　　　<税の広報活動>

＊資金移動表により企業の支払能力を知る

＊話し方が大事！上手なほめ方、叱り方で活力ある職場を作る

＊法人税・消費税の確定申告等の電子申告利用のお願い

＊セールスマネージャーの部下育成の基本姿勢

事項別状況

開催日 場　　所

＊３・１１に学んだIT業界の変革

1.2月決算申告説明会

＊二宮尊徳からの贈り物

＊コーチングに基づく部下が奮い立つ言葉

＊記念講演会　６月１４日（木）　屋山  太郎　氏

＊人間関係を良くする「敬語」　ビジネスに活かそう

＊社員のやる気を引き出す経営

　①月刊“法人こおりやま”の発行

24. 5. 1

24. 6. 1



発行期日 号　　数

＊税務署ニュース 税務調査手続き明確化等を内容とする
　

3500部

3500部第414号24.12. 1

25. 2. 1

＊税務署ニュース

第413号

＊経理実務に精通する担当者に評定して欲しい法人会の
税制実務要望点

＊平成２５年度税制改正へ 法人会は提言する

＊取引額を増やすルートセールスの勘所

　②季刊“ほうじん”の配布

25. 3. 1 第417号 3500部

3500部第416号

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　総部数　14,000部

　国税通則法等の改正について

＊平成２５年度 税制改正大綱決まる

＊経営者の食事

＊伸びる企業の条件

＊増収増益の経営ヒント

＊時間意識を高め成功する

＊最重要命題は倒産回避！中小企業金融円滑化法終了に
向
　けて

＊税務署ニュース あなたの確定申告をサポートします

＊税のミニ通信 消費税改正点について

＊税務署ニュース

＊税務署ニュース 復興特別所得税の源泉徴収のあらまし

＊税のミニ通信 消費税仕入税額控除の計算

＊活路は強みを生かすことで拓かれる

＊税務署ニュース 法定調書の作成・提出はパソコンで！

＊早急に収益力の改善を

＊増税だけに頼るのではなく、徹底した歳出削減の実施を

＊税のミニ通信 創設された「復興特別法人税」の取扱い

＊税のミニ通信 太陽光発電の売却収入と税金

＊税のミニ通信 会社改正法による日本航空政権の経営理
　念と手法

24.11. 1

部　　数

25. 1. 1 第415号 3500部

3500部第412号24.10. 1

24. 9. 1 第411号 3500部

＊数字の分かる経営者に

＊難局を超えるリーダーシップの心得

＊税務署ニュース　定率法の償却率等の見直し

主　要　記　事

＊大震災から1年半後の税務調査のポイント

＊「労働者派遣法」が改正施行されました

＊平清盛のメッセージ 理想の一灯を掲げて進もう

＊税のミニ通信 国税通則法の改正について

＊閉塞の今こそ オンリーワン戦略

＊顧客需要喚起営業は３つの視点で

＊郡山税務署からのお知らせ



出席者 講　　　師

24. 4.24 辰巳屋 24名 郡山税務署法人課税部門

24. 5.21 江戸銀 12名 郡山税務署法人課税部門

24. 5.22 白友 7名 郡山税務署法人課税部門

24. 5.25 ホテル八文字屋 18名 郡山税務署法人課税部門

24. 6. 6 若嶋屋 20名 郡山税務署法人課税部門

出席者 講　　　師

24.10.12 郡山税務署 6名 福島税務署税務広報広聴
官

24.10.16 税に関する標語に応募の

あった454作品から8点選
出

24.10.19 ㈱タニタ総合研究所

  谷田　大輔　氏

24.11.1 シーガイヤコンベン ワタミグループ創業者
　

　　～3 　  ションセンター   渡邉　美樹　氏

24.11.14 郡山法人会館 6名 青年部会員担当

24.11.15 守山小学校 57名 青年部会員担当

24.11.28 菅谷小学校 12名 青年部会員担当

24.12. 3 瀬川小学校 13名 青年部会員担当

24.12. 4 赤木小学校 47名 青年部会員担当

24.12.11 大成小学校 135名 青年部会員担当

24.12.12 朝日が丘小学校 129名 青年部会員担当

24.12.14 上伊豆島小学校 6名 青年部会員担当

24.12.18 東芳小学校 17名 青年部会員担当

24.12.19 安積第一小学校 130名 青年部会員担当

25. 1.11 芳山小学校 60名 青年部会員担当

25. 1.16 安積第二小学校 23名 青年部会員担当

25. 1.24 桃見台小学校 50名 青年部会員担当

25. 1.25 浮金小学校 4名 青年部会員担当

出席者 講　　　師

24. 4.12 グリーンドーム前橋 6名
医療法人中央群馬脳神経
外科病院理事長
  　 　

24.10.12 郡山税務署 7名 福島税務署税務広報広聴官

24.10.15 郡山法人会館 8名 女性部会員担当

24.10.23 ホテルサンルート白河 19名 弁護士　住田　裕子　氏

24.11.14 郡山法人会館 5名
税に関する絵はがきに応募の
あった76作品から10点を選出

24.11.26 安積第三小学校 76名 女性部会員担当

24.11.29 富田西小学校 114名 女性部会員担当

24.12. 7 河内小学校 3名 女性部会員担当

24.12.20 常葉小学校 36名 女性部会員担当

25. 1.29 薫小学校 94名 女性部会員担当

全国青年の集い

の審査会

改正税法について

改正税法について

小学生の税に関する標語

母畑温泉　八幡屋 10名

租税教室講師養成講座

「須賀川大会」

「宮崎大会」

テーマ

改正税法について

　　（３）青年部会

3名

郡山法人会館 6名

県法連 青連協会員研修会
　　

改正税法について

改正税法について

租税教室

租税教室

小学生の税に関する標語
の表彰式

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

県法連 女連協会員研修会
「白河大会」

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

租税教室

租税教室

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

開催日 場　　所

開催日 場　　所

開催日 場　　所

租税教室

テーマ

　　（２）支　部

租税教室

租税教室

　　（４）女性部会

テーマ

全国女性フォーラム
「群馬大会」

租税教室講師養成講座

租税教室



出席者 講　　　師

24. 4.19 郡山法人会館 27名
㈲マハロ代表取締役
　相澤　桂子　氏

24. 6.14
郡山ビューホテル
アネックス

181名
政治評論家
　屋山　太郎　氏

24. 8. 7 郡山法人会館 13名
社会保険労務士
　大庭　恵三子　氏

24. 9.19 郡山法人会館 13名
㈱フランチャイズブレイン
　伊藤　恭　氏

24. 9.21
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

24. 9.27 郡山法人会館 22名
東北乳運㈱
　門馬　真澄　氏

24.10.11 郡山法人会館 16名
㈱二ノテック
　樽川　次男　氏

24.10.17 郡山法人会館 19名
㈱ネットワーク21
　石渡　みどり　氏

24.10.25 郡山法人会館 20名
㈱波デザイン
　大波　久夫　氏

24.11. 8 郡山法人会館 14名
㈱ボナンザ
　伊野　勝彦　氏

24.11.17 郡山法人会館 16名
郡山信用金庫
　有馬　賢一　氏

24.11.21 郡山法人会館 21名
特定社会保険労務士
　小島　信一　氏

25. 2. 6
郡山ビューホテル
アネックス

94名
東京大学名誉教授
　養老　孟司　氏

25. 2.21 郡山法人会館 11名
実践実務教育研究所
　佐藤　寛　氏

25. 3.18 郡山法人会館 　15名
公認会計士・中央企業診断士
　土屋　晴行　氏

テーマ 開催日

　　（１）本　会

場　　所

できる中堅社員の仕事術

経営道場

経営道場

経営道場

ビジネス文書力強化講座

改正高年齢雇用安定講座

経営道場

２．地域企業の健全な発展に資する事業（公益事業２）

内外情勢の展望と
これからの課題

社会保険手続き早分かり
講座

　　　　①研修会

法人税申告書・
復興特別法人税申告書の
書き方講座

経営道場

経営道場講師
打ち合わせ会

ワードエクセル本格
ビジネス実践活用講座

金融円滑化法終了
直前対策講座

経営者のための脳の話



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 163 151 143 100 87 84 63 154 137 200 190 129 1601

一般ログイン数 2 3 1 1 3 2 2 6 4 3 7 5 39

会員ログイン数 79 43 50 31 39 32 13 50 36 59 70 39 541

　　　　②インターネットセミナー利用状況（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

　　　　③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

24. 7. 5
ウエディングプ
ラザ丸美

74名
日本レストランエンタプライズ
　齊藤　泉　氏

24.12. 4 ホテル八文字屋 27名
三春町長
　鈴木　義孝　氏

25. 1.27
小野町勤労
青少年ホーム

60名
読売テレビ報道局
　岩田　公雄　氏

25. 2.19
磐梯熱海温泉
栄楽館

35名
㈱シムックス
　深澤　賢治　氏

出席者 講　　　師

24.12.23 郡山法人会館 10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

24.10.29
緑ヶ丘応急
仮設住宅

11名 郡山法人会女性部会員

テーマ

2013年を展望する
～日本の進路を読む～

「目配り・気配り・
　　　　こころ配り」

チャリティー募金活動

場　　所

場　　所

　　（３）女性部会

開催日

テーマ

歌って踊って健康管理

３．地域社会への貢献を目的とする事業（公益事業３）

三春町長と懇談会

テーマ

場　　所

　　（２）青年部会

覚悟を決めましょう

　　（１）支　部

開催日

開催日



開催日 場　　所 出席者

24.10.18
石川カントリー
クラブ

21名

25. 2. 6
郡山ビューホテル
アネックス

94名

　２．健康診断

　　　　　人間ドック（１日）コース　　６件

　　　　　人間ドック（半日）コース　　０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

親睦ゴルフコンペ 会員交流のためのコンペ

　　　　　ＰＥＴ健診ゴールドコース　４６件　

　　　　　ＰＥＴ健診シルバーコース　　８件　



（１）総会・役員会

会　　議　　名 開催日 場　　所 出　席　者

三春支部役員会 24. 4. 6 三春まちづくり公社 １２名

田村支部役員会 24. 4. 9 船引町商工会館 ６名

滝根支部役員会 24. 4.23 白友 ５名

船引支部定時総会 24. 4.24 辰巳屋 ２４名

常葉支部役員会 24. 4.26 常葉町商工会館 １０名

大越支部役員会 24. 4.27 大越町商工会館 １０名

大越支部定時総会 24. 5.21 江戸銀 １２名

滝根支部定時総会 24. 5.22 白友 ７名

三春支部定時総会 24. 5.25 八文字屋 １８名

小野支部役員会 24. 5.25 小野町商工会館 １２名

小野支部定時総会 24. 6. 6 若嶋屋 ２０名

田村支部正副支部長会議 24. 7. 2 船引町商工会館 ５名

田村支部設立報告会 24. 7. 5 ウエディングプラザ丸美 ３３名

田村支部役員会 24. 9. 6 慶々飯店 １２名

三春支部役員会 24. 9.11 三春まちづくり公社 ４名

小野支部三役会 24. 9.21 小野町商工会館 ３名

小野支部役員会 24.10. 2 小野町商工会館 ５名

三春支部役員会 24.10.26 三春まちづくり公社 ９名

田村支部正副支部長会議 25. 2.13 船引町商工会館 ４名

田村支部（常葉地区）現況報告会 　25. 2.22 神田の湯 １０名

（２）事業

会　　議　　名 開催日 場　　所 出　席　者

三春支部視察研修会 24.10.18 山形方面 ４３名

小野支部視察研修会 24.11.13 東京方面 ２１名

　３．支部関係



◎ 部 会 長

◎ 直前部会長

◎ 副 部 会 長

◎ 幹 事 　 白石　恒造〈愛信堂㈱〉　　　　

　 今泉　進一〈㈲今泉建築〉　　　　

　 池田　義人〈㈲イケダ〉　　　　　　

　 榎本　信一〈㈲マルホン包装〉　　

　 佐々木  義高〈㈲三矢トラベル〉 　

　 重松　正人〈大同生命保険㈱〉

◎ 顧 問

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

④定時総会について

桑原　義昌〈㈱桑原コンクリート工業〉

渡辺　隆〈要田自動車㈱〉

鈴木　浩一〈㈱菅家経営センター〉　

高橋　由美子〈㈲ジェスカンパニー〉

横山　博司〈㈱横山タイヤ商会〉

橋本　浩一〈㈱中央会計センター〉

　 上田　徹也〈㈲上田印刷〉

　 幕田　宙晃〈㈱共立建築設計事務所〉

　 山口　松之進〈郡山観光交通㈱〉

　 大和田　一博〈㈱大和田工務店〉

件　　名

　定時総会

③新規社会貢献活動の企画について

内　　容

⑤第3回青連協役員会報告について

　 石井　敏也〈㈱石覚組〉

　　　　①総　　会

　　　　②役　員　会

　 小池　正幸（コーユー・株）

②税を考える週間社会貢献活動につ
　いて

　４．青年部会

　　（１）組織関係

　　　　①会員関係　　　部会員数　　　３５名

①全体例会について

　　　　②役員関係　　

②平成24年度事業計画並びに収支
　予算（案）承認の件

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

①青連協役員会の報告について

内　　容

①平成23年度事業経過報告並びに
　収支決算について

②平成24年度事業計画並びに収支
　予算(案）について

①平成23年度事業経過報告並びに
　収支決算承認の件

⑥平成24年度県青連協役員推薦につ
　いて

24. 5. 28
郡山ビューホ

テル
22名

②標語コンクール・租税教室につい
　て

　第２回　役員会

　第１回　役員会 24. 4.23 郡山法人会館 10名

郡山法人会館

　第１回　三役会 24. 7.31 郡山法人会館

24. 6.26

③ОＢ会について

10名

5名





開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

24. 5.28
郡山ビューホ

テル
22名

24. 8. 1
ボナリ高原ゴ
ルフクラブ

8名

24.10. 2 東京方面 6名

24.12.20
パームスプリ
ングホテル

8名

24.12.23 郡山駅前 10名

25. 2. 8
郡山ビューホ
テル

12名

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　２４年６月２６日　　　郡山ホテルプリシード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣川　寛部会長外１名出席

　　◇白河法人会青年部会20周年式典　 ２４年７月１８日　　　ホテルサンルート白河

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣川　寛部会長出席

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　　 ２４年８月２５・２６　ビッグパレットふくしま

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　大和田　一博副部会長外３名出席

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　２４年９月１２日　　　母畑温泉「八幡屋」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　廣川　寛部会長外２名出席

　　◇県法連青年部会慰労会　　　 　　２４年１１月２６日　　益蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　廣川　寛部会長外１名出席

　　◇県法連青年部会連絡協議会　 　　２５年２月２０日　　　郡山ビューホテル

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣川　寛部会長外１名出席

　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　２５年３月１８日　　　ホテルプリシード郡山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　石井　敏也副部会長外１名出席

　　　　◇理事・厚生委員長　　　佐藤　克敏　　　　◇理事・総務委員　　　渡辺　隆

　　　　◇理事・広報委員　　　　廣川　寛　　　　　◇監事・厚生委員　　　小池　正幸

　　　　◇理事・組織委員　　　　降矢　正美

　　（３）全体例会

　全体例会　視察研修会

　全体例会　親睦会

件　　名 内　　容

　　（４）外部行事等

　　（５）親会役員選出

　全体例会　忘年例会 会員交流のための忘年例会

　全体例会　新春研修会 金融円滑化法終了と出口戦略

会員親睦ゴルフコンペ

　全体例会　講演会

件　　名 内　　容

　全体例会　街頭募金
チャリティーミュージックソン街頭
募金

演題：「今、租税教育」
講師：郡山税務署 副署長
　　　　桑原 律子 氏

会員交流のための研修会

24.11.22　第３回　役員会

①全国・県大会等の報告について

②後期事業の企画について
郡山ビューホ
テルアネック

ス
7名

③社会貢献事業について



◎ 顧 問 　 岡部ヨシ子〈㈱岡　部〉

◎ 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〉

　 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〉　 佐藤美紀子〈㈱ぱるる〉

　 滝田　幸子〈援護化学㈱〉　　　　　過足美智子〈㈱丸青過足青果〉

　 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㈱〉

◎ 監 事 　 渡辺　安子〈㈱丸　佳〉　　　　　　皆川　栄子〈㈱皆川自動車ガラス〉

開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

24. 4. 26 郡山法人会館 2名

③定時総会開催日程について

　　（２）会議関係

　　（１）組織関係

　　　　①会員関係　　　部会員数　　　５７名

　　　　②役員関係　　　

①平成23年度事業経過報告並びに収
　支決算承認の件

②平成24年度事業計画(案)並びに収
　支予算報告承認の件

　　　　①総　　会

件　　名

　定時総会 24. 6. 7
郡山ビューホ
テルアネック

ス
25名

内　　容

件　　名 内　　容

③県連会員研修会「白河大会」につ
　いて

郡山ビューホ
テルアネック

ス

①県女連協役員会報告について

郡山法人会館　第１回　役員会 24. 4. 26 16名

　監　事　会
①平成23年度事業経過、収支決算監
  査

④全国女性フォーラム「愛知大会」
　について

　第１回
　正副部会長会議

24. 7. 3

①平成23年度事業経過報告並びに収
　支決算について

②平成24年度事業計画(案)並びに収
　支決算(案）について

②委員会構成について

　５．女性部会

6名

　　　　②役　員　会



開催日 場　　所 出席者

開催日 場　　所 出席者

24. 9.12 郡山法人会館 5名

24.11. 8 郡山法人会館 8名

開催日 場　　所 出席者

24. 6. 7
郡山ビューホ
テルアネック
ス

25名

25.1.27
　　～28

東京方面 19名

25. 3. 4 郡山法人会館 23名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２４年９月１１日　　ホテルサンルート白河

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２５年２月６日　　　ホテル辰巳屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◇常任理事・研修委員　　阿部　尋子　　　　　◇理事・厚生委員　　　渡辺　安子

　　　　◇常任理事・研修委員　　小林　裕子　　　　　◇理事・広報委員　　　皆川　栄子

　　　　◇常任理事・総務委員　　滝田　幸子　　　　　◇理事・総務委員　　　村上　節子

件　　名

　第２委員会

　第１委員会

　　（５）親会役員選出状況

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　２４年６月１８日　　ホテル辰巳屋

　　阿部尋子部会長外3名出席

　　阿部尋子部会長外4名出席

　　阿部尋子部会長外3名出席

　　（４）外部行事等

　全体例会　　講演会
演題:「マルサの男」
講師: 郡山税務署 署長
　　　石川 隆雄 氏

　第２回
　正副部会長会議

25. 1.21 郡山法人会館 4名 ②全国女性フォーラム「愛知大会」
　について

　第２回
正副部会長・委員長会
議

25. 1.21 郡山法人会館 6名

件　　名 内　　容

②今後の活動について

　　（３）全体例会

　第２回　役員会 24. 8.23
②租税教室開催について

①小学生の税の絵はがき審査につい
　て

①会員研修会「白河大会」について

②第２委員会報告について
15名

会員交流のための視察研修

郡山法人会館 11名

①役員任期満了につき改選について

内　　容

①小学生の税の絵はがき審査につい
　て

②今後の活動について

　　　　③委　員　会

内　　容

①社会貢献活動について

　全体例会　　研修会

①会員交流について
 　(第１委員会担当）

①会員交流について

演題:「話し上手は、
　　　　　　　　聞き上手から」
講師: ㈲雲龍堂 阿部 尋子 氏

郡山法人会館　第３回　役員会

　第１回
正副部会長・委員長会
議

24.10.15

件　　名

　全体例会　 視察研修　　

郡山法人会館 8名

24.11. 8



24年4月1日 24年6月30日 24年12月31日 25年3月31日 期　首　比

会　員　数 3,784社 3,704社 3,654社 3,269社 △515社

加　入　率 43.3% 42.2% 41.6% 37.3% △6.0％

稼動法人数 8,729社 8,775社 8,775社 8,775社 △46社

　鈴木　昇　〈㈱アイワコーポ〉

　　　　　　会　長　　　１名　　　副会長　８名　　専務理事　１名

　有馬　賢一〈郡山信用金庫〉

　　　　　　　　　　　顧　問　３名　　　相談役　５名　　特別参与　　１４５名

　　　　　②支部役員　　４１名

　　　　　　　　　　　支部長　３名　　副支部長　８名　　　幹　事　２９名

　　　　　　　　　　　監　事　１名

　　　　　③顧問・相談役・特別参与　１５３名

《会　　長》

　　　　　　常任理事　２９名　　　理　事４１名

　　　　　◎監　　事　　３名

Ⅲ　法人管理

　１．組　織

　　（１）会員数

　　（２）会員移動状況

◎入会会員　　　　４１社

◎退会会員　　　５５６社（休業、倒産２０社、解散１３社、不明８８社
その他事由　４３５社）

　　（３）役員数

　　　　　①本部役員　◎理　　事　　　８０名

《副　会　長》

　　　　内藤　清吾〈㈱内藤工業所〉

　大波　久夫〈㈱波デザイン〉

　  　　石橋　克郎〈石橋ハマプラス㈱〉

　渡辺　善隆〈田村産業㈱〉

　大橋　健二〈㈱アセスメント大橋〉

　　　　高田　正人〈㈱日向〉

　伊野　勝彦〈㈱ボナンザ〉 　　　　櫛田　忠夫〈㈱リフレクシダ〉

　　　　青木　恒夫〈㈱青木工機〉

　　　　阿部　尋子〈㈲雲龍堂〉

《専務理事》

　野口　勝男〈社・郡山法人会〉

　　　　《常任理事》

　伊野　實　〈㈲伊野積善社〉

　　　　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〉 　　　　若松信一郎〈光栄電気通信工業㈱〉

　野口　雅夫〈郡山スチール㈱〉 　　　　椎根　義人〈㈱三貴商事〉

　滝田　幸子〈援護化学㈱〉

　鈴木　幸雄〈㈱鈴弥洋行〉

　渡辺　一弘〈㈱フードサービス〉

　小林　裕子〈㈱福豆屋〉

　　　　水品　幸意〈㈱常電舎〉

　　　　丹治　一郎〈西部自動車㈱〉

　　　　本庄　松雄〈福島綜合警備保障㈱〉

　佐藤　雄三〈㈲昌弘社佐藤新聞店〉

　　　　矢部　幸一〈福菱冷熱㈱〉



　相良　修二〈㈱相建工業〉

　廣川　寛　〈㈱廣川鉄工所〉

　村上　節子〈村上商事㈱〉

　吉田　代吉〈㈲ヨシダエンジニアリング〉

　　　　《監　　事》

　加藤　英夫　〈㈲かとう会計事務所〉

　　　　吉田　來　〈大和コウケン㈱〉

　　　　渡辺　紘三〈㈱ワタヤス〉

　　　　佐藤　利男〈㈱フクイシ〉

　過足　満雄〈㈱丸青過足青果〉

　　　　別府　一男（岩通東北㈱）

　蔭山　寿一〈㈱蔭山工務店〉

　　　　葛西　秀匡〈㈱ヤマカ不動産〉

　渡辺　孝雄〈㈱ワタザイ〉

　遠藤　庄二〈㈱郡山測量設計社　田村支店〉 　　　　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㈱〉

　小川　則雄〈㈱郡山自動車学校〉

　永山　哲也〈郡山陸運㈱〉 　　　　近藤　源治〈㈲近藤造園〉

　　　　岡部　弘幸〈㈱岡部〉

　　　　永山　忍　〈郡山運送㈱〉

　　　　鈴木　幸一〈郡山ビューホテル㈱〉

　　　《理　　事》

　増渕　幸三〈㈱あさかエンジニアリング〉

　宗像　住孝　〈㈲トレジャー〉

　大内　幸一〈㈱ドリーム・オオウチ〉

　最上　恒夫〈福島県南酒販㈱〉

　増子　眞也〈㈱増子会計センター〉

　渡辺　安子〈㈱丸　佳〉

　光本　明充〈㈱光本工務店〉

　東北税理士会郡山支部会員

　　　　《顧　　問》

　樽川　次男〈前会長〉

　増子　眞也〈東北税理士会郡山支部長〉

《特別参与》

　斎藤　元　〈郡山青色申告会長〉

　吉田　美政〈田村地区商工会広域連携協議会長〉

　富田　久稔〈前副会長〉　

　《相　談　役》

　　　　三瓶　明　〈㈱サンデザイン〉

　　　　新　　肇　〈㈲創　苑〉

　　　　降矢　正美〈㈲測地測量〉

　椎根　和芳〈㈱椎根建設〉

　鈴木　孝雄〈㈱大東銀行〉

　佐藤日出一〈㈱東　日〉

　　　　神事　護　〈トーアン㈱〉

　　　　門馬　泰史〈東北乳運㈱〉

　　　　小池　正幸〈コーユー㈱〉

　　　　叶　　文利〈㈱丸一タイル商会〉

　　　　伊藤　正隆〈㈱ヨシダコーポレーション〉

　　　　箭内　和夫〈㈲大平電業社〉

　佐藤　良也〈トヨタカローラ福島㈱〉

　二瓶　重信〈㈱二嘉組〉

　安藤　元二〈東日本ダイワ㈱〉

　　　　滝田　武　〈郡山地区商工会広域協議会長〉

　　　　高田藤太郎〈前副会長〉

　　　　丹治　一郎〈郡山商工会議所会頭〉

　　　　樽川　啓　〈㈱ニノテック〉

　　　　生田目　光〈㈱バンダイ通信〉

　　　　挽野　喜孝〈㈲挽野自動車整備工場〉

　郡司　重光〈郡司石油㈲〉

　佐藤　克敏〈㈱エスビー商会〉

　矢部　豊　〈㈱財経戦略研究所）

　　　　小林　勝則〈㈲萬寿園〉

　　　　皆川　栄子〈㈱皆川自動車ガラス〉

　　　　須佐　喜夫〈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〉



委員数

　９名

１７名

　９名

１１名

　９名

　９名

　有馬　賢一

　有馬　賢一 組織委員長 　　佐藤　雄三

　大波　久夫 組織委員 　　佐藤　利男

　伊野　勝彦 税制委員 　　堀江　正喜

　大橋　健二 厚生委員長 　　佐藤　克敏

　櫛田　忠夫 厚生委員 　　小池　正幸

　渡辺　善隆 広報副委員長　　水品　幸意

　高田　正人 広報委員 　　渡辺　一弘

　宗像　住孝 　同 　　青木　恒夫

研修副委員長　　熊田　耕治

専務理事 　野口　勝男

事務局次長 　内山　陽壹

職　　員 　佐藤　香理

職　　員 　野田　雄也

　　（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　総務副委員長

　　　　　　同　　組織委員

　　　　　　同　　税制副委員長

　　　　　　同　　厚生委員

　　　　　監　事　税制委員

　　　　　　同

　　　　　　同

委員会名 委員長

　　堀江　正喜

研修委員会 　　熊田　耕治

厚生委員会 　　佐藤　克敏

　　佐藤　雄三

　　　　　理　事

　　　　　副会長

　　宗像　住孝

　　渡辺　一弘

　　（５）上部団体役員

広報委員会 　　水品　幸意

　　赤塚　英夫

　　小池　正幸

税制委員会

　　（４）委　員　会

　　渡辺　孝雄

副委員長

　　伊野　實 　　大和田　勝典総務委員会

組織委員会



開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)平成23年度事業報告承認の件

(2)平成23年度収支決算報告並びに

　 監査報告承認の件

(3)平成24年度事業計画(案)承認の件

(4)平成24年度収支予算(案)承認の件

(5)公益認定申請手続き承認の件

(6)公益認定に伴う定款変更(案)並び

　 に諸規程(案)承認の件

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)平成23年度事業報告承認について

(2)平成23年度収支決算報告並びに監

　 査報告承認について

(3)平成24年度事業計画(案)承認につ

　 いて

(4)平成24年度収支予算(案)承認につ

　 いて

(5)公益認定申請手続き承認について

(6)公益認定に伴う定款変更(案)並び

　 に諸規程(案)承認について

(7)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

　 功労者表彰承認について

(8)報告事項

　①青年部会、女性部会現況報告の件

　②定時総会開催日程について

(1)顧問、相談役、特別参与推載委嘱

　 承認について

(2)報告事項

　①平成24年度福利厚生制度推進状況

　　について

　②公益法人認定申請の進捗状況につ

　　いて

　③青年部会、女性部会現況報告につ

　　いて

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)報告事項

　①公益法人申請進捗状況について

　②事業経過報告及び収支決算と今後

　　の事業について

郡山ビューホテル
アネックス

76名
(内委任状

34名)

   平成24年度
   定時総会 24. 6.14

郡山ビューホテル
アネックス

1,899名
(内委任

状
1,728名)

  

第２回 理事会

件　　名

　　（２）理　事　会

24. 9. 7

件　　名

第１回 理事会 24. 5.23
郡山ビューホテル

アネックス

78名
(内委任状

27名)

　２．会議関係

件　　名

　　（１）総　会



　③平成24年度会員拡大推進状況につ

　　いて

　④青年部会、女性部会現況報告につ

　　いて

　⑤平成24年度福利厚生制度推進状況

　　について

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)平成２３年事業概況について

(2)平成２３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)公益認定移行スケジュールについて

(2)公益認定申請手続きに伴う、定款変

　 更(案)並びに諸規程について

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)定時総会任務分担について

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

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)福島県法人会連合会役員選任につい

　 て

25. 3.27 郡山ビューホテル 7名 (1)理事会上程議案について

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)副委員長選任について

(2)平成25年度税制改正に関するアン

　 ケート調査について

(3)福島県復興のための税制要望署名に

　 ついて

(4)「平成25年度税制改正要望事項」提

　　出について

開催日 場　　所 出席者 議　　　題

(1)平成23年度事業経過報告並びに収支

　 決算について

(2)平成24年度事業計画(案)並びに収支

　 予算(案)について

(3)公益認定に伴う定款変更(案)並びに

 　諸規程(案)について

4名

　　（５）委　員　会

件　　名

第３回 理事会 25. 1.24
郡山ビューホテル

アネックス

76名
(内委任状

24名)

25. 1.24

第２回　正副会長会

第３回　正副会長会

　監　事　会 24. 5.18

7名

7名

　　（４）その他の役員会

件　　名

郡山ビューホテル
アネックス

4名

第１回　総務委員会 24. 5.21 郡山法人会館 8名

24. 4.18 郡山法人会館

件　　名

第１回　税制委員会

24. 5.23 7名

24. 9. 7 6名

24. 4.13

郡山法人会館

　　（３）監　事　会

件　　名

第１回 正副会長会

第４回　正副会長会

第５回　正副会長会



(4)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

　 労者表彰資格検査について

(5)定時総会開催日程について

(1)経営道場について

(2)視察研修会について

(3)新春講演会講師選定について

24. 8. 8 郡山法人会館 4名 (1)申請書類の確認について

(1)厚生委員会

　①県連厚生委員会報告について

　②平成24年度福利厚生制度推進状況

　　並びに今後の推進拡大策について

(2)組織委員会

　①県連組織委員会報告について

　②平成24年度会員拡大運動について

(1)報告事項

　①事業経過報告

(2)新春賀詞交歓会任務分担について

(1)公益社団法人郡山法人会認定につい

　 て

(2)平成25年度事業計画(案)収支予算

 　(案)について

(3)諸規程(案)について

25. 3.25 郡山法人会館 7名

7名郡山法人会館

25. 1.23 郡山法人会館 4名

第１回 組織・厚生
合同委員会

24. 9.24 郡山法人会館 18名

　  

24. 7.23

公益認定移行準備
委員会

第３回　総務委員会

第１回　研修委員会

第２回　総務委員会



件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

ＰＪＣ第３回集合研修会 24. 4.11 コラッセふくしま 内山事務局次長外１名

県連　事務局長等会議 24. 4.17 コラッセふくしま 内山事務局次長

県連　総務委員会 24. 5. 9 コラッセふくしま 野口専務理事

県連　理事会 24. 5.17 コラッセふくしま 有馬会長外5名

県連　税制委員会 24. 5.30 コラッセふくしま 大橋副会長外2名

東北六県連　理事会 24. 6. 7 仙台国際ホテル 有馬会長

県連　通常総会 24. 6.13 福島グリーンパレス 有馬会長外9名

県連　厚生委員会 24. 6.21 ホテルプリシード郡山 櫛田副会長外２名

赤坂見附総合事務所個別
相談会

24. 7.12 コラッセふくしま 内山事務局次長外１名

県連　組織委員会 24. 8.22 ホテルプリシード郡山 佐藤委員長外２名

県連　広報・研修合同委員会 24. 8.28 福島ビューホテル 熊田委員長外1名

県連　事務局長会議並びに公
益申請研修会

24. 9. 3 コラッセふくしま 野口専務理事外1名

県連　理事会 24. 9. 7 福島ビューホテル 有馬会長

県連　総務委員・単位会事務
局長合同会議

24.10. 1 コラッセふくしま 大波副会長外1名

六県連　事務職員研修会 24.10. 5 三井住友海上火災　仙台支店 内山事務局次長外1名

六県連　単位会長懇談会及び
運営協議会

24.11. 8 江陽グランドホテル 有馬会長外2名

県連　正副会長会議 24.11.13 コラッセふくしま 有馬会長

県連　税制委員会 24.11.20 コラッセふくしま 野口専務理事

県連　理事会 24.12.12 ホテル　辰巳屋 有馬会長外5名

事務局職員研修会 24.12.25 全法連会館 内山事務局次長外1名

県連　組織・厚生合同委員会 25. 1.29 磐梯熱海温泉 ホテル華の湯 佐藤委員長外4名

県連　正副会長会議 25. 2.18 コラッセふくしま 有馬会長

全法連　平成25年税制 25. 2.19 ハイアットリージェンシー 内山事務局次長外1名

セミナー 東京

県連　総務委員会 25. 2.27 コラッセふくしま 大波副会長

県連　広報・研修合同委員会 25. 3. 1 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 25. 3. 5 ハイアットリージェンシー 内山事務局次長外1名

東京

県連　理事会 25. 3.14 コラッセふくしま 有馬会長外5名

件　　　名 開催日 場　　所 出　席　者

郡山間税会　通常総会 24. 4.26 郡山ビューホテルアネックス 有馬会長

郡山青色申告会　通常総会 24. 5.10 郡山青色会館 有馬会長

郡山商工会議所　通常総会 24. 5.28 郡山ビューホテルアネックス 有馬会長

郡山税務関係団体協議会 24. 6.21 郡山法人会館 有馬会長外１名

東北税理士会　定期総会 24. 7. 2 ホテルハマツ 有馬会長

郡山税務関係団体協議会 24.10.24 郡山法人会館 有馬会長外１名

郡山税務署　納税表彰式 24.11.12 郡山ビューホテルアネックス 有馬会長

　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



青色申告会連合会
新年青申の集い

25. 1.17 ホテルプリシード郡山 野口専務理事

郡山税務関係団体協議会 25. 2. 4 郡山法人会館 有馬会長外１名
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