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（１）理事会承認事項報告

実施計画に基づき実施された主要な事業について次のとおり報告致します。

  　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 公益社団法人本庄法人会

  　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    会 長   八     木     茂     幸

概    況

回　数

やさしい決算書の読み方 3

自主点検チェックシート研修 1

自社株評価の研修会 2

年末調整説明会 1

決算期別説明会 6

税制改正セミナー 1

新設法人説明会 1

その他税務研修等 5

社会貢献事業「爆笑会」 1

社会貢献研修等の事業 3

租税教室等の事業 8

45

77

１．組織の強化について

9

区　分 事　　業　　名

平成29年度事業報告書

自　平成 ２９ 年 ４ 月 　１ 日

至　平成 ３０ 年 ３ 月 ３１ 日

平成２９年５月３０日開催の前期定時総会において承認を得ました事業活動方針並びに事業

234

新規

24

240

139

1,166

603

3,251

委員会・部会等

65

33

510

継続

継続

新規・継続

　平成２９年度の本庄法人会は、５月３０日に第５回定時総会を開催しました。そして
公益法人として、公開講演会・地域社会貢献運動（林家木久扇・木久蔵爆笑会）・公開
演奏会（森本志歩マリンバコンサート）・研修会など一般の方にもご参加いただける事
業を実施しました。また、青年部会の小学校やイベントでの租税教室・女性部会の税の
絵はがきコンクールを開催しました。
　日本経済は大企業を中心に経営環境が改善され、東京オリンピック誘致で東京一極で
の回復基調が高まり、地方との格差が明確になるなかで、アメリカ経済・政治に特にト
ランプ政権での発言で世界経済が翻弄された１年で、地方経済と雇用の担い手である中
小企業にとっては、賃金の上昇と人材の確保が課題となった。このような中、本庄法人
会は会員企業・社会貢献で役に立てる活動をして行きます。

参加者数

190

38

新規・継続

合　　　計

新規

新規

継続

継続

継続

継続
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477 社 485 社 5 名 490 社

135 129 5 134

136 136 0 136

75 72 1 73

59 60 0 60

882 882 11 893

2．研修活動について

３．広報活動について

４．厚生関係について

５．税制について

６．地域社会貢献運動

　当会の広報誌「ほうじんナウ」の内容につきましてもより公益にあった魅力ある会報作りを目指
し、紙面をカラー印刷として税務当局の情報と広報委員による事業、委員会活動、部会活動な
どを積極的に盛り込んだ紙面の構成、また、会員に必要な情報を提供する記事の充実を図り広
報編集会議を開催、年３回発行（８５号、８６号、８７号）送付するとともに、一般の方にも見ていた
だけるようにHPに掲載・各機関窓口に置いていただきました。また、全法連発行の｢ほうじん｣機
関紙を年４回全会員に無料配布及び、「２９年度税制改正のあらまし速報版」を配布致しました。

　厚生委員会中心となり、会員の福利厚生の充実と会の財政基盤の確立に資するため、会員及
び役員各位のご理解とご協力により「ふやそう２万社ＧＯＧＯキャンペーン」で役員の企業の新規
加入・役員紹介・新規企業・青年部会・女性部会の５部門を県内１番で達成、また、役員加入率
も新規に３７社のご加入をいただき、理事５０名の目標に対して加入率７０％を超えることができま
した。
この成果は、大同生命保険株式会社、ＡＩＧ保険会社、アメリカンファミリー生命保険会社の推進
委員と本庄法人会厚生委員の帯同による普及促進によるものです。

児　玉

支部名
３０年３月末

合　計

２９年３月末

神　川

美　里

個人会員 合　計

上　里

法人会員

　平成３０年度税制改正に関する提言書を、全会員にご協力いただき税制委員会で取りまとめ、
県法連税制委員会で集約検討して、全法連に提出し、税制改正要望全国大会に於いて、平成
３０年度税制改正に関する提言書が採択された。これに基づいて全法連では国会、各官庁に対
する要望活動、本庄法人会でも、１１月７日に、正副会長、事務局で提言書を持参し、一市三町
を訪問し、市長、町長、議長、に直接手渡し説明し要望活動を行った。

本　庄

会員の加入状況

　本年も組織委員を中心に関係諸団体各位のご協力により、加入勧奨を実施した結果、廃業や
法人の解散等が多いなか武蔵野銀行、埼玉りそな銀行、埼玉信用組合等の金融団における加
入勧奨、また、役員等の紹介で１６年ぶり会員数を増加させることができ、埼玉県内でも１５法人
会で唯一の増加でした。平成３０年度も、皆さんのご協力により、ひきつづき、会員数９００社を目
指して1件でも多くの加入勧奨を実施します。

　法人会活動の中心である研修活動については、税務当局のご指導協力で「決算期別説明
会」、「新設法人説明会｣、「税制改正セミナー」、また研修委員会の企画で新たに３回シリーズの
「やさしい決算書の読み方｣を開催、「自主点検チェックシート研修」は税務署法人課税部門松
本統括国税調査官と本庄法人会八木会長のパネルディスカッションで決算での添付の必要性
を説き、自主点検チェックシートの内容は税理会本庄支部の高橋税理士が説明、青年部会は２
回シリーズで垂統塾塾長の斎藤安正氏を講師に招き「自社株評価の研修会」を継続的に開催
するなどして、参加においても新たな会員の掘り起こしとなり、更に一般の方にも参加いただき
開催いたしました。
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７．租税教室活動

　青年部会会員による出張租税教室（租税教育用紙芝居と税金クイズ）を管内の商工祭、本庄
市楽市で開催し２３１名の参加があり、また、美里町立松久小学校、本庄市立本庄西小学校、本
庄市立中央小学校の３校を訪問して、６年生を対象に租税教室を実施し１８１名が参加しまし
た。
　女性部会による「第２回税に関する絵はがきコンクール」を開催し、管内の１２小学校から４２９
作品が集まり、１１月１８日土曜日に旧本庄商業銀行煉瓦倉庫で表彰式を開催、当日は「私たち
の故郷、本庄・児玉煉瓦倉庫の時代」をテーマに繭の産業と共に発展してきた地域について公

　林家木久扇・木久蔵爆笑会を平成２９年１０月２５日（水）本庄市民文化会館にて、児玉郡市の
老人クラブ連合会会員、介護福祉施設入所者及び会員家族（一般）及び関係者などを無料招
待して開催しました。当日は、税についてのPRも行いました。
　１，１６６人の参加で、午後１時３０分に開演となり、主催者挨拶、来賓の紹介と挨拶を頂き、会
場内は終始爆笑がたえず好評を博し、地域社会貢献運動が大きな成果をあげています。
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研修関係

（１）研修会開催状況

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 講　　　師　　　等 出席者数

29.05.22 ４・５月決算期別研修会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 4

29.05.30 定時総会公開講演会 埼玉グランドホテル本庄 講師 97
テーマ：みるみるファンが増えていく！「接客×笑い」の法則 　ｸﾚｰﾑ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　谷　厚志氏 （13）

29.06.21 やさしい決算書の読み方研修会 本庄商工会議所 関東信越税理士会本庄支部 65
    松本純一 税理士 （2）

29.06.27 職場のマナー研修会 本庄商工会議所 カラボレーション研修インストラクター 13
　　鳥 沢 久 美 子 氏

29.06.29 税制改正説明会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 24（2）

29.07.27 ６・７月決算期別研修会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 19（2）

29.08.24 やさしい決算書の読み方研修会 埼玉グランドホテル本庄 関東信越税理士会本庄支部 71
    松本純一 税理士 （3）

29.09.14 ８・９月決算期別研修会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 5

29.09.19 やさしい決算書の読み方研修会 埼玉グランドホテル本庄 関東信越税理士会本庄支部 54
    松本純一 税理士 （1）

29.11.08 自主点検チェックシート研修会 埼玉グランドホテル本庄 関東信越税理士会本庄支部 38
    高橋幸一 税理士 （1）

29.11.14 １０・１１月決算期別研修会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 6

29.11.22 年末調整説明会 本庄市民文化会館 本庄税務署担当官 240

29.11.28 新設法人説明会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 (9)

29.12.05 平成29年度一般公開事業（演奏会）埼玉グランドホテル本庄 森本志歩マリンバコンサート 60(26)

30.01.18 １２・１月決算期別研修会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 12

30.03.19 ２・３月決算期別研修会 本庄商工会議所 本庄税務署法人課税上席調査官 19

（２）支部の研修会・事業

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 講　　　師　　　等 出席者数

　《本庄支部》

29.10.18 29年度まちの駅ﾈｯﾄﾜｰｸ本庄研修会後援本庄駅ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ まちとひと感動のデザイン研究所 18(13)

「地域の宝」を掘り起こせ！ 　　代表　藤田　とし子　氏

～ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞMAPから始める、本庄の魅力発信～

29.12.07 本庄税務署長講演会及び 本庄商工会議所 　本庄税務署長　 14(4)

消費税軽減税率制度説明会共催 　　　丸山　稔　氏

29.12.04 第３８回本庄経営スクール共催 本庄商工会議所 　　　杉村　太蔵　氏 146

「バカは活きる」～爆笑！プライドを捨てた男の人生訓～ (37)

　《児玉支部》

29.05.09 公開税務研修会 児玉町 『桜　別邸』 　本庄税務署上席国税調査官　 23

「税制改正について」 　　　佐藤　徳治　氏
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開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 講　　　師　　　等 出席者数

　《上里支部》

29.11.05 ２０１７かみさとふれあいまつり 堤遊水池運動公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 町民へ法人会のＰＲ 306

(税に関する広報活動) （300）

30.02.18 法人会・商工会・青申会合同研修会ホテル木暮（伊香保） 上里町副町長　高野　正道　氏 41(21)

「上里町の現状について」

　《神川支部》

30.02.16 研修会　 埼玉国際ゴルフ倶楽部 浅見グリーンサービス 27(7)

テーマ 「小規模企業振興基本法について」 　　　浅見　裕彦　氏

　　
　《美里支部》

30.01.29 法人会・商工会合同視察研修会 千葉県 道の駅風和里しばやま並びに 20

道の駅水の郷さわら

諸会議関係

（１）定時総会

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.05.30 第５回定時総会 埼玉グランドホテル本庄 定時総会議案審議 69

（2）正副会長会議・常任理事会・理事会・監査会・委員会・他

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.04.04 副会長会議 本庄商工会議所内三舟 役員選任について 7

29.04.05 広報委員会 本庄商工会議所 ほうじんナウ第８５号編集会議 12

29.04.18 総務委員会 本庄商工会議所 28年度事業報告並びに収支決算報告 10

29.04.19 監査会 法人会事務局 平成２８年度監査 6

29.04.24 研修会打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 研修事業開催について 7

29.05.01 委員長会議 本庄商工会議所 委員会編成について 13

29.05.12 正副会長会議・常任理事会 埼玉グランドホテル本庄 28年度事業報告並びに収支決算報告 13

29.05.12 理事会 埼玉グランドホテル本庄 28年度事業報告並びに収支決算報告 34

29.05.17 広報委員会 本庄商工会議所 ほうじんナウ第８５号編集会議 8

公益事業について 絵はがきコンクール・チェックシート
　　　税務署との打合せ会議 　　　　　　　　　　　　　活用について

29.05.22 研修委員会 かつ久 決算書の見方研修会について 11（1）

29.05.30 臨時理事会 埼玉グランドホテル本庄 代表理事・業務執行理事の選定について 37

29.06.06 税制委員会 本庄商工会議所 税制改正ｱﾝｹｰﾄ調査について 10

29.06.20 合同委員会会議 埼玉グランドホテル本庄 委員会・部会事業について 43

29.06.27 職場のマナー研修会打合せ会議 本庄商工会議所 職場のマナー研修会の準備と打合せ 3

29.06.29 税制改正説明会打合せ会議 本庄商工会議所 税制改正説明会の準備と打合せ 2

29.07.12 総務委員会 本庄商工会議所 地域社会貢献運動について 12

29.07.14 地域社会貢献運動後援依頼 本庄市役所 落語爆笑会後援について 1

29.05.18 本庄税務署 5
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開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.07.18 地域社会貢献運動後援依頼 上里町役場 落語爆笑会後援について 1

29.07.18 地域社会貢献運動後援依頼 神川町役場 落語爆笑会後援について 1

29.07.18 地域社会貢献運動後援依頼 美里町役場 落語爆笑会後援について 1

29.07.20 落語爆笑会招待者打合せ 本庄市役所 老人クラブの名簿について 1

29.07.20 落語爆笑会招待者打合せ 美里町社会福祉協議会 老人クラブの名簿について 1

やさしい決算書の読み方・
絵はがきｺﾝｸｰﾙ・研修事業について

29.07.21 落語爆笑会招待者打合せ 上里町役場 老人クラブの名簿について 1

29.07.24 落語爆笑会招待者打合せ 神川町役場 老人クラブの名簿について 1

29.07.24 研修委員会 ふじ井 やさしい決算書の読み方研修会について 12（1）

29.08.01 広報委員会 本庄商工会議所 ほうじんナウ第８６号編集会議 12

29.08.09 厚生委員会 埼玉グランドホテル本庄 ２年２万社純増運動について 9

29.08.10 組織委員会 本庄商工会議所 加入勧奨について 12

本庄市・上里町
神川町・美里町

29.08.29 落語爆笑会招待者打合せ 上里町役場 老人クラブ入場券配布依頼 1

自主点検チェックシート研修会
　　　　について打合せ

29.09.04 広報委員会 本庄商工会議所 ほうじんナウ第８６号編集会議 12

29.09.05 研修委員会 本庄商工会議所内三舟 やさしい決算書の読み方研修会について 14（3）

29.09.08 落語爆笑会舞台打合せ会議 本庄市民文化会館 舞台設営について 1

29.09.08 落語爆笑会招待者打合せ 神川町役場 老人クラブ入場券配布依頼 1

29.09.08 落語爆笑会招待者打合せ 美里町社会福祉協議会 老人クラブ入場券配布依頼 1

29.09.11 落語爆笑会駐車場打合せ ㈱東庄 落語爆笑会の駐車場整理について 1

29.09.12 総務委員会 本庄商工会議所 地域社会貢献運動について 12

29.09.25 落語爆笑会駐車場打合せ 埼玉県本庄県土整備事務所 落語爆笑会の駐車場について 1

29.09.27 正副会長会議・常任理事会 埼玉グランドホテル本庄 地域社会貢献運動について 15

29.09.27 理事会 埼玉グランドホテル本庄 地域社会貢献運動について 42

29.09.27 福利厚生制度推進連絡協議会 埼玉グランドホテル本庄 福利厚生制度推進状況について 56

29.09.27 支部事務局会議 本庄商工会議所 会員拡大について 4

29.10.03 三者懇談会打合せ会議 本庄税務署 三者懇談会について 2

29.10.16 落語爆笑会駐車場打合せ ㈱東庄 落語爆笑会の駐車場整理について 1

29.10.18 組織委員会 本庄商工会議所 加入勧奨について 9

29.10.24 三者懇談会 本庄商工会議所 税務署・税理士会・法人会役員懇談会 19

29.10.24 落語爆笑会駐車場打合せ 本庄総合病院 落語爆笑会の駐車場について 1

29.10.25 落語爆笑会打合せ会議 本庄市民文化会館 落語爆笑会役割等の確認 59

29.10.26 研修委員会 本庄商工会議所 自主点検ﾁｪｯｸｼｰﾄ研修会について 11

本庄市・上里町
神川町・美里町

29.11.09 支部事務局会議 本庄商工会議所 会員加入勧奨について 6

29.11.10 厚生委員会 埼玉グランドホテル本庄 スタートダッシュキャンペーンについて 9

29.11.07 税制改正要望活動 税制改正に関する提言書を提出 8

29.08.31

5

税制改正要望活動日程会議 税制改正要望活動日程調整 129.08.22

本庄税務署 研修会について 2

29.07.21 本庄税務署訪問 本庄税務署
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開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.11.27 広報委員会 本庄商工会議所 ほうじんナウ第８７号の編集会議 14

29.12.01 組織委員会 本庄商工会議所 加入勧奨について 9

29.12.05 各支部理事・監事交流研修会 埼玉グランドホテル本庄 理事・監事の交流と研修会 45

29.12.20 広報委員会 割烹　小菊 ほうじんナウ第８７号の編集会議 11

30.01.30 総務委員会 本庄商工会議所 平成３０年総会について 11

30.02.05 組織委員会 ｶﾙﾂｫｰﾆ・ｴ・ｶﾐｰﾁｬ 新年会・加入勧奨について 9

30.02.07 研修委員会 味どうらく長 平成３０年度研修事業について 8

30.02.28 支部事務局会議 本庄商工会議所 会員加入勧奨実績報告 4

30.03.01 厚生委員会 久留美鮨 ２年２万社純増運動について 13

30.03.06 総務委員会 本庄商工会議所 30年度事業計画（案）収支予算（案）について 12

30.03.07 埼玉りそな銀行支店長との打合せ 本庄商工会議所内三舟 研修会について 4

30.03.14 正副会長会議・常任理事会 埼玉グランドホテル本庄 30年度事業計画（案）収支予算（案）について 15

30.03.14 理事会 埼玉グランドホテル本庄 30年度事業計画（案）収支予算（案）について 46

30.03.27 税制委員会 こい家 税制改正ｱﾝｹｰﾄ調査について 5

30.03.28 三者懇談会 埼玉グランドホテル本庄 税務署・税理士会・法人会役員懇談会 19

（3）支部会議他

《本庄支部》

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

216
（166）

《児玉支部》

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.05.09 事業報告会並びに懇親会 児玉町 『桜　別邸』 事業報告会議案審議 24（1）

30.01.12 新年賀詞交歓会 児玉町 『桜　別邸』 賀詞交歓会 29（4）

《上里支部》

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.05.22 事業打合せ会議 上里町商工会館 かみさとふれあいまつり参加について 12

29.06.22 事業報告会 割烹　小菊 事業報告会議案審議 32（8）

29.10.05 事業打合せ会議 上里町商工会館 かみさとふれあいまつり参加について 6

30.03.12 事業打合せ会議 上里町商工会館 かみさとさくらまつり参加について 6

《神川支部》

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.04.20 事業報告会 埼玉国際ゴルフ倶楽部 事業報告会議案審議 20（6）

30.01.19 賀詞交歓会 かんなの湯 賀詞交歓会 54(40)

《美里支部》

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.04.20 事業打合せ会議 美里町商工会 事業報告会について 10

29.05.26 事業報告会 古郡「斉藤商店」 事業報告会議案審議 19

29.12.19 事業打合せ会議 美里町商工会 合同研修会について 11

30.01.05 平成３０年新春賀詞交歓会 埼玉グランドホテル本庄 賀詞交歓会
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（４）関係機関等の会議

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.04.18 県法連総務委員会 浦和ロイヤルパインズホテル ２８年度事業報告並びに収支決算報告 1

29.04.28 県法連事務局長会議 ウエスタ川越 ２８年度事業報告及び２９年度事業計画 1

29.05.16 県法連正副会長会議 ラフレさいたま 第１３回理事会上程議案について 1

29.05.16 県法連理事会 ラフレさいたま ２８年度事業報告並びに収支決算報告 2

29.06.01 県法連第４回定時総会 パレスホテル大宮 講演：私の信条「自由と公平」
講師： （株）しまむら 7
　　　  相談役　藤原秀次郎 氏

29.06.07 関東信越税理士会本庄支部 埼玉グランドホテル本庄 定期総会議案審議 1
　　　　　　　　　　　　定期総会

29.06.08 県法連税制委員会 ラフレさいたま 税制改正に関するｱﾝｹｰﾄ調査の集計結果 1

29.06.29 県法連
　　ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞＣＭ検討会議

29.07.14 県法連正副会長会議 ラフレさいたま 単位会の現況について 1

29.07.14 県法連新旧理事歓送迎会 ラフレさいたま 懇親会 2

29.07.19 全法連事業研修委員会 全法連会館 平成29年度事業計画について 1

29.07.26 県法連研修委員会 ブリランテ武蔵野 ２８年度の研修活動実績について 2

29.07.27 県法連厚生委員会 ラフレさいたま ２９年度の厚生事業の推進について 1

29.07.27 県法連２年２万社純増運動ｷｯｸｵﾌ会議 ラフレさいたま ２年２万社純増運動について 2

29.08.04 平成29年度租税教育ｾﾐﾅｰ さいたま新都心合同庁舎 第5回租税教育に関するｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ 1

29.08.23 全法連新任事務局長ｾﾐﾅｰ 全法連会館 法人会の現状と当面の課題 1

29.08.23 関信越法人会連絡協議会 ラフレさいたま ２８年度事業報告並びに 1
     平成2９年度通常役員総会 　　収支決算報告の承認について

29.08.23 関信越法人会連絡協議会 講演「税務行政の現在・過去・未来」
　　　　　　　　　　　　　講演会 関東信越国税局長　刀禰俊哉氏

29.08.29 県法連事務局長会議 大宮ソニックシティ 会員増強運動について 1

29.09.07 県法連組織委員会 ブリランテ武蔵野 会員数調査結果２９年６月末現在 1

29.09.11 県法連税理士会埼玉県支部連合会パレスホテル大宮 両会の相互協力について 1
　　　　　　　　　　　　　との協議会

29.09.15 県法連広報委員会 ラフレさいたま 委嘱状の交付と副委員長の互選 1

29.09.26 県法連税制委員会 ラフレさいたま 31年度税制改正ｱﾝｹｰﾄ調査の実施 1

29.10.25 調査課所管法人税務研修会 大宮ソニックシティ小ホール 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」 6（5）

に関する確認表の活用について

29.10.26 ２９年度「税を考える週間打合せ会議」 本庄商工会議所 週間中の各種行事等について 1

29.10.26 本庄市児玉郡税務団体協議会 本庄商工会議所 28年度事業報告及び 1
　　　　　　　　　　　　通常総会 　　　　　　　　　　収支決算報告

29.10.30 県法連事務局長会議 大宮ソニックシティ 会員増強運動について 1

ラフレさいたま 1

ラフレさいたま  J:COMにおけるCMの制作に関する件 1
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開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.11.15 「平成２９年度納税表彰式」 本庄商工会議所 表彰式 1

29.12.04 管内事務局担当者研修会 ブリランテ武蔵野 租税教室の現状について 1

29.12.22 県法連事務局職員研修会 ヤマキ醸造（株） 老舗醤油蔵での醤油搾り体験 3

30.01.23 県法連理事会 ラフレさいたま 平成３１年税制改正アンケートの 2

　　　　　　　　　　　 実施について

30.01.23 県法連国税局幹部との協議会 ラフレさいたま 自主点検ﾁｪｯｸｼｰﾄの普及・定着について 3

30.01.23 県法連新春懇親会 ラフレさいたま 懇親会 3

30.01.29 県法連事務局長会議 大宮ソニックシティ 会員増強運動（９～１２月）の結果について 1

30.02.06 全法連事業研修委員会 全法連会館 29年度の事業研修に関する活動報告 1

30.02.08 県法連厚生委員会 奥湯河原「山翠楼」 ふやそう２万社GOGOｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進状況 1

30.02.14 全法連「平成30年税制セミナー」 ハイアットリージェンシー東京 平成３０年度税制改正について 1

　講師　財務省主税局審議官

30.02.20 県法連研修委員会 ブリランテ武蔵野 平成２９年度活動状況について 2

30.02.22 県法連公開講演会 大宮ソニックシティ小ホール 演題 ～本気になれば地域は変わる～ 12
　　　　リーダーの条件

講師　 池田　純　氏

30.02.27 県法連広報委員会 浦和ワシントンホテル 29年度広報活動と30年度事業計画（案） 1

30.03.02 全法連事務局セミナー ハイアットリージェンシー東京 法人会の役割とこれから 1

30.03.06 県法連組織委員会 浦和ワシントンホテル 会員数調査結果（2９年12月末現在） 1

30.03.09 県法連総務委員会 ブリランテ武蔵野 30年度事業計画（案）及び収支予算（案） 1

30.03.15 県法連理事会 ラフレさいたま 30年度事業計画（案）及び収支予算（案） 2
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青年部会関係

（１）研修会

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 講　　　師　　　等 出席者数

29.09.14 四法人会合同研修会及び交流会 ホテル美やま 講師：　(株)ベンチャーウイスキー 5
テーマ：「秩父醸造所のウイスキー作りについて」 　　　　　　　吉川由美　氏

29.11.03 租税教室 JA美里支店駐車場 鬼太郎たちと税について考えよう 50
（美里町商工祭にて） 　　紙芝居「カッパのいたずら」 （47）

29.11.05 租税教室 堤調整池運動公園 鬼太郎たちと税について考えよう 90
（かみさとふれあいまつりにて） 　　　　　　　　　グランド 　　紙芝居「カッパのいたずら」 （87）

29.11.24 第１回事業承継研修会 埼玉グランドホテル本庄 講師：　齋藤戦略会計事務所代表 18
ﾃｰﾏ：「自社株評価の手法と株価引下げ対策の考え方」 　　　　　税理士　齋藤安正 氏

29.11.26 租税教室 本庄市役所駐車場 鬼太郎たちと税について考えよう 91
（本庄商業祭楽市にて） 　　紙芝居「カッパのいたずら」 （65）

29.12.13 第２回事業承継研修会 埼玉グランドホテル本庄 講師：　齋藤戦略会計事務所代表 15
ﾃｰﾏ：「自社株移転の実例紹介と税務上のポイント」 　　　　　税理士　齋藤安正 氏

30.01.25 租税教室 美里町立松久小学校 講師：(公社)本庄法人会 19
　　　　　副会長　滝澤博史 氏 （17）

30.02.09 租税教室 本庄市立中央小学校 講師：(公社)本庄法人会青年部会 98
　　　　　理事　高橋亮人 氏 （96）

30.03.02 租税教室 本庄市立本庄西小学校 講師：(公社)本庄法人会青年部会 64
　　　　　副部会長　清水　洋　氏 （63）

（２）諸会議

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.04.24 事業報告会 埼玉グランドホテル本庄 事業報告会議案審議 26

29.05.22 事業打合せ会議 本庄商工会議所 事業承継セミナーについて 7

29.06.26 事業打合せ会議 本庄商工会議所 事業承継セミナーについて 7

29.07.24 事業打合せ会議 本庄商工会議所 租税教室について 9

29.08.24 事業打合せ会議 てんぐ茶屋 県連青連協設立30周年記念式典について 10

29.09.05 事業承継セミナー打合せ会議 本庄商工会議所内三舟 自社株評価研修会について 6(1)

29.09.22 租税教室打合せ会議 ㈱ティー・エス 租税教室について 8

29.10.12 事業打合せ会議 本庄商工会議所 租税教室について 6

29.11.14 事業打合せ会議 本庄商工会議所 事業承継セミナーについて 6

30.02.20 事業打合せ会議 本庄商工会議所 県法連ゴルフコンペについて 7

30.03.19 事業打合せ会議 本庄商工会議所 事業承継セミナーについて 8

（３）その他の活動

開催日　　　　　　　　　　　　　　事　　　業　　　項　　　目 会　　　　　　　場 出席者数

29.04.17 本庄商工会議所青年部通常総会 埼玉グランドホテル本庄 1

29.04.19 県法連青連協親睦ゴルフコンペ 高根カントリー倶楽部 4

29.06..21 県法連青年部会連絡協議会理事会 ラフレさいたま 1

29.06.21 青連協設立３０周年第２回実行委員会 ラフレさいたま 1

29.09.20 県法連青年部会連絡協議会正副会長会議 ブリランテ武蔵野 1

29.09.22 ゴルフコンペ 岡部チサンカントリークラブ 14

29.09.22 親睦会 ㈱ティー・エス 16

29.10.18 青連協設立３０周年記念式典・記念講演会 浦和ロイヤルパインズホテル 10

29.12.04 租税教室講師研修会 本庄税務署会議室 4

29.12.14 県法連青年部会連絡協議会正副会長会議 ラフレさいたま 1

30.01.17 新年会 てんぐ茶屋 19
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女性部会関係

（１）研修会

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 講　　　師　　　等 出席者数

29.07.06 本庄税務署長との懇談会 本庄税務署会議室 本庄税務署長 11
　『もっと身近な税務署に』 　熊 﨑 美 杉　氏

29.08.21 公開健康教室 埼玉グランドホテル本庄 JF健康スポーツ研究所 17
『新聞エクササイズとウオーキング』 　　所長　田邊　潤　先生 （3）

29.09.25 公開健康教室 埼玉グランドホテル本庄 JF健康スポーツ研究所 19
『新聞エクササイズとウオーキング』 　　所長　田邊　潤　先生 （5）

29.11.14 北部ﾌﾞﾛｯｸ四法人会租税教室 行田市教育文化センター 親子で楽しむ「税」とさきたま古墳公園 22(18)

29.11.18 公開講演会 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 NPO産業観光学習館 77
ﾃｰﾏ：私たちの故郷 本庄・児玉「煉瓦倉庫の時代」 　　専務理事　佐滝剛弘　氏 （70）

29.11.29 日帰り研修会並びに租税教室 高尾山・うかい亭 高尾山散策・江戸東京たてもの園見学 13
車中にて（タックスフントとけんたくん）を配布し税についての研修

29.12.28 フラワーアレンジメント講習会 本庄商工会議所 いづみフラワー　　宮脇いづみ 氏 16

30.03.16 四法人会合同研修会及び交流会 ベルヴィ・アイトピア 行田税務署長 8
テーマ：「女性の社会進出」 　　　堰楽昌樹　様

（２）諸会議

開催日 事　　業　　項　　目 会　　　　場 摘　　　　　　　要 出席者数

29.05.09 事業打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 事業報告会について 9

29.05.24 事業報告会 埼玉グランドホテル本庄 事業報告会議案審議 27

29.06.07 事業打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 絵はがきコンクールについて 6

29.07.21 事業打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 絵はがきコンクールについて 7

29.09.08 事業打合せ会議 本庄商工会議所 絵はがきコンクールについて 7

29.10.05 事業打合せ会議 本庄商工会議所 四法人会合同研修会（租税教室）について 6

29.11.13 事業打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 絵はがきコンクール表彰式について 9

30.01.15 事業打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 絵はがきコンクール報告 7

30.02.21 事業打合せ会議 埼玉グランドホテル本庄 四法人会合同研修会について 9

30.03.16 事業打合せ会議 四法人会合同研修会往路車中 税務署長との懇談会について 8

（３）その他の活動

開催日　　　　　　　　　　　　　　事　　　業　　　項　　　目 会　　　　　　　場 出席者数

29.04.06 絵はがきコンクール（教育委員会訪問） 本庄・上里・神川・美里教育委員会 1

29.04.07 全国女性フォーラム（鹿児島大会） 城山観光ホテル 3

29.04.20 絵はがきコンクール後援依頼 上里・神川 1

29.04.21 絵はがきコンクール後援依頼 本庄・美里 1

29.06.08 絵はがきコンクール表彰式(講演会)講師依頼 サンデン 2

29.06.13 県法連女性部会連絡協議会理事会 ラフレさいたま 2

29.06.21 本庄市長訪問（絵はがきコンクールについて打合せ） 本庄市役所 2

29.06.30 教育委員会打合せ（絵はがきコンクールについて） 上里町教育委員会 5

29.07.03 教育委員会打合せ（絵はがきコンクールについて） 美里町・神川町教育委員会 6

29.07.06 教育委員会打合せ（絵はがきコンクールについて） 本庄市教育委員会 3

29.07.19 絵はがきコンクール後援依頼 埼玉県本庄県税事務所 1

29.08.01 北部ﾌﾞﾛｯｸ四法人会事業検討会 ベルヴィ・アイトピア 2

29.09.01 絵はがきコンクール作品応募締切・作品回収（9/1～9/4） 管内小学校24校 429

29.09.08 絵はがきコンクール事前審査会 本庄商工会議所 9

29.10.05 絵はがきコンクール審査会 本庄商工会議所 21

29.11.18 絵はがきコンクール表彰式 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 77（70）

29.11.24 局連女性部会合同セミナー ブリランテ武蔵野 2

29.12.06 絵はがきコンクール作品展示（12/6～12/15） 本庄市役所

29.12.15 県法連女性部会連絡協議会正副会長会議 ラフレさいたま 1

30.02.16 絵はがきコンクール作品展示（2/16～3/15） 本庄税務署
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