
 

議案第 1号 

平成 29年度 事業報告書 

(平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日) 

Ⅰ．事業概況                                  

平成 29年度日本経済は、引き続き回復基調にあり、雇用・所得環境が改善しつつある

反面、人手不足の状況はバブル期並みとなり、賃金や物価の上昇は緩やかなのもにとど

まっています。そんな環境のもと、会員の皆様には創意・工夫を実践され会員企業が益々

ご隆盛されることを強く願っております。 

当会の組織面では、会員の減少が避けられませんでしたが、廃業等による減少に歯止め

がかかり退会企業の大幅な減少がみられました。また会員増加目標を達成した地区会も

あり今後好転していくものと思われます。これからも税理士会・金融機関の協力、役員

による紹介運動の実施等によりさらなる組織の充実を図る方針です。また、平成 25年 4

月 1日から公益社団法人として新たなスタートを切り 6年目を迎え、その間公益認定基

準を確保することができており公益社団法人として順調な活動を展開しております。 

 平成 29 年度事業活動実績は、各種税務研修会の実施、会員増強に向けた各種セミナー

の開催、小学生向け租税教室への講師派遣、女性部会の税に関する絵はがきコンクール

の取組拡大、社会貢献活動、税制改正提言活動、各委員会の積極的な活動を展開して参

りました。また研修会等へ参加できない会員企業向けにインターネットセミナーを開設

いたしましたが利用率は年々向上しています。こうした活動が法人会の「税のオピニオ

ンリーダー」としての役割を十分発揮し、地域企業と地域社会の健全な発展に寄与する

ものと確信をしております。 

現在、税務当局で進めております「電子申告納税制度」（ｅ-Ｔａｘ）の推進については、

会員企業の積極導入をお願いしております。つきましては、関連団体として尚一層の普

及にご協力をお願い致します。 

 平成 29 年度の事業を滞りなく実施することが出来ましたのも、会員各位のご協力と関

係諸団体のご理解あるご支援の賜と厚く御礼申し上げます。 

 

Ⅱ．組織の状況 

会    員    数 

(平成 30年 3月 31日現在) 

地 区 会 名  法  人  数  会  員  数  加 入 率 

古 河 地区会     1,001社     440社     44.0％ 

坂 東 地区会     1,240     474     38.2 

 境  地区会      611      311     50.9 

総 和 地区会      868     285     32.8 

三 和 地区会      707     258     36.5 

五 霞 地区会      193     138     71.5 

  合  計     4,620社     1,906社     41.3％ 

 

本会

[公益事業関係]

「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」(公益事業1・税の啓発事業)

１. 税知識の普及及び適正な申告の普及を図る目的の事業

（1）決算期別説明会

案内数 参加者

1,263通 １１名

1,373通 １６名

683通 １７名

1,353通 ３７名

〔資料〕

1. 会社の決算・申告の実務

2. 古河税務署からのお知らせ

3. ネットが便利　申告・納税e-Tax

4. 国税の納付はダイレクト納付をご利用下さい。

5. 源泉所得税の改正のあらまし

6. よくわかる消費税 軽減税率制度

7. 自主点検チェックシート【入門編】

8. 自主点検ガイドブック【入門編】

9. 法人税関係法令の改正の概要

10.契約書や領収書と印紙税

（2）新設法人説明会

案内数 参加者

96通 １１名

75通 ４名

〔資料〕

1. 新設法人のための会社の税金ガイドブック

2. 古河税務署からのお知らせ

3. ネットが便利　申告・納税e-Tax

4. 国税の納付はダイレクト納付をご利用下さい。

5. 源泉所得税の改正のあらまし

6. よくわかる消費税 軽減税率制度

7. 消費税のあらまし

8. 印紙税の手引

9. 医療費控除の明細書

１～６月決算

３０年２月７日

２９年９月１２日 古河商工会議所201-202会議室

１～３月決算

会場

１０～１２月決算

７～９月決算

２９年１０月１２日 古河商工会議所201-202会議室

７～１２月決算

３０年１月１７日

日時

古河商工会議所201-202会議室

古河商工会議所301-302会議室

Ⅲ.事業内容

古河商工会議所201-202会議室

会場

２９年７月２６日

日時

４～６月決算

２９年４月２１日 古河商工会議所201-202会議室
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（3）改正消費税法説明会

非会員含

非会員含

非会員含

　 午後10名

非会員含

（4）年末調整説明会

非会員含

非会員含

テーマ　１.年末調整の仕方　スライド上映

　 ２.年末調整についての留意点

３.源泉徴収票と法定調書の作成についての留意点

講　師　　古河税務署法人課税　担当官

同上　

（5）古河税務署管内租税教育推進協議会の打合せ

出席者

２９年４月１３日 １名

第１回

１．第25回定期総会の開催について

２．その他

２９年８月１８日 １名

第２回

１．租税教室の開催について

２．｢税についての作文(中学生)｣｢税に関する高校生の作文｣の表彰等について

３．その他

（6）租税教室　講師研修会

出席者

６名

１．研修

２．意見交換

参加者

参加者

　　

古河税務署会議室

　会場

坂東市立岩井図書館

２９年１０月２５日

日時 会場

２９年１１月１６日 境町中央公民館

２９年１１月１７日 とねミドリ館

管理運営第一部門　担当官

２９年８月２１,２２日 古河税務署会議室

日時

日時

日時 会場

２９年１０月１７日 とねミドリ館

五霞町中央公民館

２９年１０月１８日 境町中央公民館

２９年１０月２０日

午前20名　午後 9名

午前20名　午後23名

午前12名　午後18名

午前110名　午後 90名

午前140名　午後137名

　会場

古河税務署会議室

本会

（7）租税教育へのグッズ提供

実施校数

古河地区会 ７ 校 ７ 校 ４４８ 名

総和地区会 １０ 校 １０ 校 ４４３ 名

三和地区会 ６ 校 ６ 校 ３１６ 名

坂東地区会 １３ 校 １３ 校 ４５７ 名

境地区会 ５ 校 ５ 校 ２３３ 名

五霞地区会 ２ 校 ２ 校 ６７ 名

４３ 校 ４３ 校 1,964 名

☆配賦内容☆

１.租税教室教材のテキスト寄贈「税について考えよう！クイズだゼイ！」

２.租税教育用マンガ配布「おじいさんの赤いつぼ」

３．｢けんた」グッズ配布　クリアファイル・鉛筆2本組　各1組

（8）租税教室への講師及び講師補助者の派遣

児童数

２９年１２月１１日 古河地区会 ４７名

２９年１２月１３日 〃 １８名

２９年１２月１２日 坂東地区会 ８５名

３０年　１月１８日 〃 ４７名

２９年１２月　６日 境地区会 ４３名

２９年１２月　８日 〃 ２９名

２９年１１月１７日 総和地区会 ４７名

２９年１１月１０日 〃 ５５名

２９年１１月３０日 三和地区会 ５３名

２９年１２月１２日 〃 １８名

３０年　１月３０日 五霞地区会 ３１名

１１校 ４７３名

（9）第４回税に関する絵はがきコンクール

対　象 ：管内小学校６年生（旧古河市内・五霞町）

応募数 ：４９１通

主　催 ：古河法人会女性部会

２９年７月～１２月 共　催 ：全国法人会総連合

後　援 ：国税庁、各教育委員会

受賞者 法人会長賞 １名

１名

女性部会長賞 １名

優秀賞 ８名

☆配賦内容☆

１.受賞者には、賞状及び図書券を贈呈

２.参加者全員に｢けんた」グッズプレゼント

（10）税の啓発活動

ｅ－Ｔａｘ(国税電子納税・申告システム)の推進運動

地区会

通　　年

五霞町立西小学校

境町立静小学校

古河市立下大野小学校

古河市立仁連小学校

実施地区

坂東市立岩井第二小学校

坂東市立沓掛・内野山小学校

児童数

日時 内容等

日時 内容等

古河市立上辺見小学校

古河市立駒込小学校

日時

古河市立第五小学校

実施校

古河市立第三小学校

学校数

境町立長田小学校

古河税務署長賞
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対　象 ：管内小学校６年生（旧古河市内・五霞町）

応募数 ：４９１通

主　催 ：古河法人会女性部会

２９年７月～１２月 共　催 ：全国法人会総連合

後　援 ：国税庁、各教育委員会

受賞者 法人会長賞 １名

１名

女性部会長賞 １名

優秀賞 ８名

☆配賦内容☆

１.受賞者には、賞状及び図書券を贈呈

２.参加者全員に｢けんた」グッズプレゼント

（10）税の啓発活動

ｅ－Ｔａｘ(国税電子納税・申告システム)の推進運動

地区会

通　　年

五霞町立西小学校

境町立静小学校

古河市立下大野小学校

古河市立仁連小学校

実施地区

坂東市立岩井第二小学校

坂東市立沓掛・内野山小学校

児童数

日時 内容等

日時 内容等

古河市立上辺見小学校

古河市立駒込小学校

日時

古河市立第五小学校

実施校

古河市立第三小学校

学校数

境町立長田小学校

古河税務署長賞
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２. 納税意識の高揚を目的とする事業
（1）古河税務署管内合同納税表彰式打合せ

出席者
２９年９月１５日 １名

１．「平成２９年度合同納税表彰式」の運営及び進行手順について
２．その他

（2）古河税務署管内合同納税表彰式
出席者

（とねミドリ館）
【内容】

１．古河税務署長表彰
２．古河税務署長感謝状贈呈
３．関係民間団体表彰
４．中学生の「税についての作文」表彰
５．｢税に関する高校生の作文」表彰
６．作文朗読

（3）全法連季刊誌「ほうじん」配布
配布部数

（4）古河法人会 機関誌「法人たより」発行配布
発行日 版
部数 ページ

○表紙（境地区会・「利根川大花火大会」）　
○第三十二回『通常総会』を開催
○平成29～30年度役員名・各委員会名簿
○青年部会・女性部会役員名簿
○28年度収支決算書・29年度収支予算書
○29年度事業計画・地区会別会員加入状況
○着任のあいさつ～古河税務署長　深井秀樹 氏
○税務署からのお知らせ

29.9 【古河税務署定期異動】
2,800部 【29年分　年末調整説明会のお知らせ】

【改正消費税法説明会のご案内
(軽減税率制度について)】

○諸会議・研修会の開催
○委員会活動
○部会活動（青年・女性部会）
○地区会たより（境・古河・総和地区会）
○地区会たより（三和・坂東・五霞地区会）
○法人会の経営者大型総合保障制度のご案内

第６２号
A－4
14Ｐ

新年号 2,000 【私の経営哲学】㈱宮脇書店　　宮脇　範次
地域書店のオンリーワン、ラストワンに

号数 掲載内容

夏号 2,000 【私の経営哲学】㈱デサン　藤池　一誠
可能性を信じて未来を描く

秋号 2,000 【私の経営哲学】㈱ハマダ　　濵田　忠彦
方向性を定め、発信し続けるそれが会社を強くする最短距離

季刊 内容

春号 2,000 【私の経営哲学】沖縄ツーリスト㈱　東　良和
未来のことを当事者意識でかんがえられるか

日時 会場

２９年１１月１６日 古河市生涯学習センター総和

日時 　会場
古河税務署会議室

２４名

本会

○表紙（関東の奇祭・高野ロウソク地蔵尊祭)　
○年頭のあいさつ～古河法人会 会長　川島　 栄
○新年のあいさつ～古河税務署長 深井　秀樹 氏
○古河税務署管内合同納税表彰式
○税務署からのお知らせ
【インターネットでの確定申告のお知らせ】

30.1 【医療費控除に関する重要なお知らせ】
2,500部 ○関東信越税理士会古河支部会員名簿

○活動状況｢平成三十年度税制改正提言活動｣を実施
○諸会議の開催
○税に関する絵はがきコンクール入選作品
○地区会たより（古河・坂東・総和地区会）
○地区会たより（境・五霞・三和地区会）
○会員の皆様へのお知らせ
（健康診断、インターネットセミナー）
○法人会の経営者大型総合保障制度のご案内

（5）ホームページにより広報

機関誌「法人たより」62号　掲載
機関誌「法人たより」63号　掲載

（6）税を考える週間　記念講演会(茨城県税務連絡協議会主催)
聴講者

２名
テーマ　「くらしを支える税と税務行政の課題」
講　師　　関東信越国税局総務部長　　田　島　伸　二 氏

（7）古河税務署長講演会（納税表彰式内）
聴講者

（とねミドリ館）
テーマ　「国の財政と消費税の役割」
講　師　　古河税務署長　　深 井 秀 樹 氏

（8）関東信越国税局との協議会
出席者

２名
【議　　題】
１.自主点検チェックシートの普及・定着について
２.租税教育の一層の充実に向けた取組について
３.ｅ－Ｔａｘの各種手続の普及・定着について
【周知事項】
１.改正消費税の周知・広報について
２.消費税に期限内納付について
３.従業員のＩＣＴ申告の推進について
４.税務署の確定申告の相談等について
５.関係団体の連携協調について

（9）税制セミナー（全法連主催）
出席者

３０年２月１４日 ２名
第一部

テーマ　「平成３０年度税制改正について」
講　師　　財務省主税局審議官　　

第二部
テーマ　「今後の税財政改革の方向性について」
講　師　　政策研究大学院大学 特別教授　　井　堀　利　宏　氏

「税を考える週間（11/11～17）」

日時 会場

日時 会場
３０年２月２日 水戸プラザホテル

ハイアットリージェンシー東京

日時 会場

２９年１１月１６日 古河市生涯学習センター総和

２９年９月
３０年１月

日時 会場
２９年１１月２７日 水戸プラザホテル　1F･ガーデンルーム

第６３号
A－4
14Ｐ

月日 内容

２３名
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２. 納税意識の高揚を目的とする事業
（1）古河税務署管内合同納税表彰式打合せ

出席者
２９年９月１５日 １名

１．「平成２９年度合同納税表彰式」の運営及び進行手順について
２．その他

（2）古河税務署管内合同納税表彰式
出席者

（とねミドリ館）
【内容】

１．古河税務署長表彰
２．古河税務署長感謝状贈呈
３．関係民間団体表彰
４．中学生の「税についての作文」表彰
５．｢税に関する高校生の作文」表彰
６．作文朗読

（3）全法連季刊誌「ほうじん」配布
配布部数

（4）古河法人会 機関誌「法人たより」発行配布
発行日 版
部数 ページ

○表紙（境地区会・「利根川大花火大会」）　
○第三十二回『通常総会』を開催
○平成29～30年度役員名・各委員会名簿
○青年部会・女性部会役員名簿
○28年度収支決算書・29年度収支予算書
○29年度事業計画・地区会別会員加入状況
○着任のあいさつ～古河税務署長　深井秀樹 氏
○税務署からのお知らせ

29.9 【古河税務署定期異動】
2,800部 【29年分　年末調整説明会のお知らせ】

【改正消費税法説明会のご案内
(軽減税率制度について)】

○諸会議・研修会の開催
○委員会活動
○部会活動（青年・女性部会）
○地区会たより（境・古河・総和地区会）
○地区会たより（三和・坂東・五霞地区会）
○法人会の経営者大型総合保障制度のご案内
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A－4
14Ｐ

新年号 2,000 【私の経営哲学】㈱宮脇書店　　宮脇　範次
地域書店のオンリーワン、ラストワンに

号数 掲載内容

夏号 2,000 【私の経営哲学】㈱デサン　藤池　一誠
可能性を信じて未来を描く

秋号 2,000 【私の経営哲学】㈱ハマダ　　濵田　忠彦
方向性を定め、発信し続けるそれが会社を強くする最短距離

季刊 内容

春号 2,000 【私の経営哲学】沖縄ツーリスト㈱　東　良和
未来のことを当事者意識でかんがえられるか

日時 会場

２９年１１月１６日 古河市生涯学習センター総和

日時 　会場
古河税務署会議室

２４名

本会

○表紙（関東の奇祭・高野ロウソク地蔵尊祭)　
○年頭のあいさつ～古河法人会 会長　川島　 栄
○新年のあいさつ～古河税務署長 深井　秀樹 氏
○古河税務署管内合同納税表彰式
○税務署からのお知らせ
【インターネットでの確定申告のお知らせ】

30.1 【医療費控除に関する重要なお知らせ】
2,500部 ○関東信越税理士会古河支部会員名簿

○活動状況｢平成三十年度税制改正提言活動｣を実施
○諸会議の開催
○税に関する絵はがきコンクール入選作品
○地区会たより（古河・坂東・総和地区会）
○地区会たより（境・五霞・三和地区会）
○会員の皆様へのお知らせ
（健康診断、インターネットセミナー）
○法人会の経営者大型総合保障制度のご案内

（5）ホームページにより広報

機関誌「法人たより」62号　掲載
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（6）税を考える週間　記念講演会(茨城県税務連絡協議会主催)
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テーマ　「くらしを支える税と税務行政の課題」
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聴講者

（とねミドリ館）
テーマ　「国の財政と消費税の役割」
講　師　　古河税務署長　　深 井 秀 樹 氏

（8）関東信越国税局との協議会
出席者

２名
【議　　題】
１.自主点検チェックシートの普及・定着について
２.租税教育の一層の充実に向けた取組について
３.ｅ－Ｔａｘの各種手続の普及・定着について
【周知事項】
１.改正消費税の周知・広報について
２.消費税に期限内納付について
３.従業員のＩＣＴ申告の推進について
４.税務署の確定申告の相談等について
５.関係団体の連携協調について

（9）税制セミナー（全法連主催）
出席者

３０年２月１４日 ２名
第一部

テーマ　「平成３０年度税制改正について」
講　師　　財務省主税局審議官　　

第二部
テーマ　「今後の税財政改革の方向性について」
講　師　　政策研究大学院大学 特別教授　　井　堀　利　宏　氏

「税を考える週間（11/11～17）」

日時 会場

日時 会場
３０年２月２日 水戸プラザホテル

ハイアットリージェンシー東京
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第６３号
A－4
14Ｐ

月日 内容

２３名
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（10）街頭広報
出席者

２９年１１月１５日 １３名
【内容】

１.国税庁ホームページの紹介
２.ＩＣＴ申告の推進等

〈配布物〉
①国税庁ホームページの紹介（税を考える週間）
②ＩＣＴ申告推進リーフレット
③租税推進協議会で制作したシャープペンシル
④税務連絡協議会で作製したポケットティッシュ

（11）古河税務署管内税務連絡協議会
出席者

２９年９月１３日 ２名
１．平成28年度事業報告及び決算報告等について
２．平成29年度事業計画(案)及び予算(案)について

３０年１月１２日 ２名
１．各団体主催行事等の情報交換ほか

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
（1）平成３０年度税制改正提言活動

２９年１１月１８日 衆議院議員 会長　
川　島　　　栄

２９年１２月　９日 衆議院議員 副会長
塚　原　　　実

２９年１１月１６日 古河副市長 副会長
矢　澤　啓　次

２９年１１月２４日 副会長
野　村　義　照

２９年１１月１４日 副会長
塚　原　　　実

２９年１２月　１日 副会長
須　釜　利　行

☆内容☆
１.平成３０年度税制改正に関する提言書提出
２.意見交換

（2）税制改正アンケート調査の実施

２９年４月 役員・委員を対象とした郵送によるアンケート調査の実施

（3）

４. 税施策等の普及推進を目的とする事業
（1）税の啓発活動

配布数
約1万部

日時 内容等
通　　年 封筒に消費税期限内納付運動の印刷によるＰＲ活動

２９年１１月１０日 第３１回全国青年の集い・高知大会
　　会場：高知県民文化ホール

２９年４月７日 第１２回全国女性フォーラム・鹿児島大会
　　会場：城山観光ホテル

染　谷　森　雄

日時 内　容　等

全国大会への参加
日時 内　容　等

青　木　善　和
坂東副市長

南　雲　　　仁
境副町長

信　田　好　則
五霞町長

日時 　会場
古河税務署会議室

古河税務署会議室

日時 陳情先 要望活動実施者

日時 　会場
古河駅頭

永　岡　桂　子

中　村　喜四郎

本会

「地域の経済・社会環境の整備改善等を図るための事業」

(公益事業2・地域貢献事業)
（1）第３２回通常総会記念講演会（一般公開）

対象 参加者
会員
非会員

テーマ　「いすみ鉄道の生き残り経営戦略」
～赤字ローカル鉄道　廃線の危機からの脱出～

講　師　いすみ鉄道(株)代表取締役社長　　鳥　塚　 亮 氏

（2）地元ふれあい祭り等への協力

五霞地区会　第１２回五霞ふれあい祭り　他

（3）古河市が実施する献血活動の支援

法人会エコバック ４００セット贈呈

（4）第４回サンスポ古河はなももマラソン大会のボランティアスタッフ
参加者

走路整理係(沿道警備など) ２名

(5) インターネットセミナー事業

会員
非会員

税務、経理、労務、人材育成、時局、経済、健康及びカルチャー等専門家による
多彩な内容のセミナーをインターネットを利用して配信
※月平均500～1,000件の利用状況有り

「会員のための福利厚生に関する事業」(福利厚生事業)
（1）(一財)全日本労働福祉協会が実施する会員向け健康診断の実施

受診者数
３０年３月１２日 １３名

（2）福利厚生事業の推進（案内･周知）

「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」(会員支援事業)
（1）会員親睦交流等事業実施状況

参加者

２９年８月２５日
正副会長会議交流懇親会

１３名
会場：冨久家

２９年１０月４日
理事会交流懇親会

４４名
会場：ホテル山水

２９年４月２０日
総会交流懇親会（女性部会）

２８名
会場：ホテル山水

２９年５月２５日
総会交流懇親会

１１２名
会場：ザ・カナルハウス

日時

２９年４月１３日 ２７名
総会交流懇親会（青年部会）
会場：和田家

内容等

古河商工会議所

日時 周知方法

日時 周知方法 対象

通　　年 機関誌、当会ホームページ

日時 会場

２９年１１月５日

日時
２９年１１月５日

日時 内容等
３０年３月１１日

日時 会場

２９年５月２５日 ザ・カナルハウス １２５名

日時 内容等

総数内容等

通　　年
①　経営者大型保障制度他ＰＲ　紹介運動 他
②　経営者保全プラン他ＰＲ　パンフレット配布
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（10）街頭広報
出席者

２９年１１月１５日 １３名
【内容】

１.国税庁ホームページの紹介
２.ＩＣＴ申告の推進等

〈配布物〉
①国税庁ホームページの紹介（税を考える週間）
②ＩＣＴ申告推進リーフレット
③租税推進協議会で制作したシャープペンシル
④税務連絡協議会で作製したポケットティッシュ

（11）古河税務署管内税務連絡協議会
出席者

２９年９月１３日 ２名
１．平成28年度事業報告及び決算報告等について
２．平成29年度事業計画(案)及び予算(案)について

３０年１月１２日 ２名
１．各団体主催行事等の情報交換ほか

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
（1）平成３０年度税制改正提言活動

２９年１１月１８日 衆議院議員 会長　
川　島　　　栄

２９年１２月　９日 衆議院議員 副会長
塚　原　　　実

２９年１１月１６日 古河副市長 副会長
矢　澤　啓　次

２９年１１月２４日 副会長
野　村　義　照

２９年１１月１４日 副会長
塚　原　　　実

２９年１２月　１日 副会長
須　釜　利　行

☆内容☆
１.平成３０年度税制改正に関する提言書提出
２.意見交換

（2）税制改正アンケート調査の実施

２９年４月 役員・委員を対象とした郵送によるアンケート調査の実施

（3）

４. 税施策等の普及推進を目的とする事業
（1）税の啓発活動

配布数
約1万部

日時 内容等
通　　年 封筒に消費税期限内納付運動の印刷によるＰＲ活動

２９年１１月１０日 第３１回全国青年の集い・高知大会
　　会場：高知県民文化ホール

２９年４月７日 第１２回全国女性フォーラム・鹿児島大会
　　会場：城山観光ホテル

染　谷　森　雄

日時 内　容　等

全国大会への参加
日時 内　容　等

青　木　善　和
坂東副市長

南　雲　　　仁
境副町長

信　田　好　則
五霞町長

日時 　会場
古河税務署会議室

古河税務署会議室

日時 陳情先 要望活動実施者

日時 　会場
古河駅頭

永　岡　桂　子

中　村　喜四郎

本会

「地域の経済・社会環境の整備改善等を図るための事業」

(公益事業2・地域貢献事業)
（1）第３２回通常総会記念講演会（一般公開）

対象 参加者
会員
非会員

テーマ　「いすみ鉄道の生き残り経営戦略」
～赤字ローカル鉄道　廃線の危機からの脱出～

講　師　いすみ鉄道(株)代表取締役社長　　鳥　塚　 亮 氏

（2）地元ふれあい祭り等への協力

五霞地区会　第１２回五霞ふれあい祭り　他

（3）古河市が実施する献血活動の支援

法人会エコバック ４００セット贈呈

（4）第４回サンスポ古河はなももマラソン大会のボランティアスタッフ
参加者

走路整理係(沿道警備など) ２名

(5) インターネットセミナー事業

会員
非会員

税務、経理、労務、人材育成、時局、経済、健康及びカルチャー等専門家による
多彩な内容のセミナーをインターネットを利用して配信
※月平均500～1,000件の利用状況有り

「会員のための福利厚生に関する事業」(福利厚生事業)
（1）(一財)全日本労働福祉協会が実施する会員向け健康診断の実施

受診者数
３０年３月１２日 １３名

（2）福利厚生事業の推進（案内･周知）

「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」(会員支援事業)
（1）会員親睦交流等事業実施状況

参加者

２９年８月２５日
正副会長会議交流懇親会

１３名
会場：冨久家

２９年１０月４日
理事会交流懇親会

４４名
会場：ホテル山水

２９年４月２０日
総会交流懇親会（女性部会）

２８名
会場：ホテル山水

２９年５月２５日
総会交流懇親会

１１２名
会場：ザ・カナルハウス

日時

２９年４月１３日 ２７名
総会交流懇親会（青年部会）
会場：和田家

内容等

古河商工会議所

日時 周知方法

日時 周知方法 対象

通　　年 機関誌、当会ホームページ

日時 会場

２９年１１月５日

日時
２９年１１月５日

日時 内容等
３０年３月１１日

日時 会場

２９年５月２５日 ザ・カナルハウス １２５名

日時 内容等

総数内容等

通　　年
①　経営者大型保障制度他ＰＲ　紹介運動 他
②　経営者保全プラン他ＰＲ　パンフレット配布
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（2）功労者表彰

２９年６月２３日

２９年１１月１６日

（3）視察研修会
出席者

２９年１０月１６日

（4）親睦ゴルフコンペ
出席者

２９年７月１０日 ８名
２９年１１月２１日 ９名

[管理事業]
「諸会議の開催及び出席」(法人会計)
（1）第３２回通常総会

第３２回(公益社団法人第５回)通常総会　
【議　事】

平成28年度事業報告承認の件
平成28年度収支決算報告承認の件
（監査報告）
平成29年度事業計画報告に関する件
平成29年度収支予算報告に関する件
役員改選に関する件
その他

（2）監査会
出席者

６名
平成28年度会計監査

（3）正副会長会議
出席者

２９年８月２５日 １３名
１.活動経過報告について
２.今後の活動計画について
３.その他

２９年４月２６日 古河商工会議所301-302

日時 会場
冨　久　家

第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

日時 会場

２９年５月２５日 ザ・カナルハウス
１１２名

（委任状1,070通）

第１号議案
第２号議案

古河税務署長表彰

日時 会場 出席者

境　地区会
総和地区会
三和地区会
五霞地区会

ひととのやＣ．Ｃ
スプリングフィールズＣ．Ｃ

日時 内容等
視察研修会(女性部会) １８名
視察先：横須賀･三浦半島方面

塚　原　　　実　氏

古河地区会 森　田　一　雄　氏

　　理　事

日時 会場

日時 内容等
全国法人会総連合会長表彰状

茨城県法人会連合会長表彰状

　　副会長

坂東地区会 吉　田　忠　義　氏

　　監　事 小　林　敏　明　氏
長　島　茂　雄　氏

野　村　和　包　氏
中　村　芳　子　氏
北　山　英　明　氏
小野寺　宗一郎　氏

古河法人会長表彰

　　理　事 野　澤　豊　輔　氏

本会

（4）理事会
出席者

２９年４月２６日 ３０名
第１回
決議事項　第32回通常総会(公益第5回)上程議案について
 １号議案　平成28年度事業報告承認の件
 ２号議案　平成28年度収支決算承認の件(監査報告)
 ３号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 ４号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 ５号議案　役員改選の件
 ６号議案　その他

報告事項
１.代表理事の職務執行状況報告について
２.総会の役割分担について
３.総会時の来賓者名簿と功労者表彰について
４.会員増強運動・厚生事業推進優良地区会に表彰について
５.選任された役員の就任承諾書の徴収について
６.その他

２９年５月２５日 ２２名
第２回
 １号議案　総会時役割分担について
 ２号議案　役員改選について

２９年１０月４日 ４４名
第３回
１.決議事項
①個人情報取扱規程の制定について
②第33回通常総会の開催について
③平成29年度第4回理事会の開催について
 報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②その他　報告事項

２.税務署研修会～古河税務署
３.厚生事業推進連絡協議会
☆大同生命
☆ＡＩＵ保険会社
☆アフラック生命保険会社

３８名
第４回
決議事項　
１号議案　平成30年度事業計画承認の件
２号議案　平成30年度収支予算案承認の件
３号議案　第33回通常総会の開催の承認の件
４号議案　新入会員の承認の件
報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②平成30年度全法連、県法連会長表彰について
③平成29年度会員増強運動進捗状況について
④総会前理事会(30年度第1回)の開催について

（5）第３０回事務担当者会議
出席者

２９年７月１４日 和田家 １１名

古河商工会議所301-302

ザ・カナルハウス

ホテル山水

３０年３月１６日 古河商工会議所301-302

日時 会場

日時 会場
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（2）功労者表彰

２９年６月２３日

２９年１１月１６日

（3）視察研修会
出席者

２９年１０月１６日

（4）親睦ゴルフコンペ
出席者

２９年７月１０日 ８名
２９年１１月２１日 ９名

[管理事業]
「諸会議の開催及び出席」(法人会計)
（1）第３２回通常総会

第３２回(公益社団法人第５回)通常総会　
【議　事】

平成28年度事業報告承認の件
平成28年度収支決算報告承認の件
（監査報告）
平成29年度事業計画報告に関する件
平成29年度収支予算報告に関する件
役員改選に関する件
その他

（2）監査会
出席者

６名
平成28年度会計監査

（3）正副会長会議
出席者

２９年８月２５日 １３名
１.活動経過報告について
２.今後の活動計画について
３.その他

２９年４月２６日 古河商工会議所301-302

日時 会場
冨　久　家

第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

日時 会場

２９年５月２５日 ザ・カナルハウス
１１２名

（委任状1,070通）

第１号議案
第２号議案

古河税務署長表彰

日時 会場 出席者

境　地区会
総和地区会
三和地区会
五霞地区会

ひととのやＣ．Ｃ
スプリングフィールズＣ．Ｃ

日時 内容等
視察研修会(女性部会) １８名
視察先：横須賀･三浦半島方面

塚　原　　　実　氏

古河地区会 森　田　一　雄　氏

　　理　事

日時 会場

日時 内容等
全国法人会総連合会長表彰状

茨城県法人会連合会長表彰状

　　副会長

坂東地区会 吉　田　忠　義　氏

　　監　事 小　林　敏　明　氏
長　島　茂　雄　氏

野　村　和　包　氏
中　村　芳　子　氏
北　山　英　明　氏
小野寺　宗一郎　氏

古河法人会長表彰

　　理　事 野　澤　豊　輔　氏

本会

（4）理事会
出席者

２９年４月２６日 ３０名
第１回
決議事項　第32回通常総会(公益第5回)上程議案について
 １号議案　平成28年度事業報告承認の件
 ２号議案　平成28年度収支決算承認の件(監査報告)
 ３号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 ４号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 ５号議案　役員改選の件
 ６号議案　その他

報告事項
１.代表理事の職務執行状況報告について
２.総会の役割分担について
３.総会時の来賓者名簿と功労者表彰について
４.会員増強運動・厚生事業推進優良地区会に表彰について
５.選任された役員の就任承諾書の徴収について
６.その他

２９年５月２５日 ２２名
第２回
 １号議案　総会時役割分担について
 ２号議案　役員改選について

２９年１０月４日 ４４名
第３回
１.決議事項
①個人情報取扱規程の制定について
②第33回通常総会の開催について
③平成29年度第4回理事会の開催について
 報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②その他　報告事項

２.税務署研修会～古河税務署
３.厚生事業推進連絡協議会
☆大同生命
☆ＡＩＵ保険会社
☆アフラック生命保険会社

３８名
第４回
決議事項　
１号議案　平成30年度事業計画承認の件
２号議案　平成30年度収支予算案承認の件
３号議案　第33回通常総会の開催の承認の件
４号議案　新入会員の承認の件
報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②平成30年度全法連、県法連会長表彰について
③平成29年度会員増強運動進捗状況について
④総会前理事会(30年度第1回)の開催について

（5）第３０回事務担当者会議
出席者

２９年７月１４日 和田家 １１名

古河商工会議所301-302

ザ・カナルハウス

ホテル山水

３０年３月１６日 古河商工会議所301-302

日時 会場

日時 会場
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【連絡・決議事項】
①古河税務署異動について
②税務署の税務研修会について
③決算書の提出について
④理事会役員の出席について
⑤会員親睦事業の微収について
⑥寄付金について
⑦会員向けの健康診断について
⑧青年部会より　道の日清掃、租税教室、青年の集い(高知大会)への協力
⑨女性部会より　道の日いちごプロジェクト、税に関する絵はがきコンクール、

 租税教室、視察研修への協力
⑩各委員会より
⑪提出期限の期限厳守のお願い

（6）広報委員会
出席者

２９年７月２６日 １５名
【議　事】
１.会報「法人たより」62、63号の発行内容について
２.その他について

（7）厚生委員会
出席者

２９年９月６日 １６名
【議　事】
１.厚生委員会と法人会大型保障制度のあゆみ
２.茨城県単位会の複利厚生制度収入
３.平成29年度法人会福利厚生制度推進の取組みについて
４.古河法人会　大型保障推進の取組みについて
　 平成29年度　活動計画(案)
５.平成29年8月までの推進状況

（8）組織委員会
出席者

１６名
第１回
１.平成29年度の会員獲得目標について
２.会員増強具体策について
①役員1人1社紹介運動の実施
②税務研修会参加企業への推奨(地区会へ参加者名簿送付)
③金融機関･厚生会社への紹介依頼

３.退会防止について
①地区会役員と地区会事務局主体に活動

４.その他
１３名

第２回
１.平成29年度の会員獲得目標について
　会員増強具体策
　①役員一人一社紹介運動の継続
　②金融機関・厚生会社の紹介
　③税務研修会時の会員募集
　④青年部会・女性部会役員への紹介依頼
　⑤インターネットセミナー、健康診断などメリットPR
２.その他

日時 会場
２９年７月２６日 古河商工会議所201-202会議室

３０年２月１日 古河商工会議所201-202会議室

日時 会場
古河商工会議所201-202会議室

日時 会場
古河商工会議所201-202会議室

本会

[関係団体への事業参加]
１. 一般社団邦人茨城県法人会連合会

（1）第３１回定期総会
出席者

２９年６月２３日 ５名
 第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
 第2号議案　平成28年度収支決算報告承認に関する件
 第3号議案　会費規程の一部改正に関する件
 第4号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 第5号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 第6号議案　役員改選に関する件

（2）正副会長会議
出席者

２９年６月８日 １名
第１回
１. 平成28年度収支決算報告承認に関する件
２. 役員改選について
 ①理事候補者の推薦について
 ②専務理事候補者の推薦について

３. その他

（3）理事会
出席者

２９年６月８日 １名
第１回
１. 平成29年度法人会功労者表彰該当者の推薦について
２. 第31回（一般社団法人第5回）定時総会提案議題について
 第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
 第2号議案　平成28年度収支決算報告承認に関する件
 第3号議案　会費規程の一部改正に関する件
 第4号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 第5号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 第6号議案　役員改選に関する件

３.平成30年度税制改正に関するアンケート調査実施と提言事項の提出について
４.平成29年度会員増強運動目標及び表彰施策について
５.平成29年度厚生事業推進目標及び表彰施策について
６.個人情報取扱い規定の設置について
８.その他

５名
第２回
　議題１　任期満了による役員改選に関する件
　議題２　その他

２名
第３回
　議題１　事務所の移転に関する件

３０年２月２日 ２名
第４回
１.第32回(一般社団邦人第6回)定時総会開催日日程について
２.平成30年度法人会功労者表彰の推薦について
【報告事項】
１.平成30年度税制改正に関する提言事項及び陳情活動について
２.平成29年12月末現在の県内組織情況について
３.平成29年度県法連活動状況について
４.事務所移転について

水戸プラザホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸　2Ｆ「偕楽」

２９年６月２３日 水戸プラザホテル

２９年８月７日 水戸プラザホテル

日時 会場
水戸プラザホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸　４Ｆ「撫子」

本会

（4）理事会
出席者

２９年４月２６日 ３０名
第１回
決議事項　第32回通常総会(公益第5回)上程議案について
 １号議案　平成28年度事業報告承認の件
 ２号議案　平成28年度収支決算承認の件(監査報告)
 ３号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 ４号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 ５号議案　役員改選の件
 ６号議案　その他

報告事項
１.代表理事の職務執行状況報告について
２.総会の役割分担について
３.総会時の来賓者名簿と功労者表彰について
４.会員増強運動・厚生事業推進優良地区会に表彰について
５.選任された役員の就任承諾書の徴収について
６.その他

２９年５月２５日 ２２名
第２回
 １号議案　総会時役割分担について
 ２号議案　役員改選について

２９年１０月４日 ４４名
第３回
１.決議事項
①個人情報取扱規程の制定について
②第33回通常総会の開催について
③平成29年度第4回理事会の開催について
 報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②その他　報告事項

２.税務署研修会～古河税務署
３.厚生事業推進連絡協議会
☆大同生命
☆ＡＩＵ保険会社
☆アフラック生命保険会社

３８名
第４回
決議事項　
１号議案　平成30年度事業計画承認の件
２号議案　平成30年度収支予算案承認の件
３号議案　第33回通常総会の開催の承認の件
４号議案　新入会員の承認の件
報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②平成30年度全法連、県法連会長表彰について
③平成29年度会員増強運動進捗状況について
④総会前理事会(30年度第1回)の開催について

（5）第３０回事務担当者会議
出席者

２９年７月１４日 和田家 １１名

古河商工会議所301-302

ザ・カナルハウス

ホテル山水

３０年３月１６日 古河商工会議所301-302

日時 会場

日時 会場
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本会

【連絡・決議事項】
①古河税務署異動について
②税務署の税務研修会について
③決算書の提出について
④理事会役員の出席について
⑤会員親睦事業の微収について
⑥寄付金について
⑦会員向けの健康診断について
⑧青年部会より　道の日清掃、租税教室、青年の集い(高知大会)への協力
⑨女性部会より　道の日いちごプロジェクト、税に関する絵はがきコンクール、

 租税教室、視察研修への協力
⑩各委員会より
⑪提出期限の期限厳守のお願い

（6）広報委員会
出席者

２９年７月２６日 １５名
【議　事】
１.会報「法人たより」62、63号の発行内容について
２.その他について

（7）厚生委員会
出席者

２９年９月６日 １６名
【議　事】
１.厚生委員会と法人会大型保障制度のあゆみ
２.茨城県単位会の複利厚生制度収入
３.平成29年度法人会福利厚生制度推進の取組みについて
４.古河法人会　大型保障推進の取組みについて
　 平成29年度　活動計画(案)
５.平成29年8月までの推進状況

（8）組織委員会
出席者

１６名
第１回
１.平成29年度の会員獲得目標について
２.会員増強具体策について
①役員1人1社紹介運動の実施
②税務研修会参加企業への推奨(地区会へ参加者名簿送付)
③金融機関･厚生会社への紹介依頼

３.退会防止について
①地区会役員と地区会事務局主体に活動

４.その他
１３名

第２回
１.平成29年度の会員獲得目標について
　会員増強具体策
　①役員一人一社紹介運動の継続
　②金融機関・厚生会社の紹介
　③税務研修会時の会員募集
　④青年部会・女性部会役員への紹介依頼
　⑤インターネットセミナー、健康診断などメリットPR
２.その他

日時 会場
２９年７月２６日 古河商工会議所201-202会議室

３０年２月１日 古河商工会議所201-202会議室

日時 会場
古河商工会議所201-202会議室

日時 会場
古河商工会議所201-202会議室

本会

[関係団体への事業参加]
１. 一般社団邦人茨城県法人会連合会

（1）第３１回定期総会
出席者

２９年６月２３日 ５名
 第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
 第2号議案　平成28年度収支決算報告承認に関する件
 第3号議案　会費規程の一部改正に関する件
 第4号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 第5号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 第6号議案　役員改選に関する件

（2）正副会長会議
出席者

２９年６月８日 １名
第１回
１. 平成28年度収支決算報告承認に関する件
２. 役員改選について
 ①理事候補者の推薦について
 ②専務理事候補者の推薦について

３. その他

（3）理事会
出席者

２９年６月８日 １名
第１回
１. 平成29年度法人会功労者表彰該当者の推薦について
２. 第31回（一般社団法人第5回）定時総会提案議題について
 第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
 第2号議案　平成28年度収支決算報告承認に関する件
 第3号議案　会費規程の一部改正に関する件
 第4号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 第5号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 第6号議案　役員改選に関する件

３.平成30年度税制改正に関するアンケート調査実施と提言事項の提出について
４.平成29年度会員増強運動目標及び表彰施策について
５.平成29年度厚生事業推進目標及び表彰施策について
６.個人情報取扱い規定の設置について
８.その他

５名
第２回
　議題１　任期満了による役員改選に関する件
　議題２　その他

２名
第３回
　議題１　事務所の移転に関する件

３０年２月２日 ２名
第４回
１.第32回(一般社団邦人第6回)定時総会開催日日程について
２.平成30年度法人会功労者表彰の推薦について
【報告事項】
１.平成30年度税制改正に関する提言事項及び陳情活動について
２.平成29年12月末現在の県内組織情況について
３.平成29年度県法連活動状況について
４.事務所移転について

水戸プラザホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸　2Ｆ「偕楽」

２９年６月２３日 水戸プラザホテル

２９年８月７日 水戸プラザホテル

日時 会場
水戸プラザホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸　４Ｆ「撫子」

本会

（4）理事会
出席者

２９年４月２６日 ３０名
第１回
決議事項　第32回通常総会(公益第5回)上程議案について
 １号議案　平成28年度事業報告承認の件
 ２号議案　平成28年度収支決算承認の件(監査報告)
 ３号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
 ４号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
 ５号議案　役員改選の件
 ６号議案　その他

報告事項
１.代表理事の職務執行状況報告について
２.総会の役割分担について
３.総会時の来賓者名簿と功労者表彰について
４.会員増強運動・厚生事業推進優良地区会に表彰について
５.選任された役員の就任承諾書の徴収について
６.その他

２９年５月２５日 ２２名
第２回
 １号議案　総会時役割分担について
 ２号議案　役員改選について

２９年１０月４日 ４４名
第３回
１.決議事項
①個人情報取扱規程の制定について
②第33回通常総会の開催について
③平成29年度第4回理事会の開催について
 報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②その他　報告事項

２.税務署研修会～古河税務署
３.厚生事業推進連絡協議会
☆大同生命
☆ＡＩＵ保険会社
☆アフラック生命保険会社

３８名
第４回
決議事項　
１号議案　平成30年度事業計画承認の件
２号議案　平成30年度収支予算案承認の件
３号議案　第33回通常総会の開催の承認の件
４号議案　新入会員の承認の件
報告事項
①代表理事の職務執行状況報告について
②平成30年度全法連、県法連会長表彰について
③平成29年度会員増強運動進捗状況について
④総会前理事会(30年度第1回)の開催について

（5）第３０回事務担当者会議
出席者

２９年７月１４日 和田家 １１名

古河商工会議所301-302

ザ・カナルハウス

ホテル山水

３０年３月１６日 古河商工会議所301-302

日時 会場

日時 会場
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本会

３０年３月２３日 ２名
第５回
【決議事項】
１.平成30年度功労者表彰候補者の推薦について
２.平成30年度事業計画(案)審議について
３.平成30年度収支予算(案)審議について
【報告事項】
１.平成30年度各単位会及び県法連定時総会開催について
２.その他

（4）総務委員会
出席者

２９年５月２９日 ―
第１回
１.平成29年度法人会功労者表彰候補者の推薦について
２.第31回(一般社団法人第5回)定時総会提案議題について
３.平成30年度税制改正に関するアンケート調査実施と提言事項の提出について
４.平成29年度会員増強運動目標及び表彰施策について
５.平成29年度厚生事業推進目標及び表彰施策について
６.個人番号及び個人情報地理扱い規程の設置について
７.その他

２９年８月４日 １名
第２回
１.全法連総務委員会報告
２.事務所移転について
３.その他

３０年３月８日 １名
第３回
《決議事項》
１.平成30年度功労者表彰候補者の推薦について
２.平成30年度事業計画(案)審議について
３.平成30年度収支予算(案)審議について
《報告事項》
１.平成30年度各単位会及び県法連定時総会開催について
２.その他

（5）税制委員会
出席者

２９年５月３０日 ―
第１回
１.平成30年度税制改正提言に関する日程について
２.法人会の29年度税制改正に関する提言の主な実現要項
３.平成29年度「税制改正大綱」の概要について(中小企業関係)　
４.平成30年度税制改正に関する検討テーマについて
５.平成30年度税制改正に関するアンケート結果及び各単位会要望事項について
６.平成30年度税制改正要望について(暫定案)
７.その他

３０年３月５日 ―
第２回
１.平成30年度税制改正要望の内容検討と提言活動について

水戸京成ホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸

ホテルレイクビュー水戸

水戸京成ホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸

水戸京成ホテル

本会

（6）研修・広報合同委員会
出席者

２９年１０月１６日 ―
１.全法連公益事業推進委員会並びに広報委員会報告について
２.各委員会の研修・広報活動について
３.その他

（7）組織委員会
出席者

１名
第１回
１.全法連厚生委員会報告について
２.平成29年度大型圃場制度･がん保険に係わる表彰施策について
３.各単位会の構成委員会の活動状況及び計画について

（8）厚生委員会並びに厚生事業推進連絡協議会
２名

第１回
(厚生委員会)
１.全法連第1回厚生委員会の報告について
２.平成29年度　大型保証制度・がん保険に係わる表彰施策について
３.各単位会の厚生委員会事業報告及び計画等について
(厚生推進連絡協議会)
１.平成29年度法人会福利厚生制度推進の取組みについて

1名
第２回
(厚生委員会)
１.全法連第3回厚生委員会の報告
２.各単位会の厚生委員会事業報告及び計画について
３.その他
(厚生推進連絡協議会)
１.福利厚生制度の推進施策について

（9）事務局長・事務担当者会議
出席者

２名
（1）全法連専務理事会議報告について
（2）その他

（10）事務局長・事務担当者研修会
出席者

１名
（1）会員管理システムの運用について
（2）その他
講　師　　全法蓮事業部課長　　佐 藤 雅 弘 氏

２． 関東信越法人会連絡協議会
（1）管内事務局担当者会議

出席者
２９年１２月４日 １名
第一講座

テーマ　「租税教室の現状について」
講　師　　関東信越国税局　総務部

国税 広報広聴室長 山　﨑　正　広　氏

ブリランテ武蔵野

日時 会場
３０年２月９日 水戸京成ホテル

日時 会場

３０年３月１９日 水戸プラザホテル

日時 会場
２９年１２月１３日 ホテルレイクビュー水戸

水戸京成ホテル

日時 会場
２９年８月９日 京成ホテル

２９年７月２１日 水戸京成ホテル

日時 会場
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本会

３０年３月２３日 ２名
第５回
【決議事項】
１.平成30年度功労者表彰候補者の推薦について
２.平成30年度事業計画(案)審議について
３.平成30年度収支予算(案)審議について
【報告事項】
１.平成30年度各単位会及び県法連定時総会開催について
２.その他

（4）総務委員会
出席者

２９年５月２９日 ―
第１回
１.平成29年度法人会功労者表彰候補者の推薦について
２.第31回(一般社団法人第5回)定時総会提案議題について
３.平成30年度税制改正に関するアンケート調査実施と提言事項の提出について
４.平成29年度会員増強運動目標及び表彰施策について
５.平成29年度厚生事業推進目標及び表彰施策について
６.個人番号及び個人情報地理扱い規程の設置について
７.その他

２９年８月４日 １名
第２回
１.全法連総務委員会報告
２.事務所移転について
３.その他

３０年３月８日 １名
第３回
《決議事項》
１.平成30年度功労者表彰候補者の推薦について
２.平成30年度事業計画(案)審議について
３.平成30年度収支予算(案)審議について
《報告事項》
１.平成30年度各単位会及び県法連定時総会開催について
２.その他

（5）税制委員会
出席者

２９年５月３０日 ―
第１回
１.平成30年度税制改正提言に関する日程について
２.法人会の29年度税制改正に関する提言の主な実現要項
３.平成29年度「税制改正大綱」の概要について(中小企業関係)　
４.平成30年度税制改正に関する検討テーマについて
５.平成30年度税制改正に関するアンケート結果及び各単位会要望事項について
６.平成30年度税制改正要望について(暫定案)
７.その他

３０年３月５日 ―
第２回
１.平成30年度税制改正要望の内容検討と提言活動について

水戸京成ホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸

ホテルレイクビュー水戸

水戸京成ホテル

日時 会場
ホテルレイクビュー水戸

水戸京成ホテル

本会

（6）研修・広報合同委員会
出席者

２９年１０月１６日 ―
１.全法連公益事業推進委員会並びに広報委員会報告について
２.各委員会の研修・広報活動について
３.その他

（7）組織委員会
出席者

１名
第１回
１.全法連厚生委員会報告について
２.平成29年度大型圃場制度･がん保険に係わる表彰施策について
３.各単位会の構成委員会の活動状況及び計画について

（8）厚生委員会並びに厚生事業推進連絡協議会
２名

第１回
(厚生委員会)
１.全法連第1回厚生委員会の報告について
２.平成29年度　大型保証制度・がん保険に係わる表彰施策について
３.各単位会の厚生委員会事業報告及び計画等について
(厚生推進連絡協議会)
１.平成29年度法人会福利厚生制度推進の取組みについて

1名
第２回
(厚生委員会)
１.全法連第3回厚生委員会の報告
２.各単位会の厚生委員会事業報告及び計画について
３.その他
(厚生推進連絡協議会)
１.福利厚生制度の推進施策について

（9）事務局長・事務担当者会議
出席者

２名
（1）全法連専務理事会議報告について
（2）その他

（10）事務局長・事務担当者研修会
出席者

１名
（1）会員管理システムの運用について
（2）その他
講　師　　全法蓮事業部課長　　佐 藤 雅 弘 氏

２． 関東信越法人会連絡協議会
（1）管内事務局担当者会議

出席者
２９年１２月４日 １名
第一講座

テーマ　「租税教室の現状について」
講　師　　関東信越国税局　総務部

国税 広報広聴室長 山　﨑　正　広　氏

ブリランテ武蔵野

日時 会場
３０年２月９日 水戸京成ホテル

日時 会場

３０年３月１９日 水戸プラザホテル

日時 会場
２９年１２月１３日 ホテルレイクビュー水戸

水戸京成ホテル

日時 会場
２９年８月９日 京成ホテル

２９年７月２１日 水戸京成ホテル

日時 会場

－ 15 －
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青年部会

青年部会事業

[公益事業関係]
「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」
１. 納税意識の高揚、税知識の普及を図ることを目的とする事業

全国大会への参加
(1) 第３1回「法人会全国青年の集い」高知大会

参加者
高知県民文化ホール １５名

【大会スローガン】　

(2) 部会長ウェルカムパーティー
参加者

ザ クラウンパレス新阪急高知 １名
【内  容】　
部会長サミットに備えた青年部会長の親睦交流会

(3) 部会長サミット
参加者

ザ クラウンパレス新阪急高知 １名
【開催目的】　
租税教育活動の質的向上を図るため、それぞれの課題を発見してもらう
とともに、平成29年度活動目標である｢子供たちが税の使い道について考える機会を
提供する｣を実践するための手法について議論。

２. 租税教育事業
（1）小学生向け租税教室

① 租税教育用テキスト配布「税について考えよう！クイズだゼイ！」
② 租税教育用マンガ配布「おじいさんの赤いつぼ」
③ 「けんた」グッズ配布　クリアファイル・鉛筆2本組　各1組

日時
古河税務署　会議室 租税教室講師研修会

日時
２９年１２月１１日 講　師：森博一　大島崇嗣（古河市立第三小学校）
２９年１２月１２日 補助者：倉持博之（坂東市立岩井第二小学校）
２９年１２月　８日 補助者：新井衛（境町立静小学校）
２９年１１月３０日

【テーマ】　税の種類及び税金の使われ方について　
【内  容】　1.講師の挨拶（自己紹介）
　　　　　　2.税金の種類について
            3.小学生向け租税教室用DVD上映（マリンとヤマト不思議な日曜日）
            4.DVD鑑賞後の感想について
            5.租税教室用プリントの記入・感想について
            6.質疑応答

「地域社会の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業」
1.社会貢献活動
（1） ※古河駅駅頭　1km

参加者
道路等の安全点検を実施し、路上のゴミを分別

　未来へ継ぐ
つな

　絆　「志
し

国
こく

　高知」

日時 活動内容

２０名

駅頭清掃

2017古河市「道の日」

日時 会場
２９年１１月９日

日時 会場
２９年１１月１０日

２９年８月１０日

開催場所 内容
２９年８月２１～２２日

日時 会場
２９年１１月９･１０日

補助者：並木淳一（古河市立仁連小学校）

内容等

回収し道路美化に努める

本会

第二講座
テーマ　「酒税行政における最近の取組等」
講　師　　関東信越国税局　課税第二部法人課税課関東信越国税局　課税第二部　酒税課

（2）第３４回事務局セミナー
出席者

３０年３月２日 １名
第一部

テーマ　「法人会の役割とこれから」
講　師　　全法連専務理事　　　　松　﨑　也寸志　氏

第二部
テーマ　「法人会との連携・協調について」
講　師　　国税庁課税部法人課税課長　　　　灘　野　正　規　氏

第三部
テーマ　「公益・一般法人を巡る行政庁の動向について」
講　師　　関東信越国税局　課税第二部法人課税課  内閣府公益認定等委員会「」公益法人の会計に関する研究会」参与

３. 税務協力団体
出席者

２９年５月２３日 １名
古河税務署内租税教育推進協議会　第２５回定期総会
１.平成28年度事業報告について
２.平成28年度決算報告について
３.平成28年度会計監査報告について
４.平成29年度事業計画（案）について
５.平成29年度予算（案）について

２９年５月２６日 １名
古河間税会　通常総会並びに講演会
１.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件
２.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
３.その他

【講演会】
テーマ　「高齢者のベンチャービジネス」
講　師　　(株)染Qテクノロジィ 課長 清　水　大　晋　氏

２９年６月２２日 １名
古河税務署管内青色申告会連合会　定期総会
１.平成28年度事業報告
２.平成28年度収支決算報告
３.平成29年度事業活動基本方針（案）並びに事業計画（案）
４.平成29年度収支予算（案）
５.その他

２９年６月９日 ―
関東信越税理士会古河支部　第３７回定期総会
１.平成28年度事業報告及び決算の承認を求める件
２.平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）の議決を求める件

２名
古河税務署管内税務連絡協議会　定期総会
１.平成27年度事業報告及び決算報告等について
２.平成28年度事業計画（案）及び予算（案）について

２名
古河税務署管内税務連絡協議会　
１.各団体主催行事等活動状況の情報交換ほか

ホテル山水

サンルートプラザ東京

　　課長補佐 齋　藤　　　誠　氏

日時

２９年９月１３日 古河税務署会議室

３０年１月１２日 古河税務署会議室

　公認会計士・税理士 中　田　ちず子　氏

日時 会場

平成館（ネーブルパーク研修センター）2Ｆ

古河税務署　会議室

会場
ハイアットリージェンシー東京

－ 16 －

本会 14



青年部会

青年部会事業

[公益事業関係]
「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」
１. 納税意識の高揚、税知識の普及を図ることを目的とする事業

全国大会への参加
(1) 第３1回「法人会全国青年の集い」高知大会

参加者
高知県民文化ホール １５名

【大会スローガン】　

(2) 部会長ウェルカムパーティー
参加者

ザ クラウンパレス新阪急高知 １名
【内  容】　
部会長サミットに備えた青年部会長の親睦交流会

(3) 部会長サミット
参加者

ザ クラウンパレス新阪急高知 １名
【開催目的】　
租税教育活動の質的向上を図るため、それぞれの課題を発見してもらう
とともに、平成29年度活動目標である｢子供たちが税の使い道について考える機会を
提供する｣を実践するための手法について議論。

２. 租税教育事業
（1）小学生向け租税教室

① 租税教育用テキスト配布「税について考えよう！クイズだゼイ！」
② 租税教育用マンガ配布「おじいさんの赤いつぼ」
③ 「けんた」グッズ配布　クリアファイル・鉛筆2本組　各1組

日時
古河税務署　会議室 租税教室講師研修会

日時
２９年１２月１１日 講　師：森博一　大島崇嗣（古河市立第三小学校）
２９年１２月１２日 補助者：倉持博之（坂東市立岩井第二小学校）
２９年１２月　８日 補助者：新井衛（境町立静小学校）
２９年１１月３０日

【テーマ】　税の種類及び税金の使われ方について　
【内  容】　1.講師の挨拶（自己紹介）
　　　　　　2.税金の種類について
            3.小学生向け租税教室用DVD上映（マリンとヤマト不思議な日曜日）
            4.DVD鑑賞後の感想について
            5.租税教室用プリントの記入・感想について
            6.質疑応答

「地域社会の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業」
1.社会貢献活動
（1） ※古河駅駅頭　1km

参加者
道路等の安全点検を実施し、路上のゴミを分別

　未来へ継ぐ
つな

　絆　「志
し

国
こく

　高知」

日時 活動内容

２０名

駅頭清掃

2017古河市「道の日」

日時 会場
２９年１１月９日

日時 会場
２９年１１月１０日

２９年８月１０日

開催場所 内容
２９年８月２１～２２日

日時 会場
２９年１１月９･１０日

補助者：並木淳一（古河市立仁連小学校）

内容等

回収し道路美化に努める

本会

第二講座
テーマ　「酒税行政における最近の取組等」
講　師　　関東信越国税局　課税第二部法人課税課関東信越国税局　課税第二部　酒税課

（2）第３４回事務局セミナー
出席者

３０年３月２日 １名
第一部

テーマ　「法人会の役割とこれから」
講　師　　全法連専務理事　　　　松　﨑　也寸志　氏

第二部
テーマ　「法人会との連携・協調について」
講　師　　国税庁課税部法人課税課長　　　　灘　野　正　規　氏

第三部
テーマ　「公益・一般法人を巡る行政庁の動向について」
講　師　　関東信越国税局　課税第二部法人課税課  内閣府公益認定等委員会「」公益法人の会計に関する研究会」参与

３. 税務協力団体
出席者

２９年５月２３日 １名
古河税務署内租税教育推進協議会　第２５回定期総会
１.平成28年度事業報告について
２.平成28年度決算報告について
３.平成28年度会計監査報告について
４.平成29年度事業計画（案）について
５.平成29年度予算（案）について

２９年５月２６日 １名
古河間税会　通常総会並びに講演会
１.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件
２.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
３.その他

【講演会】
テーマ　「高齢者のベンチャービジネス」
講　師　　(株)染Qテクノロジィ 課長 清　水　大　晋　氏

２９年６月２２日 １名
古河税務署管内青色申告会連合会　定期総会
１.平成28年度事業報告
２.平成28年度収支決算報告
３.平成29年度事業活動基本方針（案）並びに事業計画（案）
４.平成29年度収支予算（案）
５.その他

２９年６月９日 ―
関東信越税理士会古河支部　第３７回定期総会
１.平成28年度事業報告及び決算の承認を求める件
２.平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）の議決を求める件

２名
古河税務署管内税務連絡協議会　定期総会
１.平成27年度事業報告及び決算報告等について
２.平成28年度事業計画（案）及び予算（案）について

２名
古河税務署管内税務連絡協議会　
１.各団体主催行事等活動状況の情報交換ほか

ホテル山水

サンルートプラザ東京

　　課長補佐 齋　藤　　　誠　氏

日時

２９年９月１３日 古河税務署会議室

３０年１月１２日 古河税務署会議室

　公認会計士・税理士 中　田　ちず子　氏

日時 会場

平成館（ネーブルパーク研修センター）2Ｆ

古河税務署　会議室

会場
ハイアットリージェンシー東京

－ 17 －
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青年部会

２.講演会等の開催及び参加
（1）第３１回全国青年の集い（高知大会）

聴講者
２９年１１月１０日 １５名

記念講演会
【テーマ】　「走ることで伝える大切な事～夢・出会い・絆～」
【講　師】　間　寛　平　氏

（2）新春講演会（青年部会連絡協議会　共催）
聴講者

２名
【テーマ】　「女優のお仕事

【講　師】　女優　　羽　田　美 智 子　氏

「共益事業関係」
「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」（会員支援事業）
（1）第２２回親睦ゴルフ大会

参加者
大洗ゴルフ倶楽部 ４名

【競技方法】
個人戦 1Ｒ新ペリア方式
団体戦 各単位会上位4位までのネットスコア合計順 　

１．会議の開催
（1）第３１回通常総会

出席者
２９年４月１３日 和田家 ２７名

【議　事】
1.平成28年度事業経過報告並びに収支決算承認の件
　　監査報告
2.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
3.役員改選の件
4.その他

（2）正副部会長会議
出席者

２９年７月２８日 和田家 １１名
第１回
【議　事】
1.平成29年度の年間事業予定について
2.その他

３０年２月２２日 和田家 １０名
第２回
【議　事】
1.第32回通常総会日程について
2.その他

（3）会計監査
出席者

２９年４月１３日 和田家 ７名
1.平成28年度収支決算の監査

地域とのつながり」

日時 内容

会場

３０年２月２３日 水戸京成ホテル

高知県民文化ホール

２９年１０月２４日

日時

日時

会場日時

日時 会場

会場

日時 会場

青年部会

[関係団体への事業参加]
１． 一般社団法人茨城県法人会連合会
（1）第３０回通常総会

出席者
２９年５月２５日 水戸京成ホテル １名

【議　事】
第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
第2号議案　平成28年度収支決算報告承認に関する件
第3号議案　平成29年度事業計画報告承認に関する件
第4号議案　平成29年度収支予算報告承認に関する件
第5号議案　役員改選に関する件

（2）理事会
出席者

２９年４月１９日 茶の間 １名
第１回
【議　事】
1.第29回通常総会開催日程について
2.第29回通常総会提案議題について
3.その他

２９年７月２８日 ホテルテラス･ガーデン水戸 １名
第２回
【議　事】
1.全法連青連協第1回定時連絡協議会の報告について
2.第31回｢法人会全国青年の集い｣高知大会について
3.平成29年度親睦ゴルフ大会について
4.厚生事業(Jタイプ)の推薦について

３０年２月１６日 水戸京成ホテル １名
第3回
【議　事】
1.平成31年度事業計画(案)承認について
2.平成30年度収支予算(案)承認について
3.今後の日程について
4.新春講演会について
5.その他

日時

日時 会場

会場
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青年部会

２.講演会等の開催及び参加
（1）第３１回全国青年の集い（高知大会）

聴講者
２９年１１月１０日 １５名

記念講演会
【テーマ】　「走ることで伝える大切な事～夢・出会い・絆～」
【講　師】　間　寛　平　氏

（2）新春講演会（青年部会連絡協議会　共催）
聴講者

２名
【テーマ】　「女優のお仕事

【講　師】　女優　　羽　田　美 智 子　氏

「共益事業関係」
「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」（会員支援事業）
（1）第２２回親睦ゴルフ大会

参加者
大洗ゴルフ倶楽部 ４名

【競技方法】
個人戦 1Ｒ新ペリア方式
団体戦 各単位会上位4位までのネットスコア合計順 　

１．会議の開催
（1）第３１回通常総会

出席者
２９年４月１３日 和田家 ２７名

【議　事】
1.平成28年度事業経過報告並びに収支決算承認の件
　　監査報告
2.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
3.役員改選の件
4.その他

（2）正副部会長会議
出席者

２９年７月２８日 和田家 １１名
第１回
【議　事】
1.平成29年度の年間事業予定について
2.その他

３０年２月２２日 和田家 １０名
第２回
【議　事】
1.第32回通常総会日程について
2.その他

（3）会計監査
出席者

２９年４月１３日 和田家 ７名
1.平成28年度収支決算の監査

地域とのつながり」

日時 内容

会場

３０年２月２３日 水戸京成ホテル

高知県民文化ホール

２９年１０月２４日

日時

日時

会場日時

日時 会場

会場

日時 会場

青年部会

[関係団体への事業参加]
１． 一般社団法人茨城県法人会連合会
（1）第３０回通常総会

出席者
２９年５月２５日 水戸京成ホテル １名

【議　事】
第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
第2号議案　平成28年度収支決算報告承認に関する件
第3号議案　平成29年度事業計画報告承認に関する件
第4号議案　平成29年度収支予算報告承認に関する件
第5号議案　役員改選に関する件

（2）理事会
出席者

２９年４月１９日 茶の間 １名
第１回
【議　事】
1.第29回通常総会開催日程について
2.第29回通常総会提案議題について
3.その他

２９年７月２８日 ホテルテラス･ガーデン水戸 １名
第２回
【議　事】
1.全法連青連協第1回定時連絡協議会の報告について
2.第31回｢法人会全国青年の集い｣高知大会について
3.平成29年度親睦ゴルフ大会について
4.厚生事業(Jタイプ)の推薦について

３０年２月１６日 水戸京成ホテル １名
第3回
【議　事】
1.平成31年度事業計画(案)承認について
2.平成30年度収支予算(案)承認について
3.今後の日程について
4.新春講演会について
5.その他

日時

日時 会場

会場
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女性部会事業

[公益事業関係]
「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」
１. 税知識の普及及び適正な申告の普及を図る事業
（1）全国大会への参加

「全国女性フォーラム」鹿児島大会
日時 参加者

２９年４月７日 ３名
【内　容】　第１２回　法人会全国女性フォーラム大会式典　参加

２. 租税教育活動
（1）税に関する絵はがきコンクール

① 優秀作品には賞状及び図書券を贈呈
② 「けんた」グッズ配布　カットバン及び定規セット

日時 会場 参加校
２９年１０月２５日 ９校

【内　容】　古河法人会の推薦検討の関する選考会
法人会長賞　　　　１名
女性部会長賞　　　２名
優秀賞　　　　　　８名　　

日時 会場 応募数
２９年１２月～ ４９１通

【内　容】　選考された優秀作品を展示

（2）小学生向け租税教室
① 租税教育用テキスト配布「税について考えよう！クイズだゼイ！」
② 租税教育用マンガ配布「おじいさんの赤いつぼ」
③ 「けんた」グッズ配布　クリアファイル・鉛筆2本組　各1組

日時
古河税務署　会議室 租税教室講師研修会

日時
２９年１２月１３日 講　師：斎藤桂子（古河市立第五小学校）
３０年　１月３０日 講　師：松本幸子（五霞町立西小学校）
２９年１１月１０日 補助者：鈴木久子（古河市立上辺見小学校）
２９年１１月１７日 補助者：山中紀子 中村芳子（古河市立下大野小学校）
２９年１２月１２日 補助者：木村義江（古河市立駒込小学校）
２９年１２月　６日
３０年　１月１８日

【テーマ】　税の種類及び税金の使われ方について　
【内  容】　1.講師の挨拶（自己紹介）
　　　　　　2.税金の種類について
            3.小学生向け租税教室用DVD上映（マリンとヤマト不思議な日曜日）
            4.DVD鑑賞後の感想について
            5.租税教室用プリントの記入・感想について
            6.質疑応答

「地域社会の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業」
１. 地域社会貢献活動
（1）いちごプロジェクト（全国統一の節電運動）

「駅頭ポケットティッシュ配布」
日時 参加者

古河駅頭で通勤時間に合わせて
国交省主催「道の日」

開催場所

補助者：金久保照子（坂東市立沓掛、内野山小学校）

「ポケットティッシュ」の配布

内容等

内容

１１通

内容
２９年８月２１～２２日

補助者：長澤恵子 塚原えい子（境町立長田小学校）

１２名
２９年８月１０日

古河法人会ホームページ
優秀数

会場
城山観光ホテル

対象学年
古河商工会議所　会議室 旧古河市･五霞町小学６年生

女性部会

２. 講演会等の開催及び参加
（1）記念講演会（全国女性フォーラムへの参加）

日時 参加者
２９年４月７日 ３名

【テーマ】　「明日の社会と税金を語る～霞ヶ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

（2）講演会（局連女性部会合同セミナー）
聴講者

３名
【テーマ】　マイナスからプラスへ「見せる五感経営」

～女性の感性を仕事に活かす方法とは～
【講　師】　石坂産業(株)代表取締役　　石　坂　典　子　氏

（3）新春講演会（青年部会連絡協議会　共催）
聴講者

３名
【テーマ】　「女優のお仕事

【講　師】　女優　　羽　田　美 智 子　氏

（4）研修会（女性部会主催）
聴講者

古河商工会議所301-302会議室 ３０名
【テーマ】　「人生100年の時代を生きる」
【講　師】　古河税務署長　　深　井　秀　樹　氏

[共益事業関係]
「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」（会員支援事業）
（1）視察研修会

参加者
横須賀・三浦半島・城ヶ島 ２２名

①城ヶ島京急ホテル<昼食>
②三浦フィッシャリーナ･ウォーフうらり　見学
③横須賀軍港めぐり　見学

[管理事業]
「会運営のための諸会議の開催」
１. 会議の開催
（1）第３１回通常総会

出席者
２９年４月２０日 ホテル山水 ２８名

【議　事】
議案第1号　平成28年度事業経過報告並びに収支決算承認の件
　　　　　（監査報告）
議案第2号　平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
議案第3号　役員改選の件
議案第4号　その他

会場

会場

地域とのつながり」

２９年１０月１６日

日時

会場

会場

会場

日時 会場
２９年１１月２４日

日時

日時

日時
３０年２月８日

水戸京成ホテル

ホテルブリランテ武蔵野

３０年２月２３日

城山観光ホテル
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女性部会

女性部会事業

[公益事業関係]
「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」
１. 税知識の普及及び適正な申告の普及を図る事業
（1）全国大会への参加

「全国女性フォーラム」鹿児島大会
日時 参加者

２９年４月７日 ３名
【内　容】　第１２回　法人会全国女性フォーラム大会式典　参加

２. 租税教育活動
（1）税に関する絵はがきコンクール

① 優秀作品には賞状及び図書券を贈呈
② 「けんた」グッズ配布　カットバン及び定規セット

日時 会場 参加校
２９年１０月２５日 ９校

【内　容】　古河法人会の推薦検討の関する選考会
法人会長賞　　　　１名
女性部会長賞　　　２名
優秀賞　　　　　　８名　　

日時 会場 応募数
２９年１２月～ ４９１通

【内　容】　選考された優秀作品を展示

（2）小学生向け租税教室
① 租税教育用テキスト配布「税について考えよう！クイズだゼイ！」
② 租税教育用マンガ配布「おじいさんの赤いつぼ」
③ 「けんた」グッズ配布　クリアファイル・鉛筆2本組　各1組

日時
古河税務署　会議室 租税教室講師研修会

日時
２９年１２月１３日 講　師：斎藤桂子（古河市立第五小学校）
３０年　１月３０日 講　師：松本幸子（五霞町立西小学校）
２９年１１月１０日 補助者：鈴木久子（古河市立上辺見小学校）
２９年１１月１７日 補助者：山中紀子 中村芳子（古河市立下大野小学校）
２９年１２月１２日 補助者：木村義江（古河市立駒込小学校）
２９年１２月　６日
３０年　１月１８日

【テーマ】　税の種類及び税金の使われ方について　
【内  容】　1.講師の挨拶（自己紹介）
　　　　　　2.税金の種類について
            3.小学生向け租税教室用DVD上映（マリンとヤマト不思議な日曜日）
            4.DVD鑑賞後の感想について
            5.租税教室用プリントの記入・感想について
            6.質疑応答

「地域社会の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業」
１. 地域社会貢献活動
（1）いちごプロジェクト（全国統一の節電運動）

「駅頭ポケットティッシュ配布」
日時 参加者

古河駅頭で通勤時間に合わせて
国交省主催「道の日」

開催場所

補助者：金久保照子（坂東市立沓掛、内野山小学校）

「ポケットティッシュ」の配布

内容等

内容

１１通

内容
２９年８月２１～２２日

補助者：長澤恵子 塚原えい子（境町立長田小学校）

１２名
２９年８月１０日

古河法人会ホームページ
優秀数

会場
城山観光ホテル

対象学年
古河商工会議所　会議室 旧古河市･五霞町小学６年生

女性部会

２. 講演会等の開催及び参加
（1）記念講演会（全国女性フォーラムへの参加）

日時 参加者
２９年４月７日 ３名

【テーマ】　「明日の社会と税金を語る～霞ヶ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

（2）講演会（局連女性部会合同セミナー）
聴講者

３名
【テーマ】　マイナスからプラスへ「見せる五感経営」

～女性の感性を仕事に活かす方法とは～
【講　師】　石坂産業(株)代表取締役　　石　坂　典　子　氏

（3）新春講演会（青年部会連絡協議会　共催）
聴講者

３名
【テーマ】　「女優のお仕事

【講　師】　女優　　羽　田　美 智 子　氏

（4）研修会（女性部会主催）
聴講者

古河商工会議所301-302会議室 ３０名
【テーマ】　「人生100年の時代を生きる」
【講　師】　古河税務署長　　深　井　秀　樹　氏

[共益事業関係]
「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」（会員支援事業）
（1）視察研修会

参加者
横須賀・三浦半島・城ヶ島 ２２名

①城ヶ島京急ホテル<昼食>
②三浦フィッシャリーナ･ウォーフうらり　見学
③横須賀軍港めぐり　見学

[管理事業]
「会運営のための諸会議の開催」
１. 会議の開催
（1）第３１回通常総会

出席者
２９年４月２０日 ホテル山水 ２８名

【議　事】
議案第1号　平成28年度事業経過報告並びに収支決算承認の件
　　　　　（監査報告）
議案第2号　平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件
議案第3号　役員改選の件
議案第4号　その他

会場

会場

地域とのつながり」

２９年１０月１６日

日時

会場

会場

会場

日時 会場
２９年１１月２４日

日時

日時

日時
３０年２月８日

水戸京成ホテル

ホテルブリランテ武蔵野

３０年２月２３日

城山観光ホテル
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（2）正副部会長会議
出席者

２９年６月２８日 会議所201-202会議室 １８名
第１回
【議　事】
1.平成29年度年間事業予定について
2.その他

会議所301-302会議室 ３０名
第２回（講演会含む）
【議　事】
1.29年度活動経過報告について
2.総会議案について
①第３２回総会の開催要項について
②その他

（3）会計監査
出席者

２９年４月２０日 ホテル山水 ７名
1.平成28年度収支決算の監査

１． 一般社団法人茨城県法人会連合会
（1）第１５回通常総会

出席率
２９年５月１７日 水戸京成ホテル2Ｆ　 ４名

【議　事】
第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
第2号議案　平成28年度収支決算承認に関する件
第3号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
第4号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
第5号議案　役員改選に関する件

（2）正副部会長会議
出席者

２９年１２月１１日 水戸京成ホテル １名
第１回
【議　事】
1.新春講演会の実施計画について
2.税に関する絵はがきコンクールについて
3.各単位会の活動報告について
4.その他

（3）理事会
出席者

２９年５月１１日 ホテルレイクビュー水戸 ４名
第１回
【議　事】
1.第15回通常総会開催日程について
2.通常総会提案議題について
3.法人会全国フォーラム(鹿児島大会)参加報告について
4.税に関する絵はがきコンクールについて
3.その他

日時

日時

日時

３０年２月８日

日時

会場

　　会場

会場

会場

[関係団体への事業参加]

会場

日時

女性部会

２９年５月１７日 水戸京成ホテル2Ｆ　 ４名
第２回
【議　事】
1.役員改選

３０年２月２３日 水戸京成ホテル ２名
第３回
【議　事】
1.平成３０年度事業計画(案)承認について
2.平成３０年度収支予算(案)承認について
3.税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ　県法連女連協会長賞について
4.今後の日程について
5.その他

２． 関東信越法人会連絡協議会
（1）第２回女性部会合同セミナー

出席者
２９年１１月２４日 ホテルブリランテ武蔵野 ３名

第１部　合同セミナー
第２部　懇親会

日時 　　会場
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女性部会

（2）正副部会長会議
出席者

２９年６月２８日 会議所201-202会議室 １８名
第１回
【議　事】
1.平成29年度年間事業予定について
2.その他

会議所301-302会議室 ３０名
第２回（講演会含む）
【議　事】
1.29年度活動経過報告について
2.総会議案について
①第３２回総会の開催要項について
②その他

（3）会計監査
出席者

２９年４月２０日 ホテル山水 ７名
1.平成28年度収支決算の監査

１． 一般社団法人茨城県法人会連合会
（1）第１５回通常総会

出席率
２９年５月１７日 水戸京成ホテル2Ｆ　 ４名

【議　事】
第1号議案　平成28年度事業報告承認に関する件
第2号議案　平成28年度収支決算承認に関する件
第3号議案　平成29年度事業計画報告に関する件
第4号議案　平成29年度収支予算報告に関する件
第5号議案　役員改選に関する件

（2）正副部会長会議
出席者

２９年１２月１１日 水戸京成ホテル １名
第１回
【議　事】
1.新春講演会の実施計画について
2.税に関する絵はがきコンクールについて
3.各単位会の活動報告について
4.その他

（3）理事会
出席者

２９年５月１１日 ホテルレイクビュー水戸 ４名
第１回
【議　事】
1.第15回通常総会開催日程について
2.通常総会提案議題について
3.法人会全国フォーラム(鹿児島大会)参加報告について
4.税に関する絵はがきコンクールについて
3.その他

日時

日時

日時

３０年２月８日

日時

会場

　　会場

会場

会場

[関係団体への事業参加]

会場

日時

女性部会

２９年５月１７日 水戸京成ホテル2Ｆ　 ４名
第２回
【議　事】
1.役員改選

３０年２月２３日 水戸京成ホテル ２名
第３回
【議　事】
1.平成３０年度事業計画(案)承認について
2.平成３０年度収支予算(案)承認について
3.税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ　県法連女連協会長賞について
4.今後の日程について
5.その他

２． 関東信越法人会連絡協議会
（1）第２回女性部会合同セミナー

出席者
２９年１１月２４日 ホテルブリランテ武蔵野 ３名

第１部　合同セミナー
第２部　懇親会

日時 　　会場

－ 23 －

女性部会 4



開催年月日 開催時間 開催場所 会議内容 出席者

会計監査

１．平成28年度収支決算監査

三役・会計・監事会

１．理事会の開催について

２．第32回通常総会開催要領について

３．提出議案の審議について

４．優良経理担当者表彰選考について

５．その他

理事会

１．第32回通常総会開催要領及び提出議案審議について

２．優良経理担当者の選考について

３．その他

第32回通常総会

１．平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件
２．平成29年度事業計画(案)並びに収支
    予算（案）審議の件
３．役員改選及び会則の一部変更の件
◇優良経理担当者表彰（３名）

事務担当者会議

１．事務処理についての意見交換

２．その他

理事会

１．組織拡大について

２．研修会について

３．福利厚生制度について

４．その他

開催年月日 開催時間 開催場所 会議内容 出席者

法人の決算申告及び税制改正についての講習会
（総和地区との共催）

２６名

テーマ：税制改正のポイント （計２２名）

講師：古河税務署上席　三浦　　浩　氏

親会・青年部会・女性部会合同講演会

テーマ：資源としての民族　古河編

講　師：古河歴史博物館学芸員　立石　尚之　氏

開催年月日 開催時間 開催場所 会議内容 出席者

平成29年度合同納税表彰式

１．納税協力団体による表彰式

（公社）古河法人会長表彰

㈲森田商店　森田一雄　　氏

��������� 18:00～ 和田家 賀詞交歓会 ２９名

議案第１号

平成２９年度　事業報告
（自：平成２９年４月１日～至：平成３０年３月３１日）

１．会議の開催

���������� 10:30～ 古河商工会議所 ４名

��������� 15:00～ 古河商工会議所 ９名

��������� 17:00～ 和田家会議室 ２3名

18:00～ 和田家会議室 ４１名

��������� 17:00～ 和田家会議室 ９名

��������� 14:00～ とねみどり館 １名

��������� 17:00～ 和田家会議室 ２６名

２．研修会の開催

���������� 13:30～ 古河商工会議所

��������� 19:00～ ホテル山水 １８名

３．その他

�

1 

 

平成２９年度 事業報告 

（自：平成 29 年 4 月 1 日～至：平成 30 年 3 月 31 日） 

１．会議開催 

開催日時 場所 会議の内容 参加数 

H29.4.14 

19:00～ 
古河商工会議所 

会計監査 

平成 28年度収支決算について ３名 

H29.4.18 

19:00～ 
古河商工会議所 

役員会 

１．定時総会提出議案について 
５名 

H29.4.21 

19:00～ 
和田家 

定時総会 

1．平成 28年度事業報告並びに 

収支決算承認の件 

2．平成 29年度事業計画（案）並びに 

収支予算（案）審議の件 

3.役員改選について 

１５名 

 

２．研修会開催 

開催日時 場所 会議の内容 参加数 

H29.11.9～10 高知県 

第３１回全国青年の集い「高知大会」 

１．記念講演会 

２．記念式典 １名 

H30.2.16 

19:00～ 
ホテル山水 

親会・青年部会・女性部会合同講演会 

講演テーマ 

「資源としての民族 古河編」 

講師 

古河歴史博物館学芸員 立石尚之 氏 

１８名 

（４名） 

 

 

議案第１号 

－ 24 －

古河地区会事業
 【親会】

地区会 1



開催年月日 開催時間 開催場所 会議内容 出席者

会計監査

１．平成28年度収支決算監査

三役・会計・監事会

１．理事会の開催について

２．第32回通常総会開催要領について

３．提出議案の審議について

４．優良経理担当者表彰選考について

５．その他

理事会

１．第32回通常総会開催要領及び提出議案審議について

２．優良経理担当者の選考について

３．その他

第32回通常総会

１．平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件
２．平成29年度事業計画(案)並びに収支
    予算（案）審議の件
３．役員改選及び会則の一部変更の件
◇優良経理担当者表彰（３名）

事務担当者会議

１．事務処理についての意見交換

２．その他

理事会

１．組織拡大について

２．研修会について

３．福利厚生制度について

４．その他

開催年月日 開催時間 開催場所 会議内容 出席者

法人の決算申告及び税制改正についての講習会
（総和地区との共催）

２６名

テーマ：税制改正のポイント （計２２名）

講師：古河税務署上席　三浦　　浩　氏

親会・青年部会・女性部会合同講演会

テーマ：資源としての民族　古河編

講　師：古河歴史博物館学芸員　立石　尚之　氏

開催年月日 開催時間 開催場所 会議内容 出席者

平成29年度合同納税表彰式

１．納税協力団体による表彰式

（公社）古河法人会長表彰

㈲森田商店　森田一雄　　氏

��������� 18:00～ 和田家 賀詞交歓会 ２９名

議案第１号

平成２９年度　事業報告
（自：平成２９年４月１日～至：平成３０年３月３１日）

１．会議の開催

���������� 10:30～ 古河商工会議所 ４名

��������� 15:00～ 古河商工会議所 ９名

��������� 17:00～ 和田家会議室 ２3名

18:00～ 和田家会議室 ４１名

��������� 17:00～ 和田家会議室 ９名

��������� 14:00～ とねみどり館 １名

��������� 17:00～ 和田家会議室 ２６名

２．研修会の開催

���������� 13:30～ 古河商工会議所

��������� 19:00～ ホテル山水 １８名

３．その他

�

1 

 

平成２９年度 事業報告 

（自：平成 29 年 4 月 1 日～至：平成 30 年 3 月 31 日） 

１．会議開催 

開催日時 場所 会議の内容 参加数 

H29.4.14 

19:00～ 
古河商工会議所 

会計監査 

平成 28年度収支決算について ３名 

H29.4.18 

19:00～ 
古河商工会議所 

役員会 

１．定時総会提出議案について 
５名 

H29.4.21 

19:00～ 
和田家 

定時総会 

1．平成 28年度事業報告並びに 

収支決算承認の件 

2．平成 29年度事業計画（案）並びに 

収支予算（案）審議の件 

3.役員改選について 

１５名 

 

２．研修会開催 

開催日時 場所 会議の内容 参加数 

H29.11.9～10 高知県 

第３１回全国青年の集い「高知大会」 

１．記念講演会 

２．記念式典 １名 

H30.2.16 

19:00～ 
ホテル山水 

親会・青年部会・女性部会合同講演会 

講演テーマ 

「資源としての民族 古河編」 

講師 

古河歴史博物館学芸員 立石尚之 氏 

１８名 

（４名） 

 

 

議案第１号 

－ 25 －

 【青年部会】

地区会 2



議案第１号 

平成２９年度 事業報告 

（自：平成２９年４月１日～至：平成３０年３月３１日） 

１．会議の開催 

開催年月日 時間 場所 会議の内容  出席者 

29. 4.24 PM 1:30 古河商工会議所 会計監査 

１．平成 28年度収支決算書監査 

 

  ６名 

29. 4.24 PM 2:00 古河商工会議所 役員会 

１．第 39回定時総会開催要項について 

２．第 39回定時総会提出議案審議について 

３．第 39回定時総会運営役割担当について 

４．その他 

 

 

 

 

１３名 

29. 5.15 AM11:00 ホテル山水 

 

第 39回定時総会 

１．平成 28年度事業報告並びに 

        収支決算承認の件 

２．平成 29年度事業計画（案）並びに 

          収支予算（案）承認の件 

３．役員改選の件 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

１８名 

29. 5.22 PM 2:00 古河商工会議所 役員会 

１．平成 29年度事業内容の検討について 

２．平成 29年度事業担当役員の 

             割当について 

３．その他 

 

 

 

 

１１名 

29. 9.22 PM 2:00 古河商工会議所 役員会（正副・監事・地域貢献活動担当者） 

１．バザー用品の値付けについて 

２．その他 

 

 

   ８名 

 

２．研修会の開催 

開催年月日 時間 場所 研修の内容 出席者 

29.11.15 PM 1:30 古河商工会議所 税務講習会（親会合同） 

 講  師：古河税務署法人課税第１部門 

      上席国税調査官 三浦 浩 氏 

 テーマ：税制改正の概要について 

  

 

２６名 

  (内 7名) 

30. 2.16 PM 7:00 ホテル山水 合同講演会（親会・青年部会合同） 

 講 師：古河歴史博物館学芸員 

               立石 尚之 氏 

  テーマ：資源としての民俗 古河編 

 

  

１８名 

（内 7名） 

  

 

―２― 

 

３．その他 

開催年月日 時間 場所 事業の内容 出席者 

29. 9.14 

   

PM 3:00 両国国技館 鑑賞会 

１．９月場所大相撲観戦 

 

１６名 

29. 9.24 AM 9:30 オリオン商店会 地域貢献活動（バザー） 

１．青空フリーマーケット出店 

※社会福祉協議会へ 56,400円を寄付 

 

   

７名 

29.12.14  すみだ北斎美術館 

東京オペラシティ 

視察研修 

１．すみだ北斎美術館鑑賞 

２．東日本大震災復興支援チャリティコンサート 

    

 

１７名 

30. 1.18 

 

PM 7:00 ホテル山水 女性部会賀詞交歓会 

１．賀詞交歓会 

 

 １６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―３― 

議案第１号

法人数 1,240社 　（平成30年3月31日）

会員数 474社 　（平成30年3月31日）

加入率 38.2%

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

1 29.4.26  古河商工会議所 (公社）古河法人会理事会 ３名

1.第32回通常総会上程議案について

2 29.5.8  商工会館 監査会 ９名

　1.平成28年度収支決算の監査

3 29.5.8  商工会館 役員会 １７名

1.第32回通常総会及び講演会開催について

2.今年度の事業について

4 29.5.25  古河市 (公社)古河法人会第32回通常総会 １４名

 「カナルハウス」 1.平成28年度事業報告収支決並びに算承認に関する件

2.平成29年度事業計画並びに収支予算報告に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

5 29.5.30 市内「中村屋」 第32回通常総会 ２６名

1.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件

2.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

6 29.7.4  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

7 29.7.14  古河市「和田家」 事務担当者会議　（事務処理上の意見交換） ２名

8 29.7.18  商工会館 正副会長・担当役員会議 ２名

1.親睦ゴルフ大会組み合わせ、賞品等について

9 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会広報委員会 １名

1.会報「法人たより」62.63号の発行について

10 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 ２名

1.会員増強について

11 29.8.25  古河市「冨久家」 (公社）古河法人会正副会長会議 １名

1.平成29年度活動経過報告について

12 29.9.6 古河商工会議所 (公社)古河法人会厚生委員会 １名

1.厚生事業活動計画について

2.厚生事業の状況について

13 29.10.4  古河市「山水」 (公社)古河法人会理事会 ３名

1.代表理事の職務執行状況報告について

2.個人情報取扱規程の制定について

3.厚生事業について

14 29.10.18  商工会館 役員会 ７名

1.親睦ゴルフ大会開催について

2.税務研修会開催について

3.会員増強について

15 29.11.6  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

16 30.2.1  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 １名

1.平成29年度の会員増強について

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

①会議の開催

平成２９年度事業報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

１.会員の状況

－ 26 －

地区会 3

 【女性部会】



議案第１号 

平成２９年度 事業報告 

（自：平成２９年４月１日～至：平成３０年３月３１日） 

１．会議の開催 

開催年月日 時間 場所 会議の内容  出席者 

29. 4.24 PM 1:30 古河商工会議所 会計監査 

１．平成 28年度収支決算書監査 

 

  ６名 

29. 4.24 PM 2:00 古河商工会議所 役員会 

１．第 39回定時総会開催要項について 

２．第 39回定時総会提出議案審議について 

３．第 39回定時総会運営役割担当について 

４．その他 

 

 

 

 

１３名 

29. 5.15 AM11:00 ホテル山水 

 

第 39回定時総会 

１．平成 28年度事業報告並びに 

        収支決算承認の件 

２．平成 29年度事業計画（案）並びに 

          収支予算（案）承認の件 

３．役員改選の件 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

１８名 

29. 5.22 PM 2:00 古河商工会議所 役員会 

１．平成 29年度事業内容の検討について 

２．平成 29年度事業担当役員の 

             割当について 

３．その他 

 

 

 

 

１１名 

29. 9.22 PM 2:00 古河商工会議所 役員会（正副・監事・地域貢献活動担当者） 

１．バザー用品の値付けについて 

２．その他 

 

 

   ８名 

 

２．研修会の開催 

開催年月日 時間 場所 研修の内容 出席者 

29.11.15 PM 1:30 古河商工会議所 税務講習会（親会合同） 

 講  師：古河税務署法人課税第１部門 

      上席国税調査官 三浦 浩 氏 

 テーマ：税制改正の概要について 

  

 

２６名 

  (内 7名) 

30. 2.16 PM 7:00 ホテル山水 合同講演会（親会・青年部会合同） 

 講 師：古河歴史博物館学芸員 

               立石 尚之 氏 

  テーマ：資源としての民俗 古河編 

 

  

１８名 

（内 7名） 

  

 

―２― 

 

３．その他 

開催年月日 時間 場所 事業の内容 出席者 

29. 9.14 

   

PM 3:00 両国国技館 鑑賞会 

１．９月場所大相撲観戦 

 

１６名 

29. 9.24 AM 9:30 オリオン商店会 地域貢献活動（バザー） 

１．青空フリーマーケット出店 

※社会福祉協議会へ 56,400円を寄付 

 

   

７名 

29.12.14  すみだ北斎美術館 

東京オペラシティ 

視察研修 

１．すみだ北斎美術館鑑賞 

２．東日本大震災復興支援チャリティコンサート 

    

 

１７名 

30. 1.18 

 

PM 7:00 ホテル山水 女性部会賀詞交歓会 

１．賀詞交歓会 

 

 １６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―３― 

議案第１号

法人数 1,240社 　（平成30年3月31日）

会員数 474社 　（平成30年3月31日）

加入率 38.2%

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

1 29.4.26  古河商工会議所 (公社）古河法人会理事会 ３名

1.第32回通常総会上程議案について

2 29.5.8  商工会館 監査会 ９名

　1.平成28年度収支決算の監査

3 29.5.8  商工会館 役員会 １７名

1.第32回通常総会及び講演会開催について

2.今年度の事業について

4 29.5.25  古河市 (公社)古河法人会第32回通常総会 １４名

 「カナルハウス」 1.平成28年度事業報告収支決並びに算承認に関する件

2.平成29年度事業計画並びに収支予算報告に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

5 29.5.30 市内「中村屋」 第32回通常総会 ２６名

1.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件

2.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

6 29.7.4  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

7 29.7.14  古河市「和田家」 事務担当者会議　（事務処理上の意見交換） ２名

8 29.7.18  商工会館 正副会長・担当役員会議 ２名

1.親睦ゴルフ大会組み合わせ、賞品等について

9 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会広報委員会 １名

1.会報「法人たより」62.63号の発行について

10 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 ２名

1.会員増強について

11 29.8.25  古河市「冨久家」 (公社）古河法人会正副会長会議 １名

1.平成29年度活動経過報告について

12 29.9.6 古河商工会議所 (公社)古河法人会厚生委員会 １名

1.厚生事業活動計画について

2.厚生事業の状況について

13 29.10.4  古河市「山水」 (公社)古河法人会理事会 ３名

1.代表理事の職務執行状況報告について

2.個人情報取扱規程の制定について

3.厚生事業について

14 29.10.18  商工会館 役員会 ７名

1.親睦ゴルフ大会開催について

2.税務研修会開催について

3.会員増強について

15 29.11.6  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

16 30.2.1  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 １名

1.平成29年度の会員増強について

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

①会議の開催

平成２９年度事業報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

１.会員の状況

－ 27 －
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議案第１号

法人数 1,240社 　（平成30年3月31日）

会員数 474社 　（平成30年3月31日）

加入率 38.2%

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

1 29.4.26  古河商工会議所 (公社）古河法人会理事会 ３名

1.第32回通常総会上程議案について

2 29.5.8  商工会館 監査会 ９名

　1.平成28年度収支決算の監査

3 29.5.8  商工会館 役員会 １７名

1.第32回通常総会及び講演会開催について

2.今年度の事業について

4 29.5.25  古河市 (公社)古河法人会第32回通常総会 １４名

 「カナルハウス」 1.平成28年度事業報告収支決並びに算承認に関する件

2.平成29年度事業計画並びに収支予算報告に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

5 29.5.30 市内「中村屋」 第32回通常総会 ２６名

1.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件

2.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

6 29.7.4  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

7 29.7.14  古河市「和田家」 事務担当者会議　（事務処理上の意見交換） ２名

8 29.7.18  商工会館 正副会長・担当役員会議 ２名

1.親睦ゴルフ大会組み合わせ、賞品等について

9 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会広報委員会 １名

1.会報「法人たより」62.63号の発行について

10 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 ２名

1.会員増強について

11 29.8.25  古河市「冨久家」 (公社）古河法人会正副会長会議 １名

1.平成29年度活動経過報告について

12 29.9.6 古河商工会議所 (公社)古河法人会厚生委員会 １名

1.厚生事業活動計画について

2.厚生事業の状況について

13 29.10.4  古河市「山水」 (公社)古河法人会理事会 ３名

1.代表理事の職務執行状況報告について

2.個人情報取扱規程の制定について

3.厚生事業について

14 29.10.18  商工会館 役員会 ７名

1.親睦ゴルフ大会開催について

2.税務研修会開催について

3.会員増強について

15 29.11.6  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

16 30.2.1  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 １名

1.平成29年度の会員増強について

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

①会議の開催

平成２９年度事業報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

１.会員の状況

議案第１号

17 30.3.16  古河商工会議所 (公社)古河法人会理事会 ５名

1.平成30年度事業計画と収支予算の承認について

2.通常総会開催の承認について

3.新入会員の承認について

4.報告事項

１０2名

№ 年　月　日 場　　所 内　　　　　　　　　　容 出席者数

1 29.5.30 市内「中村屋」 税務研修会「消費税の軽減税率制度の概要について」　 ２６名

講師：古河税務署職員

2 29.11.28  商工会館 税務研修会「事業承継を中心とした相続税・贈与税」 １４名

講師：古河税務署職員

４０名

№ 年　月　日 場　　所 内　　　　　　　　　　容 出席者数

１ 29.7.20  猿島CC 第56回親睦ゴルフ大会 １９名

2 29.8.5 沓掛商店街及び さしまの夏まつり大会協賛 -

　　　沓掛小学校

3 29.11.12  八坂公園陸上競技場 第27回いわい将門ハーフマラソン大会協賛 -

4 29.11.14 坂東ゴルフクラブ 第57回親睦ゴルフ大会 ２９名

5 29.11.16 古河市 平成29年度古河税務署管内合同納税表彰式 ４名

 「生涯学習センター」

6 29.12.14 市内「天神」 税理士会との懇談会　　 ３名

1.組織増強等について

2.情報交換について

５５名

①会議の開催回数　　　　　　　　　 合計１７回　　　　　　　延出席者数 １０２名

②講習会、研修会等開催回数　　 合計　２回　　　　　　　延出席者数 ４０名

③その他事業開催回数　　　　　　 合計　６回　　　　　　　延出席者数 ５５名

　　　　　　　　　　　　　　 　　 合計延回数２５回  　　　　　　延出席者数 ２２４名

③その他事業開催回数　合計６回　延出席者数　

②講習会、研修会開催回数　合計２回　延出席者数　

①会議の開催回数　合計１7回　延出席者数　

③その他事業　

②講習会、研修会等

平成２９年度事業報告書 
（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

 
                             坂東市法人会青年部 
１．会議の開催 
開 催 日 開 催 場 所 内       容  出席人員 
29.4.13 古河市「和田家」 第 31回古河法人会青年部通常総会 4名 

29.7.28 古河市「和田家」 古河法人会第 1回正副部会長会議 1名 

30.2.22 古河市「和田家」 古河法人会第 2回正副部会長会議 1名 
 
 
 
２．研修会 
開 催 日 開 催 場 所  内       容  出席人員 
30.10.5～ 

   10.6 

福井県産業会館 「第 31回全国青年の集い」 欠席 

 

 

 

３．その他 

開 催 日 開 催 場 所  内       容  出席人員 
29.10.24 大洗町 県法連青連協第 22回親睦ゴルフ大会 4名 

 
 
 
 
 
 
 

議案第１号

1.　部　員　の　状　況

　 ４７４社
１１２社

            ２３．６％

1.事　　業

月　　日 事 業 名 場　　所 出席者 内　　　　　　　　　容

平成29年 担当役員会 市内 １．総会及び観劇の日程、内容等

4月17日 「カフェラフィネッツア」 　　について

平成29年 監査会 市内 １．平成２８年度事業並びに会計

5月8日 「天神」 　　全般について

5月8日 正副会議 市内 １．平成２９年度の総会提出議案の件

「天神」 ２．通常総会の日程等について

5月23日 通常総会 つくば市 １．平成２８年度事業報告並びに

「創作料理 　　収支決算の承認について

一幸」 ２．平成２９年度事業計画（案）並びに

　　収支予算（案）の議決について

３．任期満了に伴う役員改選の件

10月20日 視察研修会 東京都 １．八王子夢美術館

八王子市 ２．日の出山荘（中曽根康弘別荘跡地）

11月7日 観劇会 東京都 １８名 「京の蛍火ーお登勢と竜馬ー」

「明治座」 主演：黒木瞳

１６名

７名

２０名

　　　　平成　２９　年　度　事　業　報　告

加　　入　　率
部　　員　　数
法人会会員数

　　　　　　　　　（自平成29年４月１日　～　至平成30年３月３１日）

７名

５名

－ 28 －
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議案第１号

法人数 1,240社 　（平成30年3月31日）

会員数 474社 　（平成30年3月31日）

加入率 38.2%

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

1 29.4.26  古河商工会議所 (公社）古河法人会理事会 ３名

1.第32回通常総会上程議案について

2 29.5.8  商工会館 監査会 ９名

　1.平成28年度収支決算の監査

3 29.5.8  商工会館 役員会 １７名

1.第32回通常総会及び講演会開催について

2.今年度の事業について

4 29.5.25  古河市 (公社)古河法人会第32回通常総会 １４名

 「カナルハウス」 1.平成28年度事業報告収支決並びに算承認に関する件

2.平成29年度事業計画並びに収支予算報告に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

5 29.5.30 市内「中村屋」 第32回通常総会 ２６名

1.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件

2.平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）に関する件

3.任期満了に伴う役員改選に関する件

6 29.7.4  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

7 29.7.14  古河市「和田家」 事務担当者会議　（事務処理上の意見交換） ２名

8 29.7.18  商工会館 正副会長・担当役員会議 ２名

1.親睦ゴルフ大会組み合わせ、賞品等について

9 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会広報委員会 １名

1.会報「法人たより」62.63号の発行について

10 29.7.26  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 ２名

1.会員増強について

11 29.8.25  古河市「冨久家」 (公社）古河法人会正副会長会議 １名

1.平成29年度活動経過報告について

12 29.9.6 古河商工会議所 (公社)古河法人会厚生委員会 １名

1.厚生事業活動計画について

2.厚生事業の状況について

13 29.10.4  古河市「山水」 (公社)古河法人会理事会 ３名

1.代表理事の職務執行状況報告について

2.個人情報取扱規程の制定について

3.厚生事業について

14 29.10.18  商工会館 役員会 ７名

1.親睦ゴルフ大会開催について

2.税務研修会開催について

3.会員増強について

15 29.11.6  商工会館 正副会長・担当役員会 ４名

1.親睦ゴルフ大会開催について

16 30.2.1  古河商工会議所 (公社)古河法人会組織委員会 １名

1.平成29年度の会員増強について

№ 年　月　日 場　　所 会　議　の　内　容 出席者数

①会議の開催

平成２９年度事業報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

１.会員の状況

議案第１号

17 30.3.16  古河商工会議所 (公社)古河法人会理事会 ５名

1.平成30年度事業計画と収支予算の承認について

2.通常総会開催の承認について

3.新入会員の承認について

4.報告事項

１０2名

№ 年　月　日 場　　所 内　　　　　　　　　　容 出席者数

1 29.5.30 市内「中村屋」 税務研修会「消費税の軽減税率制度の概要について」　 ２６名

講師：古河税務署職員

2 29.11.28  商工会館 税務研修会「事業承継を中心とした相続税・贈与税」 １４名

講師：古河税務署職員

４０名

№ 年　月　日 場　　所 内　　　　　　　　　　容 出席者数

１ 29.7.20  猿島CC 第56回親睦ゴルフ大会 １９名

2 29.8.5 沓掛商店街及び さしまの夏まつり大会協賛 -

　　　沓掛小学校

3 29.11.12  八坂公園陸上競技場 第27回いわい将門ハーフマラソン大会協賛 -

4 29.11.14 坂東ゴルフクラブ 第57回親睦ゴルフ大会 ２９名

5 29.11.16 古河市 平成29年度古河税務署管内合同納税表彰式 ４名

 「生涯学習センター」

6 29.12.14 市内「天神」 税理士会との懇談会　　 ３名

1.組織増強等について

2.情報交換について

５５名

①会議の開催回数　　　　　　　　　 合計１７回　　　　　　　延出席者数 １０２名

②講習会、研修会等開催回数　　 合計　２回　　　　　　　延出席者数 ４０名

③その他事業開催回数　　　　　　 合計　６回　　　　　　　延出席者数 ５５名

　　　　　　　　　　　　　　 　　 合計延回数２５回  　　　　　　延出席者数 ２２４名

③その他事業開催回数　合計６回　延出席者数　

②講習会、研修会開催回数　合計２回　延出席者数　

①会議の開催回数　合計１7回　延出席者数　

③その他事業　

②講習会、研修会等

平成２９年度事業報告書 
（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

 
                             坂東市法人会青年部 
１．会議の開催 
開 催 日 開 催 場 所 内       容  出席人員 
29.4.13 古河市「和田家」 第 31回古河法人会青年部通常総会 4名 

29.7.28 古河市「和田家」 古河法人会第 1回正副部会長会議 1名 

30.2.22 古河市「和田家」 古河法人会第 2回正副部会長会議 1名 
 
 
 
２．研修会 
開 催 日 開 催 場 所  内       容  出席人員 
30.10.5～ 

   10.6 

福井県産業会館 「第 31回全国青年の集い」 欠席 

 

 

 

３．その他 

開 催 日 開 催 場 所  内       容  出席人員 
29.10.24 大洗町 県法連青連協第 22回親睦ゴルフ大会 4名 

 
 
 
 
 
 
 

議案第１号

1.　部　員　の　状　況

　 ４７４社
１１２社

            ２３．６％

1.事　　業

月　　日 事 業 名 場　　所 出席者 内　　　　　　　　　容

平成29年 担当役員会 市内 １．総会及び観劇の日程、内容等

4月17日 「カフェラフィネッツア」 　　について

平成29年 監査会 市内 １．平成２８年度事業並びに会計

5月8日 「天神」 　　全般について

5月8日 正副会議 市内 １．平成２９年度の総会提出議案の件

「天神」 ２．通常総会の日程等について

5月23日 通常総会 つくば市 １．平成２８年度事業報告並びに

「創作料理 　　収支決算の承認について

一幸」 ２．平成２９年度事業計画（案）並びに

　　収支予算（案）の議決について

３．任期満了に伴う役員改選の件

10月20日 視察研修会 東京都 １．八王子夢美術館

八王子市 ２．日の出山荘（中曽根康弘別荘跡地）

11月7日 観劇会 東京都 １８名 「京の蛍火ーお登勢と竜馬ー」

「明治座」 主演：黒木瞳

１６名

７名

２０名

　　　　平成　２９　年　度　事　業　報　告

加　　入　　率
部　　員　　数
法人会会員数

　　　　　　　　　（自平成29年４月１日　～　至平成30年３月３１日）

７名

５名

－ 29 －
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 【青年部会】

 【女性部会】



議案第１号

1.　部　員　の　状　況

　 ４７４社
１１２社

            ２３．６％

1.事　　業

月　　日 事 業 名 場　　所 出席者 内　　　　　　　　　容

平成29年 担当役員会 市内 １．総会及び観劇の日程、内容等

4月17日 「カフェラフィネッツア」 　　について

平成29年 監査会 市内 １．平成２８年度事業並びに会計

5月8日 「天神」 　　全般について

5月8日 正副会議 市内 １．平成２９年度の総会提出議案の件

「天神」 ２．通常総会の日程等について

5月23日 通常総会 つくば市 １．平成２８年度事業報告並びに

「創作料理 　　収支決算の承認について

一幸」 ２．平成２９年度事業計画（案）並びに

　　収支予算（案）の議決について

３．任期満了に伴う役員改選の件

10月20日 視察研修会 東京都 １．八王子夢美術館

八王子市 ２．日の出山荘（中曽根康弘別荘跡地）

11月7日 観劇会 東京都 １８名 「京の蛍火ーお登勢と竜馬ー」

「明治座」 主演：黒木瞳

１６名

７名

２０名

　　　　平成　２９　年　度　事　業　報　告

加　　入　　率
部　　員　　数
法人会会員数

　　　　　　　　　（自平成29年４月１日　～　至平成30年３月３１日）

７名

５名

平成２９年度 事業報告 
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

１．会議の開催 
年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.１９ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

７名 

４.１９ 境町商工会館 第１回役員会 

① 新規入会者・脱会者の承認について 

② (公社)古河法人会境地区会役員等退任基準

に関する内規について 

③ 通常総会開催要領について 

④ 通常総会提出議案の審議について 

⑤ その他の事項 

１３名 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（青年部会と合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認
について 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算
（案）の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

２６名 

８． ９ ダイニングバー 

若菜亭 

法人会・税理士会・金融団交流会 

① 会員加入勧奨のお願いについて 

１２名 

９.１３ 境町商工会館 第２回役員会 

① 今年度の事業について 

② 会員加入勧奨について 

③ その他の事項 

１２名 

１２．１８ 境町商工会館 正・副会長会議 
① 第３回役員会の日程について 
② 税務研修会・新年会について 
③ その他の事項 

４名 

３０． ２． ６ 境町商工会館 第３回役員会 

① 会員加入勧奨報告について 

② 平成３０年度第１回役員会日程について 

③ その他の事項 

９名 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ５.１７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

４名 

５.１７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 第３２回通常総会開催要領について 

② 第３２回通常総会提出議案について 

③ 今年度の事業について 

６名 
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（親会との合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１０名 

８.１８ 境町商工会館 第２回役員会 

① 顧問の委嘱について 

② 今後の事業について 

③ その他 

８名 

 

 

   

【女性部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.２７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

５名 

４.２７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 平成２９年度通常総会について 

② 平成２９年度通常総会提出議案について 

③ 平成２９年度事業計画について 

５名 

５.２３ 寿司芳 第３２回通常総会 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１５名 

７. ４ 境町商工会館 第２回役員会 

① 平成２９年度事業内容について 

② その他 

９名 

 

 

 

２.研修会等の開催 

【親会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

２０名 
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2．関係団体協力事業

　月  日　

4月20日

4月20日

6月28日

10月16日

2月8日

(公社）古河法人会女性部会

(公社）古河法人会女性部会

(公社）古河法人会女性部会

講師：古河税務署長　　深井秀樹氏
2月8日 (公社）古河法人会女性部会

実施団体名

視察研修会　横須賀軍港めぐり他

事　業　内　容

平成３０年　　月　　日　提出

(公社）古河法人会女性部会

会計監査会（古河市）

　　　（公社）古河法人会坂東地区会女性部会

　　  部　会　長　　金　久　保　　照　子

第30回通常総会（古河市）

正副部会長会議（古河市）

税務研修会「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議（古河市）

(公社）古河法人会女性部会

－ 30 －
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境地区会事業
 【親会】



議案第１号

1.　部　員　の　状　況

　 ４７４社
１１２社

            ２３．６％

1.事　　業

月　　日 事 業 名 場　　所 出席者 内　　　　　　　　　容

平成29年 担当役員会 市内 １．総会及び観劇の日程、内容等

4月17日 「カフェラフィネッツア」 　　について

平成29年 監査会 市内 １．平成２８年度事業並びに会計

5月8日 「天神」 　　全般について

5月8日 正副会議 市内 １．平成２９年度の総会提出議案の件

「天神」 ２．通常総会の日程等について

5月23日 通常総会 つくば市 １．平成２８年度事業報告並びに

「創作料理 　　収支決算の承認について

一幸」 ２．平成２９年度事業計画（案）並びに

　　収支予算（案）の議決について

３．任期満了に伴う役員改選の件

10月20日 視察研修会 東京都 １．八王子夢美術館

八王子市 ２．日の出山荘（中曽根康弘別荘跡地）

11月7日 観劇会 東京都 １８名 「京の蛍火ーお登勢と竜馬ー」

「明治座」 主演：黒木瞳

１６名

７名

２０名

　　　　平成　２９　年　度　事　業　報　告

加　　入　　率
部　　員　　数
法人会会員数

　　　　　　　　　（自平成29年４月１日　～　至平成30年３月３１日）

７名

５名

平成２９年度 事業報告 
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

１．会議の開催 
年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.１９ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

７名 

４.１９ 境町商工会館 第１回役員会 

① 新規入会者・脱会者の承認について 

② (公社)古河法人会境地区会役員等退任基準

に関する内規について 

③ 通常総会開催要領について 

④ 通常総会提出議案の審議について 

⑤ その他の事項 

１３名 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（青年部会と合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認
について 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算
（案）の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

２６名 

８． ９ ダイニングバー 

若菜亭 

法人会・税理士会・金融団交流会 

① 会員加入勧奨のお願いについて 

１２名 

９.１３ 境町商工会館 第２回役員会 

① 今年度の事業について 

② 会員加入勧奨について 

③ その他の事項 

１２名 

１２．１８ 境町商工会館 正・副会長会議 
① 第３回役員会の日程について 
② 税務研修会・新年会について 
③ その他の事項 

４名 

３０． ２． ６ 境町商工会館 第３回役員会 

① 会員加入勧奨報告について 

② 平成３０年度第１回役員会日程について 

③ その他の事項 

９名 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ５.１７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

４名 

５.１７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 第３２回通常総会開催要領について 

② 第３２回通常総会提出議案について 

③ 今年度の事業について 

６名 
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平成２９年度 事業報告 
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

１．会議の開催 
年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.１９ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

７名 

４.１９ 境町商工会館 第１回役員会 

① 新規入会者・脱会者の承認について 

② (公社)古河法人会境地区会役員等退任基準

に関する内規について 

③ 通常総会開催要領について 

④ 通常総会提出議案の審議について 

⑤ その他の事項 

１３名 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（青年部会と合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認
について 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算
（案）の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

２６名 

８． ９ ダイニングバー 

若菜亭 

法人会・税理士会・金融団交流会 

① 会員加入勧奨のお願いについて 

１２名 

９.１３ 境町商工会館 第２回役員会 

① 今年度の事業について 

② 会員加入勧奨について 

③ その他の事項 

１２名 

１２．１８ 境町商工会館 正・副会長会議 
① 第３回役員会の日程について 
② 税務研修会・新年会について 
③ その他の事項 

４名 

３０． ２． ６ 境町商工会館 第３回役員会 

① 会員加入勧奨報告について 

② 平成３０年度第１回役員会日程について 

③ その他の事項 

９名 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ５.１７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

４名 

５.１７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 第３２回通常総会開催要領について 

② 第３２回通常総会提出議案について 

③ 今年度の事業について 

６名 
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（親会との合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１０名 

８.１８ 境町商工会館 第２回役員会 

① 顧問の委嘱について 

② 今後の事業について 

③ その他 

８名 

 

 

   

【女性部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.２７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

５名 

４.２７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 平成２９年度通常総会について 

② 平成２９年度通常総会提出議案について 

③ 平成２９年度事業計画について 

５名 

５.２３ 寿司芳 第３２回通常総会 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１５名 

７. ４ 境町商工会館 第２回役員会 

① 平成２９年度事業内容について 

② その他 

９名 

 

 

 

２.研修会等の開催 

【親会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

２０名 
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－ 31 －
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（親会との合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１０名 

８.１８ 境町商工会館 第２回役員会 

① 顧問の委嘱について 

② 今後の事業について 

③ その他 

８名 

 

 

   

【女性部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.２７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

５名 

４.２７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 平成２９年度通常総会について 

② 平成２９年度通常総会提出議案について 

③ 平成２９年度事業計画について 

５名 

５.２３ 寿司芳 第３２回通常総会 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１５名 

７. ４ 境町商工会館 第２回役員会 

① 平成２９年度事業内容について 

② その他 

９名 

 

 

 

２.研修会等の開催 

【親会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

２０名 
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（青年部会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

【税務研修会（車中研修）】 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

３０. ２. ６ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「平成３０年度税制改正について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 野口 裕司 様 

上席国税調査官 三浦 浩  様 

１４名 

３０. ２. ６ 割烹旅館すずきや 新年会 １８名 

 

 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会（親会と合同開催）】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

１０名 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（親会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

税務研修会（車中研修） 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

１１． ７ 東京築地市場 青年部三団体交流会 

① 東京築地場外市場 

② 上野アメ横 

１５名 

１２． ８ 境町立静小学校 租税教室 

※ 講師補助者として参加 

１名 

３０. ２.１６ 橘家 新年会 １４名 
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（青年部会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

【税務研修会（車中研修）】 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

３０. ２. ６ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「平成３０年度税制改正について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 野口 裕司 様 

上席国税調査官 三浦 浩  様 

１４名 

３０. ２. ６ 割烹旅館すずきや 新年会 １８名 

 

 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会（親会と合同開催）】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

１０名 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（親会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

税務研修会（車中研修） 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

１１． ７ 東京築地市場 青年部三団体交流会 

① 東京築地場外市場 

② 上野アメ横 

１５名 

１２． ８ 境町立静小学校 租税教室 

※ 講師補助者として参加 

１名 

３０. ２.１６ 橘家 新年会 １４名 
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【女性部会】 
年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

１１.１４ 東京方面 【視察研修会】 

① 迎賓館赤坂離宮 

② NHK放送博物館 

③ 茨城マルシェ 

【税務研修会（車中開催）】 

テーマ：町の税金について 

講 師：境町役場税務課 

     課長 大越 喜浩 様 

１６名 

１２. ４ 境町立猿島小学校 租税教室 

※講師補助者として参加 

２名 
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

６.１５ 境町商工会館 第３２回通常総会（親会との合同開催） 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算の承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１０名 

８.１８ 境町商工会館 第２回役員会 

① 顧問の委嘱について 

② 今後の事業について 

③ その他 

８名 

 

 

   

【女性部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ４.２７ 境町商工会館 監査会 

① 平成２８年度会計及び業務関係監査 

５名 

４.２７ 境町商工会館 第１回役員会 

① 平成２９年度通常総会について 

② 平成２９年度通常総会提出議案について 

③ 平成２９年度事業計画について 

５名 

５.２３ 寿司芳 第３２回通常総会 

① 平成２８年度事業報告及び収支決算承認に 

ついて 

② 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
の決定について 

③ 任期満了に伴う役員改選について 

１５名 

７. ４ 境町商工会館 第２回役員会 

① 平成２９年度事業内容について 

② その他 

９名 

 

 

 

２.研修会等の開催 

【親会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

２０名 

 

-5- 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（青年部会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

【税務研修会（車中研修）】 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

３０. ２. ６ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「平成３０年度税制改正について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 野口 裕司 様 

上席国税調査官 三浦 浩  様 

１４名 

３０. ２. ６ 割烹旅館すずきや 新年会 １８名 

 

 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会（親会と合同開催）】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

１０名 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（親会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

税務研修会（車中研修） 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

１１． ７ 東京築地市場 青年部三団体交流会 

① 東京築地場外市場 

② 上野アメ横 

１５名 

１２． ８ 境町立静小学校 租税教室 

※ 講師補助者として参加 

１名 

３０. ２.１６ 橘家 新年会 １４名 
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年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（青年部会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

【税務研修会（車中研修）】 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

３０. ２. ６ 境町商工会館 【税務研修会】 

テーマ：「平成３０年度税制改正について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 野口 裕司 様 

上席国税調査官 三浦 浩  様 

１４名 

３０. ２. ６ 割烹旅館すずきや 新年会 １８名 

 

 

 

【青年部会】 

年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

２９. ６.１５ 境町商工会館 【税務研修会（親会と合同開催）】 

テーマ：「知らなきゃ損する税務署職員が教える

申告に関するチェックポイント！！」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 

統括国税調査官 芦髙 勘二 様 

１０名 

１０.２３ さいたま市方面 【視察研修会（親会と合同開催）】 

① 独立行政法人造幣局さいたま支局 

② 関東信越国税局 

税務研修会（車中研修） 

テーマ：「改正消費税法(軽減税率制度)について」 

講 師：古河税務署法人課税第一部門 
総括上席国税調査官 八重樫 美香 様 

１１名 

１１． ７ 東京築地市場 青年部三団体交流会 

① 東京築地場外市場 

② 上野アメ横 

１５名 

１２． ８ 境町立静小学校 租税教室 

※ 講師補助者として参加 

１名 

３０. ２.１６ 橘家 新年会 １４名 
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【女性部会】 
年 月 日 場   所 会 議 の 内 容 出席者 

１１.１４ 東京方面 【視察研修会】 

① 迎賓館赤坂離宮 

② NHK放送博物館 

③ 茨城マルシェ 

【税務研修会（車中開催）】 

テーマ：町の税金について 

講 師：境町役場税務課 

     課長 大越 喜浩 様 

１６名 

１２. ４ 境町立猿島小学校 租税教室 

※講師補助者として参加 

２名 

 

－ 33 －

地区会 10



１、会議の開催

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� 古河市商工会総和事務所 �女性部会監査会�� 6名

��������� 古河市商工会総和事務所

女性部会役員会
・総会開催日程について
・総会提出議案の審議について
・総会当日の役割について

10名

��������� 旬　おかさと

通常総会
・平成28年度事業報告及び収支決算承認について
・平成29年度事業計画（案）及び収支予算(案）議決について
・任期満了に伴う役員改選について

14名

��������� 古河市商工会総和事務所
女性部会役員会
・平成29年度具体的事業計画について
・役員の役割分担について

12名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（視察研修会） 6名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（新年会） 4名

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告並びに決算報告の審議(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)議決の審議
・役員改選の件
・その他
＜第二部＞懇親会

2名

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

1名

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　駅頭ポケットティッシュ配付 2名

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル（昼食）・三浦フィッシャリーナ・ウォーフうらり（見学）・
　横須賀軍港めぐり（見学）

2名

��������� 上辺見小学校 租税教室 1名

��������� 下大野小学校 租税教室 2名

��������� 埼玉県秩父方面 長瀞ライン下り（親鼻橋～岩田畳）・長生館(昼食）・宝登山神社（参拝・散策） 16名

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　三和地区女性部会共催 17名

��������� 旬　おかさと 新年会（三和地区女性部会共催） 12名

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会　・第２回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹　氏
テーマ：　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
1．29年度活動経過報告について
2．第32回総会開催要領について

3名

２、研修会の開催

平成29年度女性部事業報告書

（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H29.04.27 古河市商工会総和事務所 監査会 6名 親会

H29.04.27 古河市商工会総和事務所 役員会 12名 親会

H29.06.09 旬おかさと 通常総会 24名 親会

H29.07.28 古河市商工会総和事務所 役員会 13名 親会

H29.12.12 古河市商工会総和事務所 役員会 13名 親会

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H29.10.26 古河市商工会三和事務所 経営研修会（他団体との共催） 26名 親会

H29.11.15 古河商工会議所 税務研修会（他団体との共催） 20名 親会

３．その他

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H30.01.25 當り矢本店 新年賀詞交歓会 ３３名 親会

2、研修会の開催

平成29年度事業報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1、会議の開催
総和地区会

 【青年部会】

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H29.04.28 古河市商工会総和事務所 監査会 4名 青年部会

H29.04.28 古河市商工会総和事務所 役員会 4名 青年部会

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

3．その他

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

Ｈ29.11.9～11.10 高知県民文化ホール 第３１回「法人会全国青年の集い」高知大会 ３名 青年部会

H30.02.09 旬おかさと 新年会 ６名 青年部会

総和地区会
1、会議の開催

2、研修会の開催
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総和地区会事業
 【親会】

 【青年部会】
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１、会議の開催

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� 古河市商工会総和事務所 �女性部会監査会�� 6名

��������� 古河市商工会総和事務所

女性部会役員会
・総会開催日程について
・総会提出議案の審議について
・総会当日の役割について

10名

��������� 旬　おかさと

通常総会
・平成28年度事業報告及び収支決算承認について
・平成29年度事業計画（案）及び収支予算(案）議決について
・任期満了に伴う役員改選について

14名

��������� 古河市商工会総和事務所
女性部会役員会
・平成29年度具体的事業計画について
・役員の役割分担について

12名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（視察研修会） 6名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（新年会） 4名

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告並びに決算報告の審議(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)議決の審議
・役員改選の件
・その他
＜第二部＞懇親会

2名

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

1名

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　駅頭ポケットティッシュ配付 2名

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル（昼食）・三浦フィッシャリーナ・ウォーフうらり（見学）・
　横須賀軍港めぐり（見学）

2名

��������� 上辺見小学校 租税教室 1名

��������� 下大野小学校 租税教室 2名

��������� 埼玉県秩父方面 長瀞ライン下り（親鼻橋～岩田畳）・長生館(昼食）・宝登山神社（参拝・散策） 16名

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　三和地区女性部会共催 17名

��������� 旬　おかさと 新年会（三和地区女性部会共催） 12名

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会　・第２回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹　氏
テーマ：　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
1．29年度活動経過報告について
2．第32回総会開催要領について

3名

２、研修会の開催

平成29年度女性部事業報告書

（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H29.04.27 古河市商工会総和事務所 監査会 6名 親会

H29.04.27 古河市商工会総和事務所 役員会 12名 親会

H29.06.09 旬おかさと 通常総会 24名 親会

H29.07.28 古河市商工会総和事務所 役員会 13名 親会

H29.12.12 古河市商工会総和事務所 役員会 13名 親会

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H29.10.26 古河市商工会三和事務所 経営研修会（他団体との共催） 26名 親会

H29.11.15 古河商工会議所 税務研修会（他団体との共催） 20名 親会

３．その他

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H30.01.25 當り矢本店 新年賀詞交歓会 ３３名 親会

2、研修会の開催

平成29年度事業報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1、会議の開催
総和地区会

 【青年部会】

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

H29.04.28 古河市商工会総和事務所 監査会 4名 青年部会

H29.04.28 古河市商工会総和事務所 役員会 4名 青年部会

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

3．その他

開催日 開催場所 内容 参加人員 開催主体

Ｈ29.11.9～11.10 高知県民文化ホール 第３１回「法人会全国青年の集い」高知大会 ３名 青年部会

H30.02.09 旬おかさと 新年会 ６名 青年部会

総和地区会
1、会議の開催

2、研修会の開催

－ 35 －
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 【女性部会】１、会議の開催

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� 古河市商工会総和事務所 �女性部会監査会�� 6名

��������� 古河市商工会総和事務所

女性部会役員会
・総会開催日程について
・総会提出議案の審議について
・総会当日の役割について

10名

��������� 旬　おかさと

通常総会
・平成28年度事業報告及び収支決算承認について
・平成29年度事業計画（案）及び収支予算(案）議決について
・任期満了に伴う役員改選について

14名

��������� 古河市商工会総和事務所
女性部会役員会
・平成29年度具体的事業計画について
・役員の役割分担について

12名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（視察研修会） 6名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（新年会） 4名

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告並びに決算報告の審議(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)議決の審議
・役員改選の件
・その他
＜第二部＞懇親会

2名

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

1名

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　駅頭ポケットティッシュ配付 2名

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル（昼食）・三浦フィッシャリーナ・ウォーフうらり（見学）・
　横須賀軍港めぐり（見学）

2名

��������� 上辺見小学校 租税教室 1名

��������� 下大野小学校 租税教室 2名

��������� 埼玉県秩父方面 長瀞ライン下り（親鼻橋～岩田畳）・長生館(昼食）・宝登山神社（参拝・散策） 16名

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　三和地区女性部会共催 17名

��������� 旬　おかさと 新年会（三和地区女性部会共催） 12名

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会　・第２回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹　氏
テーマ：　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
1．29年度活動経過報告について
2．第32回総会開催要領について

3名

２、研修会の開催

平成29年度女性部事業報告書

（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他



１、会議の開催

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� 古河市商工会総和事務所 �女性部会監査会�� 6名

��������� 古河市商工会総和事務所

女性部会役員会
・総会開催日程について
・総会提出議案の審議について
・総会当日の役割について

10名

��������� 旬　おかさと

通常総会
・平成28年度事業報告及び収支決算承認について
・平成29年度事業計画（案）及び収支予算(案）議決について
・任期満了に伴う役員改選について

14名

��������� 古河市商工会総和事務所
女性部会役員会
・平成29年度具体的事業計画について
・役員の役割分担について

12名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（視察研修会） 6名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（新年会） 4名

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告並びに決算報告の審議(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)議決の審議
・役員改選の件
・その他
＜第二部＞懇親会

2名

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

1名

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　駅頭ポケットティッシュ配付 2名

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル（昼食）・三浦フィッシャリーナ・ウォーフうらり（見学）・
　横須賀軍港めぐり（見学）

2名

��������� 上辺見小学校 租税教室 1名

��������� 下大野小学校 租税教室 2名

��������� 埼玉県秩父方面 長瀞ライン下り（親鼻橋～岩田畳）・長生館(昼食）・宝登山神社（参拝・散策） 16名

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　三和地区女性部会共催 17名

��������� 旬　おかさと 新年会（三和地区女性部会共催） 12名

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会　・第２回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹　氏
テーマ：　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
1．29年度活動経過報告について
2．第32回総会開催要領について

3名

２、研修会の開催

平成29年度女性部事業報告書

（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他

１、会議の開催

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 平成28年度業務会計監査 5名

��������� 古河市商工会三和事務所
第1回役員会
１．第32回通常総会の開催について
２．その他

8名

��������� 中田屋

第32回通常総会
１．平成28年事業報告の承認について
２．平成28年度収支決算の承認について
３．平成29年度事業計画（案）の承認について
４．平成29年度収支予算（案）の承認について
５．任期満了に伴う役員改選について

32名

��������� 古河市商工会三和事務所
第2回役員会
１．今後の事業検討について
２．法人会三和地区会への加入勧奨について

11名

��������� 古河市商工会三和事務所
第3回役員会
１．今後の事業検討について
２．法人会三和地区会への加入勧奨について

9名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 消費税軽減税率対応対策セミナー 26名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� むらさきはなな 新年会 39名

平成29年度三和地区会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

２、研修会の開催

３、その他

１、会議の開催

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 青年部会平成28年度業務会計監査 6名

��������� 古河市商工会三和事務所
青年部会第1回役員会
１．事業報告会（32回通常総会）開催について
２．その他

9名

��������� むらさきはなな

第32回通常総会
１．平成28年事業報告の承認について
２．平成28年度収支決算の承認について
３．青年部会規約の一部改正について
４．平成29年度事業計画（案）の承認について
５．平成29年度収支予算（案）の承認について
６．任期満了に伴う役員改選について

10名

��������� 古河市商工会三和事務所

青年部会第2回役員会
１．視察研修旅行について
２．「8月10日道の日」清掃活動実施について
３．第31回法人会全国青年の集い「高知大会」への対応について
４．青年部税務研修会について
５．その他

5名

��������� 想々

青年部会第1回正副部会長会議
１．視察研修旅行について
２．平成28年度卒業生送別会の開催について
３．その他

4名

��������� 白木屋

青年部会第3回役員会
１．部員新年会の開催について
２．今後の事業企画・検討について
３．その他

9名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

Ｈ29.11.  9
�������

東京方面 一泊視察研修旅行「国会議事堂見学・浅草散策」 7名

��������� 白木屋 役員忘年会 9名

��������� 並木会館 新年会 6名

平成29年度青年部会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他

－ 36 －
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 【女性部会】



１、会議の開催

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� 古河市商工会総和事務所 �女性部会監査会�� 6名

��������� 古河市商工会総和事務所

女性部会役員会
・総会開催日程について
・総会提出議案の審議について
・総会当日の役割について

10名

��������� 旬　おかさと

通常総会
・平成28年度事業報告及び収支決算承認について
・平成29年度事業計画（案）及び収支予算(案）議決について
・任期満了に伴う役員改選について

14名

��������� 古河市商工会総和事務所
女性部会役員会
・平成29年度具体的事業計画について
・役員の役割分担について

12名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（視察研修会） 6名

��������� 古河市商工会総和事務所 担当者会議（新年会） 4名

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

開催年月日 場　　所 内　　　容 参加人員

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告並びに決算報告の審議(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)議決の審議
・役員改選の件
・その他
＜第二部＞懇親会

2名

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

1名

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　駅頭ポケットティッシュ配付 2名

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル（昼食）・三浦フィッシャリーナ・ウォーフうらり（見学）・
　横須賀軍港めぐり（見学）

2名

��������� 上辺見小学校 租税教室 1名

��������� 下大野小学校 租税教室 2名

��������� 埼玉県秩父方面 長瀞ライン下り（親鼻橋～岩田畳）・長生館(昼食）・宝登山神社（参拝・散策） 16名

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　三和地区女性部会共催 17名

��������� 旬　おかさと 新年会（三和地区女性部会共催） 12名

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会　・第２回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹　氏
テーマ：　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
1．29年度活動経過報告について
2．第32回総会開催要領について

3名

２、研修会の開催

平成29年度女性部事業報告書

（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他

１、会議の開催

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 平成28年度業務会計監査 5名

��������� 古河市商工会三和事務所
第1回役員会
１．第32回通常総会の開催について
２．その他

8名

��������� 中田屋

第32回通常総会
１．平成28年事業報告の承認について
２．平成28年度収支決算の承認について
３．平成29年度事業計画（案）の承認について
４．平成29年度収支予算（案）の承認について
５．任期満了に伴う役員改選について

32名

��������� 古河市商工会三和事務所
第2回役員会
１．今後の事業検討について
２．法人会三和地区会への加入勧奨について

11名

��������� 古河市商工会三和事務所
第3回役員会
１．今後の事業検討について
２．法人会三和地区会への加入勧奨について

9名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 消費税軽減税率対応対策セミナー 26名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� むらさきはなな 新年会 39名

平成29年度三和地区会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

２、研修会の開催

３、その他

１、会議の開催

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 青年部会平成28年度業務会計監査 6名

��������� 古河市商工会三和事務所
青年部会第1回役員会
１．事業報告会（32回通常総会）開催について
２．その他

9名

��������� むらさきはなな

第32回通常総会
１．平成28年事業報告の承認について
２．平成28年度収支決算の承認について
３．青年部会規約の一部改正について
４．平成29年度事業計画（案）の承認について
５．平成29年度収支予算（案）の承認について
６．任期満了に伴う役員改選について

10名

��������� 古河市商工会三和事務所

青年部会第2回役員会
１．視察研修旅行について
２．「8月10日道の日」清掃活動実施について
３．第31回法人会全国青年の集い「高知大会」への対応について
４．青年部税務研修会について
５．その他

5名

��������� 想々

青年部会第1回正副部会長会議
１．視察研修旅行について
２．平成28年度卒業生送別会の開催について
３．その他

4名

��������� 白木屋

青年部会第3回役員会
１．部員新年会の開催について
２．今後の事業企画・検討について
３．その他

9名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

Ｈ29.11.  9
�������

東京方面 一泊視察研修旅行「国会議事堂見学・浅草散策」 7名

��������� 白木屋 役員忘年会 9名

��������� 並木会館 新年会 6名

平成29年度青年部会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他
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地区会 14

 【青年部会】



１、会議

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数 地区会 項目

��������� 古河市商工会三和事務所 女性部会平成28年度業務会計監査 6名 女性部 会議

��������� 古河市商工会三和事務所
女性部会第1回役員会
・平成28年度事業報告･収支決算報告
・平成29年度事業計画について

11名 女性部 会議

��������� 古河市商工会三和事務所
女性部会第2回役員会
・一泊研修旅行について
・情報交換会(暑気払い)について
・今後の事業計画について
　

7名 女性部 会議

��������� 静の里　三和店
女性部会第3回役員会
・観劇会について
・新年会について

11名 女性部 会議

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数 地区会 項目

��������� 中田屋 女性部会「情報交歓会」「暑気払い」 13名 女性部 研修以外

Ｈ29.09.11
�������

福島県　穴原温泉
女性部会「一泊研修旅行」
　福島県　穴原温泉　「吉川屋」

14名 女性部 研修以外

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　　総和地区女性部会共催 17名 女性部 研修以外

��������� 旬　おかさと 新年会（総和地区女性部会共催） 7名 女性部 研修以外

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数 地区会 項目

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告、並びに収支決算承認の件(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)、並びに収支予算(案)承認の件
・役員改選の件
＜第二部＞懇親会

靍見女性部会長
水越副部会長
木村副部会長
大橋公社監事
事務局　福島

社団女性部 会議

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

木村女性部会長
大橋公社監事
事務局　福島

社団女性部 会議

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　　駅頭ポケットティッシュ配付

木村女性部会長
水越副部会長
増田副部会長
事務局　福島

社団女性部 会議

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル(昼食)・三浦フィッシャりーナ・ウォーフうらり
　(見学)・横須賀軍港めぐり(見学)

木村女性部会長
水越副部会長
増田副部会長
大橋公社監事
靍見幹事
岩本幹事
倉本幹事
事務局　福島

社団女性部 研修

��������� 駒込小学校 租税教室 木村副部会長 社団女性部 研修

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会・第2回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹氏
　テーマ　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
　1.29年度活動経過報告について
　2.第32回総会開催要領について

木村女性部会長
水越副部会長
増田副部会長
事務局　福島

社団女性部 会議

２、研修事業等

平成29年度女性部会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、関係団体会議、事業への参加

１、会議の開催

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 青年部会平成28年度業務会計監査 6名

��������� 古河市商工会三和事務所
青年部会第1回役員会
１．事業報告会（32回通常総会）開催について
２．その他

9名

��������� むらさきはなな

第32回通常総会
１．平成28年事業報告の承認について
２．平成28年度収支決算の承認について
３．青年部会規約の一部改正について
４．平成29年度事業計画（案）の承認について
５．平成29年度収支予算（案）の承認について
６．任期満了に伴う役員改選について

10名

��������� 古河市商工会三和事務所

青年部会第2回役員会
１．視察研修旅行について
２．「8月10日道の日」清掃活動実施について
３．第31回法人会全国青年の集い「高知大会」への対応について
４．青年部税務研修会について
５．その他

5名

��������� 想々

青年部会第1回正副部会長会議
１．視察研修旅行について
２．平成28年度卒業生送別会の開催について
３．その他

4名

��������� 白木屋

青年部会第3回役員会
１．部員新年会の開催について
２．今後の事業企画・検討について
３．その他

9名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

Ｈ29.11.  9
�������

東京方面 一泊視察研修旅行「国会議事堂見学・浅草散策」 7名

��������� 白木屋 役員忘年会 9名

��������� 並木会館 新年会 6名

平成29年度青年部会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他  
 

1. 会議の開催 
開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29. 5.29 一ふじ 監事会 
1.平成 28年度事業及び会計監査  4名 

H29 . 
5.29 一ふじ 

役員会 
1.平成28年度事業報告及び収支決算について 
2.平成29年度事業計画及び収支予算について 
3.任期満了に伴う役員改選につて 

 13名 

H29. 6.14 一ふじ 

第 32回通常総会 
1.平成28年度事業報告及び収支決算の承認に
ついて 

2.平成29年度事業計画及び収支予算の決定に 
ついて 

3.任期満了に伴う役員改選につて 

 18名 

 
 

2．研修会の開催 
開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29. 6.14 一ふじ 

税務研修会 
テーマ：「平成 31年度消費税改正について」 

 講 師：古河税務署法人課税第一部門 
     統括国税調査官 芦髙勘二 氏 

18名 

H29. 11.16 和 
福利厚生制度説明会 
テーマ：「経営者保険のトレンド」 
講 師： 大同生命保険㈱ 福田主任 

18名 

 
3．事 業 

開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29.11. 5 五霞町中央公
民館 五霞ふれあい祭り模擬店出店 10名 

H29.12.6 笑福 忘年会 14名 

H30. 1.12 一ふじ 商工会並びに関係団体会長・副会長等賀詞交

歓会 2名 

 
 
 
 
 

五霞地区会 
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 【女性部会】



１、会議

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数 地区会 項目

��������� 古河市商工会三和事務所 女性部会平成28年度業務会計監査 6名 女性部 会議

��������� 古河市商工会三和事務所
女性部会第1回役員会
・平成28年度事業報告･収支決算報告
・平成29年度事業計画について

11名 女性部 会議

��������� 古河市商工会三和事務所
女性部会第2回役員会
・一泊研修旅行について
・情報交換会(暑気払い)について
・今後の事業計画について
　

7名 女性部 会議

��������� 静の里　三和店
女性部会第3回役員会
・観劇会について
・新年会について

11名 女性部 会議

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数 地区会 項目

��������� 中田屋 女性部会「情報交歓会」「暑気払い」 13名 女性部 研修以外

Ｈ29.09.11
�������

福島県　穴原温泉
女性部会「一泊研修旅行」
　福島県　穴原温泉　「吉川屋」

14名 女性部 研修以外

��������� 三越劇場 観劇会（新春新派公演）　　総和地区女性部会共催 17名 女性部 研修以外

��������� 旬　おかさと 新年会（総和地区女性部会共催） 7名 女性部 研修以外

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数 地区会 項目

��������� ホテル山水

(公社)古河法人会女性部第31回通常総会
＜第一部＞通常総会
・平成28年度事業報告、並びに収支決算承認の件(監査報告)
・平成29年度事業計画(案)、並びに収支予算(案)承認の件
・役員改選の件
＜第二部＞懇親会

靍見女性部会長
水越副部会長
木村副部会長
大橋公社監事
事務局　福島

社団女性部 会議

��������� 古河商工会議所
(公社)古河法人会女性部会　第1回正副部会長会議
・平成29年度年間事業予定について
・その他

木村女性部会長
大橋公社監事
事務局　福島

社団女性部 会議

��������� 古河駅前 いちごプロジェクト　　駅頭ポケットティッシュ配付

木村女性部会長
水越副部会長
増田副部会長
事務局　福島

社団女性部 会議

��������� 横須賀・三浦・城ヶ島方面
(公社)古河法人会女性部会視察研修
　城ヶ島京急ホテル(昼食)・三浦フィッシャりーナ・ウォーフうらり
　(見学)・横須賀軍港めぐり(見学)

木村女性部会長
水越副部会長
増田副部会長
大橋公社監事
靍見幹事
岩本幹事
倉本幹事
事務局　福島

社団女性部 研修

��������� 駒込小学校 租税教室 木村副部会長 社団女性部 研修

��������� 古河商工会議所

(公社)古河法人会女性部会講演会・第2回正副部会長会議
講演会　　講師　古河税務署　署長　深井　秀樹氏
　テーマ　「人生100年の時代を生きる」

正副部会長会議
　1.29年度活動経過報告について
　2.第32回総会開催要領について

木村女性部会長
水越副部会長
増田副部会長
事務局　福島

社団女性部 会議

２、研修事業等

平成29年度女性部会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、関係団体会議、事業への参加

１、会議の開催

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

��������� 古河市商工会三和事務所 青年部会平成28年度業務会計監査 6名

��������� 古河市商工会三和事務所
青年部会第1回役員会
１．事業報告会（32回通常総会）開催について
２．その他

9名

��������� むらさきはなな

第32回通常総会
１．平成28年事業報告の承認について
２．平成28年度収支決算の承認について
３．青年部会規約の一部改正について
４．平成29年度事業計画（案）の承認について
５．平成29年度収支予算（案）の承認について
６．任期満了に伴う役員改選について

10名

��������� 古河市商工会三和事務所

青年部会第2回役員会
１．視察研修旅行について
２．「8月10日道の日」清掃活動実施について
３．第31回法人会全国青年の集い「高知大会」への対応について
４．青年部税務研修会について
５．その他

5名

��������� 想々

青年部会第1回正副部会長会議
１．視察研修旅行について
２．平成28年度卒業生送別会の開催について
３．その他

4名

��������� 白木屋

青年部会第3回役員会
１．部員新年会の開催について
２．今後の事業企画・検討について
３．その他

9名

開催年月日 場　　所 会議の内容 出席人数

Ｈ29.11.  9
�������

東京方面 一泊視察研修旅行「国会議事堂見学・浅草散策」 7名

��������� 白木屋 役員忘年会 9名

��������� 並木会館 新年会 6名

平成29年度青年部会事業報告書
（平成29年4月1日～平成��年3月31日）

３、その他  
 

1. 会議の開催 
開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29. 5.29 一ふじ 監事会 
1.平成 28年度事業及び会計監査  4名 

H29 . 
5.29 一ふじ 

役員会 
1.平成28年度事業報告及び収支決算について 
2.平成29年度事業計画及び収支予算について 
3.任期満了に伴う役員改選につて 

 13名 

H29. 6.14 一ふじ 

第 32回通常総会 
1.平成28年度事業報告及び収支決算の承認に
ついて 

2.平成29年度事業計画及び収支予算の決定に 
ついて 

3.任期満了に伴う役員改選につて 

 18名 

 
 

2．研修会の開催 
開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29. 6.14 一ふじ 

税務研修会 
テーマ：「平成 31年度消費税改正について」 

 講 師：古河税務署法人課税第一部門 
     統括国税調査官 芦髙勘二 氏 

18名 

H29. 11.16 和 
福利厚生制度説明会 
テーマ：「経営者保険のトレンド」 
講 師： 大同生命保険㈱ 福田主任 

18名 

 
3．事 業 

開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29.11. 5 五霞町中央公
民館 五霞ふれあい祭り模擬店出店 10名 

H29.12.6 笑福 忘年会 14名 

H30. 1.12 一ふじ 商工会並びに関係団体会長・副会長等賀詞交

歓会 2名 

 
 
 
 
 

五霞地区会 
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五霞地区会事業
 【親会】



 
 
 

1. 会議の開催 
開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29. 9. 22 五霞町商工会 

全体会議 
1.第31回法人会全国青年の集い高知大会につ
いて 

2.五霞ふれあい祭りについて 

6名 

 
2．事 業 

開催年月日 開催場所 内 容 出席者数 

H29. 5.13 ともしび 送別会 10名 

H29.11. 5 五霞町中央
公民館 五霞ふれあい祭り模擬店出店 6名 

 
 

五霞地区会 青年部会 

貸　借　対　照　表

　　　　　　　　　〃　　　　　　<地区会> 1,650,000 1,750,000 △ 100,000

議案第2号　平成29年度収支決算報告承認に関する件

平成30年 3月31日現在
（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ　資産の部
  １．流動資産

1,350,021
          現金預金 7,365,196 6,015,175 1,350,021

  ２．固定資産
        流動資産合計 7,365,196 6,015,175

          基本財産引当資産 8,000,000 8,000,000 0
          周年事業引当資産 2,000,000 2,000,000 0

    (1) 特定資産

    (2) その他固定資産

          パソコン購入引当資産 300,000 300,000 0

        特定資産合計 16,080,000 △ 40,00016,120,000
          研修会引当資産<地区会> 900,000 1,200,000 △ 300,000

3,230,000 2,870,000 360,000　　　  　退職給付引当資産

        資産合計 23,602,009 22,300,081 1,301,928
Ⅱ　負債の部

          車輌運搬具 1 1 0
          什器備品 6,844 14,937 △ 8,093
          電話加入権 149,968 149,968 0
        その他固定資産合計 156,813 164,906 △ 8,093
        固定資産合計 16,236,813 16,284,906 △ 48,093

　　　　退職給付引当金 3,230,000 2,870,000 360,000
　　　固定負債合計 3,230,000 2,870,000 360,000

  １．流動負債

        流動負債合計 38,500 37,520 980
　2. 固定負債

          預り金 38,500 37,520 980

       (5,000,000)      ( 0)
  ２．一般正味財産 15,333,509 14,392,561

　　　負債合計 3,268,500 2,907,520 360,980

     ( 0)  ( 0)

940,948

        （うち基本財産への充当額） (0)

Ⅲ　正味財産の部

注1)予算・決算資料は、全て6地区会を含む社団全体の計数です。

(3,000,000)        (3,000,000)        (0)

  １．指定正味財産 5,000,000 5,000,000 0

        負債及び正味財産合計 23,602,009 22,300,081 1,301,928

        （うち基本財産への充当額）
        （うち特定資産への充当額） (4,850,000)      ( 5,250,000)        (△400,000)
        正味財産合計 20,333,509 19,392,561 940,948

        （うち特定資産への充当額） (5,000,000)

－ 40 －
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