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女性部会報35号

一般社団法人　成田法人会

諸　岡　陽　子女性部会長

創立45周年を迎えて

　吹く風も夏めき新緑若葉に映えるこの季節に、成田法人会女性部会の創立45周年という記
念すべき年を部会員の皆様と共に迎えることが出来ましたことは、このうえもない慶びでご
ざいます。
　これもひとえに、諸先輩のご苦労と部会員皆様のご尽力は勿論のことですが、成田税務署
をはじめ関係団体の方々の熱心なご指導と、本部役員皆様のご理解とご支援で、女性部会を
育てて頂いたからこそと存じます。ご指導、ご支援を賜りました皆々様に心より感謝申し上
げます。
　成田法人会女性部会は、昭和51年６月に松戸法人会に次いで千葉県下２番目に創立されて
以来、荒井綾子部会長、諸岡しづ子部会長、吉田とく部会長、井野口綾子部会長、網仲純子
部会長を中心に役員・部会員のたゆまぬ努力と深い絆で、今日の盤石な組織を築いていただ
きました。
　部会事業として、税務研修会や新緑一泊研修、海外研修等を重ねるなか、署長との意見交
換会や観劇研修会が定着し、平成26年度からは小学生への租税教育事業として「税に関する
絵はがきコンクール」を始めました。そして多くの生徒さんに応募頂き、租税教室で学んだ
ことを絵はがきに表現することで、「税の大切さ」や「税の果たす役割」をより一層理解して
頂く機会となっております。
　しかし昨年来の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う２度の緊急事態宣言が千葉県にも
発出されたことから、令和２年度の「税に関する絵はがきコンクール」はやむなく中止せざ
るを得なくなりました。また多くの部会事業や千葉県法人会連合会女性部会連絡協議会、全
国法人会総連合主催の「法人会全国女性フォーラム」といった行事も中止となりましたが、
新たな取組みとして、小学校の租税教室に女性部会員が講師となって参加しました。また
観劇研修会も成田に劇団前進座さんをお招きし、感染予防対策を図るなか、朗読劇「平次女
難」を楽しみました。
　令和３年度もまだまだ予断を許さない環境にありますが、女性部会は、研修会、親睦交流
等を通して自己研鑽を積み、相互理解を深めると共に、本部の各種事業にも積極的に参加し、
法人会活動の充実と活性化に貢献して参ります。そして今後の女性部会も、諸先輩が実施さ
れてきた事業活動の継承をしっかりと掲げつつ、新事業の充実にも力を注ぎ、時代と共に多
様化する法人会活動の担い手としての自覚を胸に、更なる発展を目指して部会員の皆様と共
に、確かな歩みを続けて参る所存でございます。
　最後になりましたが、今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう御願い申し上げま
すと共に、関係各位の益々のご多幸とご発展をお祈り致しまして挨拶とさせて頂きます。

１　45周年記念誌の発刊にあたって１　45周年記念誌の発刊にあたって
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女性部会報35号

一般社団法人　成田法人会

林　　 康　 博会　長

女性部会創立45周年をお祝いして

　女性部会の皆様におかれましては、この度創立45周年をお迎えになるにあたり、心より
お祝い申し上げます。
　私ども成田法人会は、一昨年度に社団化45周年を迎えました。女性部会の皆様にも多数参
加頂き、記念式典及び祝賀会が盛会に挙行できましたことに厚く御礼申し上げます。そして
女性部会の創立45年の輝かしい歩みに対し、心から祝意を申し上げますとともに、法人会事
業全体の発展にご協力頂いていることに敬意を表するところでございます。
　女性部会は昭和51年６月に婦人部会として創立され、平成6年に現在の女性部会に改称さ
れました。部会長には、初代の荒井綾子氏から諸岡しづ子氏、吉田とく氏、井野口綾子氏、
網仲純子氏、そして現在の諸岡陽子氏と、見識も高く非常にリーダーシップのある方々が就
かれ、女性部会を大きく飛躍させてまいりました。
　部会事業では、女性部会員の皆様がご尽力されている「小学生への租税教室」や「税に関
する絵はがきコンクール」といった租税教育事業は、法人会の税知識の啓蒙活動に多大な貢
献を頂いております。また観劇研修会や税務署長との意見交換会等を通じて、部会員の皆様
の教養や見識、税知識等を一層深めるとともに、女性経営者同士の親睦を図っていく機会を
積極的に広めていくなど、実りある部会事業を実施頂いております。
　また、本部の理事や各委員に多くの女性部会の方が就いて活動頂いており、総会や賀詞交
歓会、地域社会貢献活動や税の普及・啓発活動、各種研修会、支部行事にも多くの方がご参
加頂いております。
　こうした今日までの長年にわたる輝かしい事業の数々は、ひとえに部会長をはじめ役員の
皆様及び歴代の関係者各位のお骨折りと部会員の方々の深いご理解によるご協力の賜物と存
じ、心から敬意を表する次第でございます。
　成田法人会が今後発展を続けていくうえで、女性部会の皆様のご協力とご支援が一層重要
なものとなってまいります。引き続き更なるお力添えをお願い致しますとともに、女性部会
の益々のご活躍を期待申し上げます。
　結びにあたりまして、女性部会の今後益々のご隆盛と、部会員の皆様のご健勝並びに企業
のご繁栄を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

２　お祝いのことば２　お祝いのことば
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女性部会報35号

成田税務署

大久保　昇　一署　長

お祝いのことば

　一般社団法人成田法人会女性部会の皆様、創立45周年を迎えられましたことを心よりお祝
い申し上げます。
　成田法人会女性部会は、昭和51年６月に千葉県内で２番目に創立された大変伝統のある部
会であり、諸岡部会長をはじめ歴代の部会長・役員並びに部会員の皆様方の献身的なご尽力
により、「税に関する絵はがきコンクール」の開催など租税教育の推進に大きな功績を果た
してこられました。本年度におきましても、コロナ禍の厳しい状況の中、新規事業として佐
倉市の小学校における租税教室の講師を務めて頂き、学校側からも高い評価をいただいたと
お聞きしております。
　こうした租税教育は、次代を担う児童・生徒等が、民主主義の根幹である租税の意義や役
割を正しく理解し、社会の構成員として、社会や国の在り方を主体的に考えるという自覚を
育てることに繋がるものであり、これまでの素晴らしい功績に対しまして、心から深く敬意
を表する次第でございます。
　今後とも、部会員の皆様方が、この女性部会の良き伝統を受け継ぎ、諸岡部会長を中心に
会員相互の親睦を図るとともに、地域社会に根ざした活発な部会活動を行っていただくこと
で、女性部会がさらに飛躍されますことをご期待申し上げます。
　ところで、税務行政を取り巻く環境は、経済活動のＩＣＴ化やグローバル化の進展に加え
て、今般の新型コロナウィルス感染症への対応などにより、急速に変化しています。国税当
局といたしましては、自宅からのスマートフォンやパソコンなどを活用したｅ－Ｔａｘの利
用の推進など、引き続き納税者の皆様の利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。
また、このような状況の中で、私どもの与えられた使命であります「適正・公平な課税と徴
収」を実現するため、将来の経済社会の在り方を十分に見据えながら、不断に業務改革を推
進し、様々な課題に取り組んでまいりたいと考えています。
　女性部会の皆様におかれましては、今後とも、税のよき理解者、よき協力者として、より
一層のご支援とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、一般社団法人成田法人会女性部会の益々のご発展と、役員及び部会
員の皆様方のご健勝並びにご事業のご繁栄を心から祈念いたしまして、お祝いのことばとさ
せていただきます。
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女性部会報35号

一般社団法人　千葉県法人会連合会

花　島　恭　一会　長

女性部会創立45周年をお祝いして

　　一般社団法人成田法人会女性部会におかれましては、このたび創立45周年をお迎えにな
り、誠にめでたく衷心よりお祝い申し上げます。
　貴女性部会は、昭和51年６月に発足され、以後45年の歴史を積み重ね今日の発展を見るに
至りました。ここに至るまでは、成田税務署ご当局のご指導をはじめ、親会である法人会の
歴代役員の皆様方の深いご理解とご指導、また設立以来の女性部会役員及び会員の皆様の多
大なるご尽力と協力体制の賜であると、心から敬意を表するとともに、感謝申し上げます。
　これからの日本を女性が積極的に担っていくことが期待されている社会状況におきまして、
女性部会は会員企業の女性経営者や幹部の自己啓発の場であるとともに、多様化する法人会
活動の担い手として大変大きな役割を有しております。
 　貴女性部会におかれましては、各種研修会や親睦交流等を通じて、女性部会員の資質向上
を図るとともに、法人会の行う事業活動に積極的に参画し、知識社会貢献活動や税の啓発活
動など、法人会活動の充実と活性化におおいに貢献していただき、大変ありがたく存じます。
現在我が国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、従来にも増して厳しい状
況に直面しており、一刻も早い回復を願うばかりであります。
　そうした中、私ども法人会といたしましては、厳しい経済環境に対処しながら、より一層
正しい税知識の普及や納税意識の高揚に努め、税のオピニオンリーダーとしての役割をしっ
かり果たして行かなければと考えております。
　どうか、女性ならではの優しさときめ細かさを併せ持った視点で、今まで以上に女性部会
活動はもちろんのこと親会の活動へもお力添えを賜わり、創立45周年を契機に、より一層発
展されますことを期待しております。
　最後に、貴女性部会の今後益々のご隆盛と、部会員皆様のご健勝並びに企業のご繁栄を心
からご祈念申し上げて、お祝いの言葉とさせて頂きます。



5

女性部会報35号

一般社団法人　千葉県法人会連合会
　　　　　　　女性部会連絡協議会

会　長 川　城　敬　子

女性部会創立45周年に寄せて

　一般社団法人成田法人会女性部会におかれましては、このたび創立45周年をお迎えする
こととなり、心よりお慶び申し上げます。
　貴女性部会は、松戸法人会の次に県内２番手として昭和51年６月の発足以来45年の長き
にわたり、初代の荒井部会長から現在の諸岡部会長まで、歴代の役員・部会員が一丸とな
り、女性ならではの視点から健全な納税者の団体として税知識の普及や納税意識の高揚を
図るための啓発活動に大いに貢献されましたことに対しまして深く敬意を表するところで
ございます。
　今や、女性部会は、会員増強、租税教育活動、社会貢献活動、国内・海外研修、意見交
換会、講演会等様々な事業を展開しており、中でも、租税教育活動の一環としての「税に
関する絵はがきコンクール」は、全国的な取組重視の高まりに伴い、その実績も年々増加
しており、法人会の一翼を担う一大組織として無くてはならない存在にまで発展しており
ます。
　こうした貴女性部会の事業活動の背景には、歴代の指導者に恵まれ、役員の方々の見
識・実行力・力量ともに優れ、その熱意は法人会はもとより、県内外の諸団体の模範に
なっているものと確信しておりますし、よき伝統を継承しつつ、今後もますます活発な活
動を展開されることを心からご期待申し上げるところでございます。
　令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、予定していた殆どの事業が中止
もしくは延期となりましたが、早くコロナ禍が収束し、平穏な日常生活を取り戻し、諸活
動に注力できる日が一日でも早く訪れることを切に願うばかりでございます。
　そして、私ども法人会を取り巻く環境は、会員数の減少等で厳しい状況が続いておりま
すが、女性部会の指針である「研修会、親睦交流等を通じて女性部会員の資質向上を図る
とともに、法人会の行う事業活動に積極的に参画し、法人会活動の充実と活性化に寄与す
る」旨の指針に沿い、一致団結してこの難局を乗り越えていく必要があるものと感じてお
ります。
　結びにあたりまして、一般社団法人成田法人会並びに成田法人会女性部会の更なるご発
展と会員、部会員皆様方のご事業のご繁栄とご健勝を心よりご祈念申し上げて、創立45周
年のお祝いのご挨拶とさせて頂きます。
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女性部会　顧問

創立45周年を迎えて

井野口　綾　子
一般社団法人　成田法人会

　青葉の薫りも爽やかな活気に満ちたこの季節に、成田法人会女性部会が輝かしい歴史を刻み
ながら創立45周年を迎えましたことに、心からお慶びを申し上げます。
　私は、昭和57年に法人会に加入して間もなく、当時の吉田志津北支部長にお勧めいただき支
部役員になりました。本部の賀詞交歓会や総会に参加するたびに、美しい和服姿の華やかな女
性部会の皆様を、眩しい思いで拝見していました。
　平成元年、吉田とく様にお誘いいただき、晴れて女性部会員（当時は婦人部会）になりまし
た。そして空席だった志津地区の幹事として、役員の末席に加えていただくことになりました。
　当初は諸岡しづ子部会長をはじめ、立派な先輩方ばかりで緊張しましたが、皆様の優しさの
中でとても居心地の良い場所となり伸び伸びと活動させていただき、感謝の思いで一杯です。
特に思い出に残るのは、赤木専務理事のご指名により賀詞交歓会などで日舞をご披露したのが
ご縁となり、女性部会でも一泊研修や総会等で踊らせていただいたことで、会員様との交流が
より深くなれたことが、この上もなく嬉しいことでした。
　しかし、かつて女性部会成田地区の皆さんが中心となって本部のイベント等で踊られていた
「成田法人会音頭」を復活するので、皆さんに指導して欲しいと赤木専務理事からレコードと
振付図をお預かりした時は驚きました。入会以前のことで全く知識が無かったので、必死で
覚えました。先輩方も記憶を思い起こして下さり数回の練習を経て、皆さんで賀詞交歓会を盛
り上げました。その後役員会で検討の上、淡いピンク色に焦げ茶の襟で上品な半纏も作製され、
活躍の場が広がりました。現在では夏休みお楽しみイベントなどで着用し、法人会活動のア
ピールの一助となっています。
　平成３年度に創立15周年記念事業として海外研修が実施され、世界情勢が不安定となり実施
を見合わせた平成25年まで、本部の海外研修とも合わせ、私の訪問国は23か国となりました。
様々な国の歴史や文化を知り、僅かな時間でしたが各国の人と触れ合えた事は、思い出ととも
に大きな心の財産となりました。すべての条件をクリアして再開の日が待たれます。
　平成25年、吉田とく部会長が退任され、第４代部会長を仰せつかりました。重責への不安も
役員の方々の温かいご協力で払拭され、念願だった「税に関する絵はがきコンクール」も実施
する事が出来ました。現在も小学生を対象に税の大切さを伝える租税教室を担当され大変喜ば
れています。
　昨年２月に日本国内でも発生し世界中を震撼させているコロナ禍は未だ収束せず、自粛を余
儀なくされて経済活動にも多大な影響を及ぼしています。そんな中、青年部との共催で劇団前
進座の俳優さんたちをホテルにお招きしての朗読劇は画期的な企画で、とても楽しく貴重な時
間でした。諸岡陽子部会長はじめ役員の皆様のご苦労と、関係各位様のご支援に感謝申し上げ
ます。そして女性部会の益々のご活躍と会員企業様のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。



初代　荒井綾子氏

第２代　諸岡しづ子氏

第３代　吉田とく氏

第４代　井野口綾子氏

第５代　網仲純子氏

第６代　諸岡陽子氏

【歴代の女性部会長】
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３　女性部会 45年間のあゆみ３　女性部会 45年間のあゆみ

（１）45年間の活動の概要
　昭和51年６月23日、新勝寺第一信徒会館において婦人部会創立式典
が成田税務署長、印旛支庁長、成田市長等のご来賓をお迎えして盛大に
開催され、荒井綾子さんが初代部会長に就かれました。また自衛隊高射
学校音楽隊のバンド演奏や歌手の鈴木三重子さんのショーも催され、県
下では松戸法人会に次いで２番目に創立された婦人部会としてたいへん
華やかな船出となりました。
　荒井綾子さんが14年間部会長に就かれた後、平成２年度からは諸岡
しづ子さんが第２代の部会長に21年間就かれました。平成23年度から
は吉田とくさんが第３代の部会長となり、平成25年度には井野口綾子
さんが第４代の部会長に就かれました。そして令和元年度に網仲純子さ
んが第５代の部会長となりましたが、10月に急逝され、諸岡陽子さん
が第６代の部会長に就かれました。
　また当初は「婦人部会」として創立されましたが、県法連に合わせ平
成６年度に現在の「女性部会」に改称されました。
　女性部会は創立以来多くの部会事業を活発に実施してきました。初年
度から部会事業として年２～３回行われた税務研修会は、平成12年度
まで25年間にわたって開催され、その後平成18年度より青年部会と合
同で「署長との意見交換会」として開催されています。
　そして昭和52年度から実施された新緑一泊研修は関東甲信越から東
北方面、東海地域などで平成21年度まで実施され、税務署の幹部の方
を講師に迎え、毎回多くの部会員が参加しました。平成３年度から平成
25年度まで実施された女性部会主催の海外研修にも多くの部会員が参
加し、アジアやオセアニア、ヨーロッパ、北米の諸国を訪れ見聞を広め
ました。
　創立25周年事業の一環として平成13年に劇団四季の「ライオンキン
グ」を鑑賞した観劇研修会は、平成22年度以降毎年実施され、帝国劇
場や歌舞伎座、明治座、東京宝塚劇場、新橋演舞場等、数々の劇場で公
演される名演の鑑賞を楽しみに多くの部会員が参加しています。
　また小学生への租税教育として、平成26年度から「税に関する絵は
がきコンクール」を実施し、多くの生徒さんに応募頂き、租税教室で学
んだことを絵はがきに表現することで、「税の大切さ」や「税の果たす
役割」をより一層理解して頂く機会となっています。令和２年度には、
小学校の租税教室で部会員が講師をとなって参加するなど、新たな租税
教育への取組みを行っています。
　女性部会員は、本部の常任理事や理事、委員に就き、本部行事にも積
極的に参加しています。また創立以来、千葉県法人会連合会女性部会連
絡協議会の事業への参加や、全国女性フォーラムへの参加、他法人会女
性部会への訪問や来訪など、対外的な活動も活発に行ってきています。
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（２）女性部会の創立から45年間の年表
年　度 役員体制 主な部会事業等 主な県法連・全法連事業への参加
昭　和
51年度

婦人部会創立
荒井綾子部会長就任 税務研修会 全法連婦人講座（熱海）

52年度 税務研修会 全法連婦人講座（湯河原、熱海）

53年度 新緑一泊研修（福島・山形）
税務研修会

全法連婦人講座（熱海、伊豆）

54年度 新緑一泊研修（会津）
税務研修会

全法連婦人講座（水上、伊東）

55年度 新緑一泊研修（箱根）
税務研修会

全法連婦人講座（伊香保）

56年度 新緑一泊研修（神戸）
税務研修会

全法連婦人講座（熱海、犬山）

57年度
税務研修会
海外研修（本部主催、バンコク）

県法連婦人部会研修会
全法連婦人講座（松本、熱海）
法人会全国大会（広島）

58年度
新緑一泊研修（佐渡）
税務研修会
海外研修（本部主催、シンガポール）

東京国税局管内役職員研修
全法連婦人講座（焼津、川奈）
法人会全国大会（仙台）

59年度
新緑一泊研修（伊勢）
税務研修会
海外研修（本部主催、韓国）

全法連婦人講座（京都）

60年度
観桜研修会（小林牧場）
新緑一泊研修（伊豆）
税務研修会
海外研修（本部主催、台湾）

東京国税局管内役職員研修（河口湖）
全法連婦人講座（東京、浜松）
法人会全国大会（宮崎）

61年度 創立10周年記念式典
新緑一泊研修（栃木・群馬）
税務研修会
海外研修（本部主催、カナダ）

県法連婦人部研修会（千葉市）
全法連婦人講座（長岡、神戸）
法人会全国大会（長野）

62年度 「婦人部会報」創刊
新緑一泊研修（南房総）
税務研修会
海外研修（本部主催、中国）

県法連婦人部会連絡協議会発足
全法連婦人講座（箱根）
法人会全国大会（高山）

63年度
新緑一泊研修（山梨、静岡）
税務研修会
海外研修（本部主催、オーストラリア）

県法連婦人部会運営研究会
全法連婦人講座（長崎、諏訪）
法人会全国大会（函館）

平　成
元年度

新緑一泊研修（茨城、栃木）
税務研修会
海外研修（本部主催、スペイン・フランス）

県法連婦人連協研修会（勝浦市）
全法連婦人講座（仙台、熱海）
法人会全国大会（岡山）

２年度 荒井綾子部会長退任
諸岡しづ子部会長就任

新緑一泊研修（箱根、防衛大）
税務研修会
海外研修（本部主催、スイス・イタリア）

県法連婦人連協講演会（千葉市）
全法連婦人講座（福山、浦安）
法人会全国大会（福岡）

３年度 創立15周年記念式典
観劇研修（芸術座「流れる」）
新緑一泊研修（浜名湖）
税務研修会
海外研修（創立15周年記念・マレーシア）

県法連婦人連協総会・講演会（千葉市）
全法連婦人講座（天竜）
法人会全国大会（金沢）

４年度
新緑一泊研修（宮城、岩手）
税務研修会
海外研修（本部主催、オランダ・ベルギー）

県法連婦人連協総会・講演会（千葉市）
全法連婦人講座（別府、札幌）
法人会全国大会（甲府）

５年度
新緑一泊研修（諏訪）
税務研修会
海外研修（中国）(本部・米国東部及び南部）

県法連女性部会運営研究会（千葉市）
全法連婦人講座（岡山）
法人会全国大会（沖縄）

６年度 婦人部会から女性部会
に改称

新緑一泊研修（京都）
税務研修会
海外研修（インドネシア）（本部・中国）

県法連女性部会運営研究会（千葉市）
全法連女性講座（飯坂温泉）
法人会全国大会（松山）

７年度
新緑一泊研修（新潟）
税務研修会
海外研修（オーストラリア）（本部・ニュージーランド）

県法連女性連協運営研究会（千葉市）
県法連女性部会研修会（大月）
法人会全国大会（島根）

８年度
新緑一泊研修（富士吉田）
税務研修会
海外研修（カナダ）（本部・北欧３ケ国）

県法連女性連協運営研究会（船橋市）
法人会全国大会（浜松）

９年度
新緑一泊研修（会津若松）
税務研修会
海外研修（米国西海岸）（本部・イギリス）

県法連女性部会運営研究会（銚子市）
県法連女性部会視察研修会（伊勢崎）
法人会全国大会（秋田）

10年度
新緑一泊研修（長野）
税務研修会
海外研修（南フランス）（本部・中欧）

県法連女性部会視察研究会（日光）
県法連女性部会研修会（千葉南法人会）
法人会全国大会（大分）
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年　度 役員体制 主な部会事業等 主な県法連・全法連事業への参加

11年度
新緑一泊研修（東伊豆、北川、小田原）
税務研修会
海外研修（ギリシャ）

県法連女性連絡協議会
法人会全国大会（札幌）

12年度
新緑一泊研修（焼津、静岡）
税務研修会
海外研修（オーストラリア）（本部・イタリア）

県法連女性連絡協議会
法人会全国大会（埼玉）

13年度 創立25周年記念式典
観劇研修（劇団四季「ライオンキング」）
成田優申会と合同研修会
海外研修（カンボジア・タイ）（本部・ロシア）

法人会全国大会（佐賀）

14年度 新緑一泊研修（いわき）
海外研修（オランダ・ベルギー）（本部・スペイン）

県法連女性連協研究会（千葉市）
法人会全国大会（富山）

15年度
新緑一泊研修（前橋、水上） 県法連青年・女性連協合同講演会

県法連女性連協観劇（東京芸術座）
県法連女性連協視察研修（南房総）

16年度
新緑一泊研修（浜松、浜名湖）
海外研修（ニュージーランド）（本部・北イタリア）

県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（成田他）
全法連創立50周年記念式典

17年度
秋季一泊研修（伊那路）
海外研修（本部と共催・北欧４ケ国）

県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（習志野他）
全法連税制改正要望全国大会（東京）

18年度 創立30周年記念式典 秋季一泊研修（会津）、道東研修
青年部会との合同講演会

県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（千葉市他）

19年度
秋季一泊研修（山梨、御殿場）
海外研修（本部と共催・中国広州、桂林他）
署長との意見交換会

県法連青年・女性連協合同講演会

20年度
新緑一泊研修（前橋、長瀞）
海外研修（本部と共催・ベトナム）
署長との意見交換会

第３回全国女性フォーラム東京大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（群馬）

21年度
新緑一泊研修（山形）
海外研修（本部と共催・トルコ）
署長との意見交換会

第４回全国女性フォーラム石川大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（山梨）

22年度
観劇研修「六月喜劇特別公演」新橋演舞場
海外研修（本部と共催・済州島）
署長との意見交換会

第５回全国女性フォーラム岡山大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（高崎）

23年度
創立35周年記念式典
諸岡しづ子部会長退任
吉田とく部会長就任

観劇研修｢風とともに去りぬ」帝国劇場
海外研修（本部と共催・シンガポール）
署長との意見交換会

第６回全国女性フォーラム
（東日本大震災のため中止）
県法連青年・女性連協合同講演会

24年度
観劇研修「ええから加減」日比谷シアター
海外研修（本部と共催・ドバイ）
署長との意見交換会

第７回全国女性フォーラム群馬大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（会津他）

25年度 吉田とく部会長退任
井野口綾子部会長就任

観劇研修「ベルサイユのばら」東京宝塚劇場
海外研修（本部と共催・カナダ東部）
署長との意見交換会

第８回全国女性フォーラム愛知大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研（浜松）

26年度
観劇研修「シスターアクト」帝国劇場
署長との意見交換会
第１回税に関する絵はがきコンクール

第９回全国女性フォーラム香川大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（箱根湯本）

27年度
観劇研修「台所太平記」明治座
署長との意見交換会
第２回税に関する絵はがきコンクール

第10回全国女性フォーラム福岡大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（群馬猿ヶ京）

28年度 創立40周年記念式典
観劇研修「アラジン」劇団四季
創立40周年記念視察研修（日光）
署長との意見交換会
第３回税に関する絵はがきコンクール

第11回全国女性フォーラム福島大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（西伊豆）

29年度
観劇研修「オペラ座の怪人」神奈川芸術劇場
署長との意見交換会
第４回税に関する絵はがきコンクール

第12回全国女性フォーラム鹿児島大
会県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協視察研修（日光）

30年度
観劇研修「妹背山女庭訓他」歌舞伎座
署長との意見交換会
第５回税に関る絵はがきコンクール

第13回全国女性フォーラム山梨大会
県法連青年・女性連協合同講演会県
法連女性連協視察研修（福島・茨城）

令　和
元年度

井野口綾子部会長退任
網仲純子部会長就任
　　　（10月ご逝去）
諸岡陽子部会長就任

観劇研修「オーシャンズ11」東京宝塚劇場
署長との意見交換会
第６回税に関する絵はがきコンクール

第14回全国女性フォーラム富山大会
県法連青年・女性連協合同講演会
県法連女性連協創立30周年記念式典

２年度
観劇研修「平次女難」劇団前進座
署長との意見交換会
小学生への租税教室講師（３校）

第15回全国女性フォーラム愛媛大会
（新型コロナウイルス感染拡大で中止）
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（３）年度ごとの主な活動内容
年度 主要行事、部会事業、主要研修会等 全法連・県法連事業等

昭和
51

①婦人部会創立
　〇記念式典及び祝賀会
　　６月23日新勝寺信徒会館において、県内２番目の婦人

部会として創立記念式典及び祝賀会を実施した。
　〇創立時の役員（敬称略）
　　部 会 長　荒井　綾子（四街道）
　　副部会長　木下きみ江（成　田）
　　幹　　事　諸岡しづ子（成　田）
　　幹　　事　高橋津以子（佐　倉）
　　幹　　事　宮田　治子（八　街）
　　幹　　事　井上　すみ（四街道）
　　幹　　事　伊藤　寿美（印　西）
　　幹　　事　荒木　文子（　栄　）
②税務研修会
　10、11月、講師：佐野署長

①全法連婦人講座
　10月、熱海、14名参加

52 ①税務研修会
　９、11月、講師：市川署長
②雪谷法人会、小山法人会の婦人部会が来会・意見交換

①全法連婦人講座
　４月、湯河原、10名参加
　10月、箱根、11名参加

53 ①新緑一泊研修
　６月、福島・山形、講師：市川署長、長田上席
②税務研修会
　11月、講師：早川署長
③成田法人会音頭及び振付を発表

①全法連婦人講座
　５月、熱海、12名参加
　10月、伊豆、22名参加

54 ①新緑一泊研修
　６月、会津、32名参加
　講師：早川署長、長田上席
②税務研修会
　11月、講師：島田署長
③神田法人会婦人部会48名来会
　２月、駿河屋、研修・意見交換会
④東京国税局管内役職員研修会で成田法人会音頭を披露し
大喝采。10月、成田ビューホテル

①全法連婦人講座
　４月、水上、24名参加
　10月、伊東、22名参加

55 ①新緑一泊研修
　６月、箱根、27名参加
②税務研修会
　11月、税務大学校研修、講師：那須前副署長
③茂原法人会勝浦婦人部会28名が来会。
　11月、旭信金成田支店、研修・意見交換

①全法連婦人講座
　９月、伊香保、28名参加

56 ①印旛、本埜支部で婦人部会結成（計47名）により部会員
合計148名に拡大。

②神田法人会婦人部会を訪問
　４月、４名参加、研修・意見交換
③新緑一泊研修
　６月、神戸ポートピア、43名参加
　講師：市川元署長、菅野指導官
④税務研修会
　11月、ＮＨＫ・サッポロビール工場等研修、44名参加
　講師：川上統括官、菅野指導官
⑤勝田法人会婦人部会来会
　11月、ニューヨネヤ、研修・意見交換

①全法連婦人講座
　５月、熱海、21名参加
　３月、犬山、20名参加
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57 ①税務研修会

　６月、日航ホテル、講師：篠原署長
　11月、成田税務署、講師：遠藤署長
②本部事業（海外研修）
　11月、バンコク、３名参加

①県法連婦人部会研修、３名参加
②全法連婦人講座
　10月、松本、21名参加
　３月、熱海、22名参加
③法人会全国大会
　７月、広島、５名参加

58 ①新緑一泊研修
　６月、佐渡、34名参加、講師；足立指導官
②税務研修会
　６月、プリンスホテル、53名参加
　講師：渕井副署長、石井統括官、藤原指導官
　11月、署及び日航ホテル、65名参加
　講師：川井署長、渕井副署長、石井統括官、藤原指導官
③茂原法人会婦人部会を訪問
　８月、勝浦三日月ホテル、意見交換・鯛釣り、30名参加
　講師：石井統括官、藤原指導官
④柏法人会婦人部会47名来会
　９月、ニューヨネヤ
⑤本部事業（海外研修）
　11月、シンガポール、４名参加

①東京国税局管内役職員研修
　10月
　ホテルニューツカモト、
　４名参加
②全法連婦人講座
　10月、焼津、21名参加
　３月、川奈、23名参加
③法人会全国大会
　７月、仙台
④県法連婦人部会運営協議会
　12月、千葉大同生命ビル、
　２名参加

59 ①新緑一泊研修
　６月、伊勢、38名参加
　講師：渕井副署長、石井統括官、足立指導官
②税務研修会
　11月、プリンスホテル
　講師：中島署長、渕井副署長
③佐野法人会婦人部会が来会（６月、36名）
④木更津法人会婦人部会が来会（10月、30名）
⑤大田原法人会婦人部会が来会（２月）
⑥本部事業（海外研修）
　10月、韓国、５名参加

①全法連婦人講座
　11月、京都、25名参加

60 ①観桜研修会
　４月、小林牧場、48名参加
　講師：渕井副署長、石井統括官等
②新緑一泊研修
　６月、伊豆、47名参加
　講師：石井統括官、藤原指導官
③税務研修会
　６月、藤倉屋、15名出席
　講師：中島署長、渕井副署長、石井統括官
　11月、ホリデイ・イン成田、72名参加
　講師：安藤署長、藤掛副署長等
④本部事業（海外研修）
　10月、台湾、５名参加

①東京国税局管内役職員研修
　10月、河口湖、３名参加
②全法連婦人講座
　10月、東京、27名参加
　３月、浜松、21名参加
③法人会全国大会
　10月、宮崎、６名参加

61 ①新緑一泊研修
　６月、栃木・群馬、56名参加
　講師：藤掛副署長、大林統括官、藤原指導官
②創立10周年記念式典
　４月、ホテリデイ・イン成田、76名参加
③税務研修会
　11月実施、成田プリンスホテル、66名参加
④他法人会の来会・意見交換
　４月、茂原法人会婦人部会、36名
　５月、宇都宮法人会婦人部会、４名
　10月、上田法人会婦人部会、28名
　３月、春日部法人会婦人部会、43名
⑤本部事業（海外研修）
　８月、カナダ、５名参加

①全法連婦人講座
　10月、長岡、20名参加
　３月、神戸、７名参加
②法人会全国大会
　10月、長野、８名参加
③県法連婦人部会研修会
　11月、県共済会館、１名参加
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62 ◎「婦人部会報」第１号の発行、４月
①新緑一泊研修
　６月、南房総、50名参加
　講師：藤掛副署長、園田統括官等
②税務研修会
　11月「税を知る週間」､成田ビューホテル､68名参加
　講師：小笠原署長、守屋副署長等
③本部事業（海外研修）
　11月、中国、５名参加
④市川法人会婦人部会34名来会
　４月、名取亭、研修・意見交換

①法人会全国大会
　７月、高山、８名参加
②全法連婦人講座
　10月、箱根、18名参加
③県法連婦人部会連絡協議会発足
　２月、県共済会館、２名参加

63 ①新緑一泊研修
　６月、山梨・静岡、66名参加
　講師：守屋副署長、大森統括官等
②税務研修会
　11月「税を知る週間」、東京都内、49名参加
　講師：中山署長（麹町）、榎本統括官
③麹町法人会婦人部会研修・意見交換
　11月、東京都内の研修に引き続き東条会館にて実施
④役員会（２回）
　６月、９月
⑤本部事業（海外研修）
　10月、オーストラリア、５名参加
⑥本部事業（社団化15周年記念）

①県法連婦人部会運営研究会
　３名参加
②全法連婦人講座
　４月、長崎、10名参加
　10月、諏訪、５名参加
③法人会全国大会
　７月、北海道（函館）８名参加

平成
元年

①税務研修会
　ア．夜間税務研修会
　　　４月～７月に４回実施、成田商工会館
　　　各回約20名参加、青年部会と合同開催
　イ．幕張メッセ研修
　　　11月、65名参加
　　　講師：竹内署長、本名指導官
②新緑一泊研修
　６月、茨城・栃木（日光・鬼怒川）、41名参加
　講師：榎本統括官、佐々木指導官
③役員会（３回）
　１月（２回）、３月
④本部事業（海外研修）
　10月、スペイン・フランス、13名参加
⑤長岡法人会婦人部会30名来会・意見交換
　10月、成田国際文化会館

①全法連婦人講座
　４月、仙台、３名参加
　10月、熱海、４名参加
②法人会全国大会
　７月、岡山、８名参加
③県法連婦人連協研修会
　２月、勝浦、３名参加

2 ①総　会
　４月、荒井綾子部会長退任、諸岡しづ子部会長就任
②新緑一泊研修
　６月、静岡（箱根）・防衛大学校、55名参加
　講師：竹内署長、菅原統括官等
③税務研修会
　11月「税を知る週間」、全日空ホテル、77名参加
　講師：西沢署長、大津副署長等
④役員会（２回）
　12月、２月
⑤本部事業（海外研修）
　10月、スイス・イタリア、12名参加

①全法連婦人講座
　４月、福山、１名参加
　10月、浦安、11名参加
②法人会全国大会
　７月、福岡、９名参加
③県法連婦人連協研修会
　９月、ちば共済会館
　８名参加
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３ ①総　会（移動総会）
　４月、東京ベイホテル東急、55名参加
　芸術座にて「流れる」観劇
②創立15周年記念式典及び祝賀会
　11月、ウインズホテル、85名出席
　演題：「自分で出来る健康管理」
　講師：加賀谷玲子氏
③税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月～６月に４回実施、成田商工会館
　イ．税を知る週間の研修会
　　　11月、ホリデイ・イン成田
④新緑一泊研修
　６月、浜名湖、45名参加
　講師：西沢署長、菅原統括官
⑤海外研修（第１回、婦人部会創立15周年記念）
　２月、マレーシア、23名参加
⑥役員会（５回）
　８月、９月、11月、12月、３月
⑦本部事業（海外研修）
　10月、ロンドン・ドイツ・オーストリア
⑧練馬東法人会婦人部会が来会・意見交換
　１月、米屋ドライブイン
⑨税を知る週間
　11月、扇谷ジャスコ店で税の広報活動

①県法連婦人部会運営協議会総会
　及び講演会
　７月、ちば共済会館
　４名参加
②法人会全国大会
　７月、金沢、15名参加
③全法連婦人講座
　10月、天竜、３名参加

４ ①総　会（移動総会）
　４月、幕張プリンスホテル、葛西臨海公園、62名参加
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月～７月に４回実施、成田商工会館
　イ．婦人部会研修会
　　　11月、61名参加
　　　演題：「税務署長の一日」
　　　講師：畑野署長
③新緑一泊研修
　６月、宮城・岩手、48名参加
④役員会（４回）
　６月、10月、12月、３月
⑤浅草法人会及び茂原法人会婦人部会来会・意見交換
　２月、ひかたや第２支店、みのり亭
⑥本部事業（海外研修）
　11月、オランダ・ベルギー、12名参加

①県法連婦人連協理事会及び講演会
　６月、京成ホテル、３名参加
②全法連婦人講座
　４月、別府、１名参加
　10月、札幌、３名参加
③法人会全国大会
　10月、甲府、13名参加

５ ①総　会（移動総会）
　４月、成田空港税関研修、81名参加
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月～６月に３回実施、成田商工会館
　イ．婦人部会研修会
　　　７月、成田商工会館、40名参加
　　　11月実施、日航ホテル、62名参加
　　　演題：「納税者の権利、救済について」
　　　講師：田尻署長
③新緑一泊研修
　６月、諏訪、41名参加

①全法連婦人講座
　４月、岡山、５名参加
②法人会全国大会
　10月、沖縄、12名参加
③県法連女性部会運営研究会
　３月、ホテル・サンガーデン
　７名参加
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５ ④海外研修
　４月、中国、30名参加
⑤役員会（3回）
　４月、11月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、夏期講演会、支部税務研修会、新春講演会
　海外研修　10月、米国東部及び南部、12名参加
⑦税の広報活動（税を知る週間）
　11月、扇谷ジャスコ店
⑧他法人会来会・意見交換
　10月、前橋法人会、信徒会館
　２月、浦和法人会、成田商工会館

６ ①婦人部会から「女性部会」に改称（全国）
②総　会
　４月、リーガロイヤルホテル、65名参加
③税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月～７月に４回実施、成田商工会館
　イ．女性部会研修会
　　　11月、成田ビューホテル、65名参加
　　　講師：本多署長
④海外研修
　４月、インドネシア、23名参加
⑤新緑一泊研修
　６月、京都、46名参加
⑥役員会（５回）
　４月（２回）、12月、２月、３月
⑦税の広報活動（税を知る週間）
　11月、扇谷ジャスコ店、４名参加
⑧本部事業（海外研修）
　６月、中国北部、６名参加
⑨本部事業（社団化20周年記念式典及び祝賀会）
　１月、ウインズホテル、24名参加

①全法連女性講座
　９月、飯坂温泉、３名参加
②法人会全国大会
　10月、松山、15名参加
③県法連女性部会運営研究会
　２月、ちば共済会館
　６名参加

７ ①総　会
　４月、リーガロイヤルホテル、66名参加
　演題：「ぼけなく美しく生きる」
　講師：浜松医科大学　高槻　絹子氏
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月～７月に４回実施、成田商工会館
　イ．女性部会研修会
　　　11月、全日空ホテル、64名参加
　　　演題：「健康作りの科学」
　　　講師：順天堂大学　吉儀　宏氏
③新緑一泊研修
　６月、新潟、43名参加、講師：佐々木統括官
④海外研修
　４月、オーストラリア、29名参加
⑤役員会（５回）
　４月、10月、12月、１月、３月
⑥税の広報活動（税を知る週間）
　11月、扇谷ジャスコ店、２名参加
⑦本部事業（海外研修）
　６月、ニュージーランド、13名参加

①法人会全国大会
　10月、島根くにびきメッセ
　14名参加
②県法連女性部会研修会
　９月、大月法人会、鏡山苑
　３名参加
③県法連女性連協運営研究会
　２月、ちば共済会館
　６名参加
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８ ①総　会
　４月、ホテル日航成田、90名参加
　演題：「人生・経営の苦心談」
　講師：山形屋　佐藤長八商事㈱　佐藤フジエ氏
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月～７月に４回実施、成田商工会館
　イ．女性部会研修会
　　　11月
③新緑一泊研修
　６月、富士吉田、43名参加
④海外研修
　４月、カナダ、32名参加
⑤役員会（９回）
　４月、７月、８月（３回）、10月、12月、２月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、夏期講演会、支部税務研修会等
　海外研修、６月、北欧３ケ国、22名参加

①法人会全国大会
　10月、浜松、10名参加
②県法連女性連協運営研究会
　２月、船橋

９ ①総　会
　４月、ホテル日航成田、84名参加
　演題：「女性の美しい話し方」
　講師：日本放送　屋木綾伊子氏
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月、７月に２回実施
　イ．女性部会研修会
　　　11月、リーガロイヤルホテル、90名参加
　　　演題：「小が大に勝つ経営戦略」
　　　講師：アサヒビール　吉岡　信一氏
③新緑一泊研修
　６月、会津若松、33名参加
　会津酒醸場、白虎隊関連施設研修
④海外研修
　４月、アメリカ西海岸、21名参加
　グランドキャニオン、ラスベガス
⑤役員会（３回）
　10月、12月、２月
⑥本部事業に参加
　通常総会、夏期講演会、支部税務研修会、新春講演会等
　海外研修、10月、イギリス、13名参加

①法人会全国大会
　10月、秋田、15名参加
　男鹿半島、田沢湖等を研修
②東京国税局管内役職員研修
　２月、３名参加
　かずさアカデミアセンター
③県法連女性部会視察研修
　９月、伊勢崎法人会
　部会長参加
④県女性部会運営研究会
　２月、銚子モアパーク
　７名参加

10 ①総　会
　４月、リーガロイヤルホテル、75名参加
　演題：「アジアの情勢と日本の役割」
　講師：郷友会　宮澤作太郎氏
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月、７月に２回実施
　イ．女性部会研修会
　　　11月、リーガロイヤルホテル、66名参加
　　　演題：「生活習慣病予防と食生活」
　　　講師：日本医療栄養センター所長　井上正子氏

①法人会全国大会
　10月、大分、13名参加
　宇佐八幡宮、耶馬渓谷等を研修
②県法連女性部会視察研修
　９月、日光、３名参加
③県法連女性部会研修会
　２月、６名参加
　千葉南法人会：ヴェルマリッジ
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10 ③新緑一泊研修
　６月、長野、33名参加
　長野法人会女性部会と意見交換会
　講師：玉村副署長、須田統括官
　草津温泉、曹洞宗梅洞山岩松院等を研修
④海外研修
　４月、南フランス、31名参加
　モナコ、パリ等を研修
⑤役員会（３回）
　10月、12月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、夏期講演会、支部税務研修会等
　地域社会貢献活動
　　10月、成田国際文化会館
　　わらび座公演「ヤンタの宝物」
　海外研修、10月、中欧

11 ①総　会（移動総会）
　４月27日、お台場・幕張、65名参加
　講師：田原副署長等
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催
　　　４月、６月に２回実施
　イ．女性部会研修会（税を知る週間）
　　　11月、リーガロイヤルホテル、71名参加
　　　演題：「介護が必要になった時の介護法」
　　　講師：大妻女子大学助教授　是枝　祥子氏
③新緑一泊研修
　６月、東伊豆・北川・小田原、30名参加
　成川美術館、蒲鉾作り体験等を研修
④海外研修
　４月、ギリシャ、21名参加
⑤役員会（４回）
　４月、９月、１月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、夏期講演会、支部税務研修会等
　諸岡市郎左衛門前会長の国税庁長官表彰受彰祝賀会
　　12月、全日空ホテル、12名参加
　社団化25周年記念祝賀会
　　２月、リーガロイヤルホテル、57名参加
　本宮幹事会員増強表彰受彰

①法人会全国大会
　10月、札幌、15名参加
②県法連女性連協
　６月、９月、12月、２月、３月
　に実施

12 ①総　会
　４月、リーガロイヤルホテル、90名参加
　演題：「税の歴史」
　講師：田原副署長
②税務研修会
　ア．青年部会と合同開催　６月
　イ．青年部会、源泉部会と合同研修会
　　　演題：「21世紀の千葉県と北総地域の展望」
　　　講師：印旛支庁長内山眞琴氏
③新緑一泊研修
　６月、焼津・静岡地区、30名参加

①法人会全国大会
　10月、埼玉、５名参加
②県法連役員大会
　５月、ホテルサンガーデン
　諸岡部会長全法連功労者表彰を受
　彰
③県法連女性連協
　演題：「午後の居場所で」
　講師：落合恵子氏
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12 ④海外研修
　４月、オーストラリア、25名参加
⑤役員会（２回）
　12月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、役員大会・夏期講演会、支部税務研修会、賀
　詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映
　　８月、成田国際文化会館、入場者750名
　海外研修
　　10月、シチリア及び南部イタリア、９名参加
　役員研修
　　２月、西新井法人会、税務大学校、３名参加

13 ①総会及び創立25周年記念式典
　４月、リーガロイヤルホテル、73名参加
　那須井署長、大里県法連女性部会長等出席
　演題：「樋口一葉：十三夜」
　講師：熊沢南水氏
②成田優申会と合同研修会
　11月、マロウドインターナショナルホテル
　46名参加
　北川署長、佐藤税理士の講演
③海外研修
　４月、カンボジア・タイ、18名参加
④観劇研修
　６月、52名参加
　劇団四季「ライオンキング」
⑤役員会（３回）
　４月、12月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映
　　（ダイナソー）
　　８月、成田国際文化会館、入場者740名、13名応援
　海外研修
　　９月、ロシア（モスクワ、サンクトペテルブルグ）
　　10名参加

①法人会全国大会
　10月、佐賀、10名参加
　吉野ケ里遺跡、有田焼窯元等を研
　修
②県法連役員大会
　５月、ホテルサンガーデン
　林田副部会長県法連功労者表彰を
　受彰

14 ①総　会
　４月、ヒルトン成田、68名参加
　演題：「お客様よろこばせ業の楽しさ」
　講師：㈱陣屋社長　紫藤　邦子氏
②海外研修
　４月、オランダ・ベルギー、27名参加
③新緑一泊研修
　６月、いわき地区、23名参加
　いわき法人会女性部会と意見交換会
④役員会（２回）
　４月、12月

①県法連役員大会
　５月、ホテルサンガーデン
　伊藤副部会長県法連功労者表彰を
　受彰
②県法連青年・女性連協合同研修会
　６月、ホテルサンガーデン
　講師：時事評論家
　　　　増田　俊男氏
③法人会全国大会
　10月、富山、５名参加
　上高地、高山、立山等を研修
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14 ⑤本部事業に参加
　通常総会、支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　８月、成田国際文化会館、入場者840名
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映
　　（シュレック）
　海外研修
　　10月、スペイン北部、６名参加

④東京国税局管内役職員研修
　12月、東京ベイホテル東急
　３名参加
⑤県法連女性部会研修会
　３月、オークラ千葉ホテル
　第１講座
　　演題：「食と健康」
　　講師：二葉栄養専門学校
　　　　　福島真知世氏
　第２講座
　　演題：「ヤマト運輸が成長した
　　　　　理由」
　　講師：ヤマト運輸　元社長
　　　　　都築　幹彦氏

15 ①総　会
　４月、ヒルトン成田、71名参加
　演題：「出合いから学んだこと」
　講師：青坂副署長
②新緑一泊研修
　６月、前橋・水上地区、28名参加
　谷川岳天神平散策、竹久夢二記念館
　前橋法人会女性部会と意見交換会
③役員会（３回）
　７月、12月、３月
④本部事業に参加
　通常総会、支部税務研修会、賀詞交歓会等
　秋季講演会
　　11月、成田国際文化会館
　　演題：「どうなる日本～政治・経済ここがポイント～」
　　講師：読売新聞解説委員　橋本　五郎氏
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映
　　（ピーター・パン２）11名応援
　　８月、佐倉市民音楽ホール、入場者593名
　税金クイズ
　　11月佐倉及び成田産業まつり
　　合計1,517名がクイズに挑戦

①県法連青年・女性連協合同研修会
　６月、ホテルサンガーデン
　５名参加
　演題：「日本には陽はあたらない
　　　　が世界に誇れる技術がある」
　講師：ＮＨＫプロジェクトＸ
　　　　チーフプロデューサー
　　　　今井　彰氏
②県法連女性連協研修会
　ア．観劇
　　　９月、東京芸術座
　　　３名参加
　　　「簪（かんざし）マチ子」
　イ．南房総視察研修
　　　３月、館山・白浜等
　　　７名参加

16 ①総　会
　５月、ヒルトン成田、59名参加
　演題：「途中下車してみませんか」
　講師：川島署長
②海外研修
　４月、ニュージーランド、18名参加
　クライストチャーチ、クイーンズタウン
　ミルフォード・サウンド等
③新緑一泊研修
　６月、浜松・浜名湖周辺、27名参加
　浜名湖花博、浜松市楽器博物館等
　浜松西法人会女性部会と意見交換会
④役員会（２回）
　12月、３月

①県法連青年・女性連協合同講演会
　６月、ホテル・サンガーデン
　演題：「企業経営は情報が決め手」
　講師：読売テレビ解説
　　　　辛坊　治郎氏
②全法連創立50周年記念式典
　10月、東京国際フォーラム
　部会長参加
③県法連女性部会第２ブロック
　視察研修
　３月、成田、佐原、銚子地区
　19名参加
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16 ⑤本部事業に参加
　通常総会、委員会、ブロック・支部税務研修会等
　社団化30周年記念式典
　　２月、成田ビューホテル、45名参加
　　演題：「政治の新局面をどう見るか」
　　講師：政治評論家　三宅　久之氏
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映
　　（ブラザー・ベア）10名参加
　　８月、佐倉市民音楽ホール、入場者558名
　税金クイズ
　　10月白井、11月成田、10名応援
　　合計1,015名がクイズに挑戦
　海外研修
　　11月、北イタリア

17 ①総　会
　４月22日、ヒルトン成田、60名参加
　演題：「隣の国との接し方～拉致と核の行方～」
　講師：ジャーナリスト　辺　真一氏
②海外研修（本部と共催）
　６月14～21日、９名参加
　北欧４ケ国（デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、
　フィンランド）
③秋季一泊研修
　10月17～18日、30名参加
　伊那路（伊那谷道中、妻籠宿）研修
④役員会（６回）
　４月、６月、11月、12月、２月、３月
⑤30周年記念事業準備委員会
　12月、２月
⑥本部事業に参加
　通常総会、支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映
　　（シャーク・テイル）６名応援
　　８月２日、白井市文化会館、入場者585名
　税金クイズ
　　10月、白井市ふるさとまつり、３名参加
　合計1,150名がクイズに挑戦
　　11月、成田産業まつり、19名参加
　　合計703名がクイズに挑戦

①県法連役員大会
　本宮副部会長県法連功労表彰
②県法連青年・女性連協合同講演会
　６月６日、ホテル・サンガーデン
　６名出席
　演題：「中小企業の今後と日本経
　　　　済」
　講師：経済アナリスト
　　　　森永　卓郎氏
③税制改正要望全国大会
　９月21日、東京国際フォーラム
　２名参加
④東京国税局管内法人会役職員合同
　研修会
　11月、東京ベイホテル、
　５名参加
⑤県法連女性部会第４ブロック研修
　３月２～３日、６名参加
　習志野自衛隊、東京ディズニー・
　シー、柏の葉公園、山階鳥類
　研究所等の研修

18 ①総会及び創立30周年記念式典
　４月27日、ヒルトン成田、93名参加
　大川署長、石井県法連会長等出席
　記念講演
　　演題：「弘法大師空海に出会う旅」
　　講師：大川署長
　記念式典
　祝賀会
②道東研修
　６月20日～23日、24名参加

①県法連青年・女性連協合同講演会
　６月６日、三井ガーデンホテル
　５名参加
　演題：「東洋医学の不思議な話か
　　　　ら～長生きの十ケ条～」
　講師：東洋医学情報センター
　　　　専務理事　藤井　広泰氏
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18 ③秋季一泊研修
　10月24～25日、会津地区、22名参加
④青年部会との合同講演会
　11月22日、成田国際文化会館、46名参加
　第１部　演題：「少子高齢化と税」
　　　　　講師：野末副所長
　第２部　演題：「脳卒中にならないために」
　　　　　講師：千葉北総合病院　小林教授
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑥会長との意見交換会
　８月２日、ヒルトン成田、６名参加
⑦本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　ブロック・支部税務研修会
　　８月21日～９月19日、10会場
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及びアニメ映画上映等
　　８月８日、ふれあいプラザさかえ、入場者588名
　税金クイズ
　　10月28～29日、白井市ふるさとまつり
　　合計1,378名がクイズに挑戦
　　11月18～19日、成田産業まつり
　　合計636名がクイズに挑戦

②県法連女性部会第１ブロック
　（千葉市、市原市、習志野市、八
　千代市）視察研修
　３月６～７日、３名参加
③東京国税局管内法人会役職員合同
　研修会
　11月10日、山梨県
　３名参加

19 ①総　会
　４月26日、成田全日空ホテル、85名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「節税と脱税」
　　　講師：元小石川税務署長　齋藤　和子氏
　ウ．合同懇談会
②海外研修（本部と共催）
　４月19～23日、26名参加
　中国（広州、桂林、蘇州、上海等）
③秋季一泊研修
　11月19～20日、山梨・御殿場地区、30名参加
④会長との意見交換会
　８月８日、ウイシュトンホテルユーカリ、７名参加
⑤署長との意見交換会
　11月15日、成田税務署、17名参加
⑥下総・大栄女性部会と意見交換会
　８月22日、成田エクセルホテル東急、６名参加
　下総女性部会　３名参加
　大栄女性部会　８名参加
⑦役員会（４回）
　４月、７月、12月、３月
⑧本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映
　　８月７日、成田国際文化会館、６名応援

①県法連青年・女性連協合同講演会
　６月５日、三井ガーデンホテル
　千葉、９名参加
　演題：「ボケるボケないは“生き方”
　　　　で決まる～先端生命科学か
　　　　ら見た今後の日本」
　講師：東京大学大学院教授
　　　　石浦　章一氏
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19 　　音楽演奏：成田西中学校吹奏楽部
　　映画上映：「佐賀のがばいばーちゃん」
　税金クイズ
　　10月27～28日、白井市ふるさとまつり

20 ①総　会
　４月24日、ＡNAクラウンプラザホテル成田、72名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「笑う経営の門には、福がある」
　　　講師：漫談家　イリヤ藤沢氏
　ウ．合同懇談会
②新緑一泊研修
　６月11～12日、前橋・長瀞地区、28名参加
③海外研修（本部と共催）
　11月16～22日、ベトナム、15名参加
④会長との意見交換会
　７月22日、ヒルトン成田、６名参加
⑤署長との意見交換会
　11月11日、成田税務署、11名参加
⑥役員会（４回）
　４月、７月、12月、３月
⑦本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月８日、四街道市文化センター、４名応援
　　音楽演奏：四街道西中学校吹奏楽部
　　映画上映：「犬と私の10の約束」入場者718名
　税金クイズ
　　10月25～26日、白井市ふるさとまつり
　　合計1,944名がクイズに挑戦

①第３回法人会全国女性フォーラム
　４月10日、東京、３名参加
②県法連役員大会
　５月28日、３名参加
　三井ガーデンホテル千葉
③県法連青年・女性連協合同講演会
　女性部会連絡協議会創立20周年
　記念祝賀会
　６月４日、６名参加
　三井ガーデンホテル千葉
　演題：「大転換期日本の選択～
　　　　超高齢グローバル社会を迎
　　　　えて」
　講師：元国税庁長官
　　　　大武　健一郎氏
④県法連女性連協視察研修
　11月６～７日、３名参加
　群馬県富岡製糸場、ＩＨＩエア
　ロスペース富岡事業所等

21 ①総　会
　４月24日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、73名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「自社ブランド構築×地域ブランド発信=
　　　　　　商売繁盛」
　　　講師：久米繊維工業㈱
　　　　　　代表取締役社長　久米　信行氏
　ウ．合同懇談会
②新緑一泊研修
　６月18～19日、山形、28名参加
　さくらんぼ狩り、斎藤茂吉記念館等
③海外研修（本部と共催）
　10月17～23日、23名参加
　トルコ（イスタンブール、アンカラ、カッパドキア）
④会長との意見交換会
　７月28日、「一幸」成田店、６名参加
⑤署長との意見交換会
　11月13日、成田税務署、11名参加
⑥役員会（４回）
　４月、７月、12月、３月

①第４回法人会全国女性フォーラム
　４月16日、金沢市、２名参加
②県法連役員大会
　５月27日、三井ガーデンホテル
　千葉
　諸岡部会長が県法連功労者表彰を
　受彰
③県法連青年・女性連協合同講演会
　６月９日
　三井ガーデンホテル千葉
　演題：「最新の国際情勢と日本経
　　　　済の行方」
　講師：早稲田大学大学院
　　　　教授　川村　亨夫氏
④県法連女性連協視察研修
　11月５～７日、３名参加
　山梨県　甲府カシオ㈱等
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21 ⑦本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　社団化35周年記念式典
　　２月４日、ホリデイ・イン東武成田、20名参加
　　演題：「日本の政治を読み解く」
　　講師：政治評論家　森田　実氏
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映等
　　　８月９日、印西市文化ホール、６名応援
　　　音楽演奏：印西中学校吹奏楽部
　　　映画上映：「三本木農業高校馬術部」入場者260名
　　税金クイズ
　　　10月24～25日、白井市ふるさとまつり
　　　合計1,950名がクイズに挑戦

22 ①総　会
　４月27日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、62名参加
　ア．総　会
　イ．講演会
　　　演題：「あなたの会社の健康診断、自分でできます
　　　　　　か？」
　　　講師：税理士　佐藤　仁氏
　ウ．懇談会
②観劇研修
　６月22日、40名参加
　新橋演舞場「六月喜劇特別公演」及び「旧岩崎邸庭園」
　を見学
③海外研修（本部と共催）
　10月２～４日、済州島、30名参加
④会長との意見交換会
　７月23日、「一幸」成田店、７名参加
⑤署長との意見交換会（青年部会と合同）
　11月12日、成田税務署
　女性部会16名、青年部会７名参加
⑥役員会（４回）
　４月、７月、12月、３月
　部会創立35周年記念事業の検討等
⑦本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　小中学生を対象とした租税教育、音楽演奏及び映画
　　上映
　　　８月４日、ふれあいプラザさかえ、６名応援
　　　音楽演奏：栄中学校吹奏楽部
　　　映画上映：「旭山動物園物語　ペンギンが空を飛ぶ」
　　　入場者496名
　　税金クイズ
　　　10月30～31日、白井市ふるさとまつり
　　　（台風で中止）

①第５回法人会全国女性フォーラム
　４月８日、岡山大会、２名参加
②県法連役員大会
　５月27日、三井ガーデンホテル
　千葉
③県法連青年・女性連協合同講演会
　６月９日、三井ガーデンホテル
　千葉、６名参加
　演題：「二人三脚で乗り越えた
　　　　介護の日々～今日も二人
　　　　で～」
　講師：女優　小山　明子氏
④県法連女性連協視察研修
　10月21～22日、３名参加
　大塚製薬㈱高崎工場等視察

23 ①総会及び創立35周年記念式典
　５月11日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、94名参加
　総会
　　諸岡しづ子部会長退任、吉田とく部会長就任

①県法連総会・役員大会
　５月27日、三井ガーデンホテル
　千葉、10名参加
　藤倉前副部会長全法連表彰受彰
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年度 主要行事、部会事業、主要研修会等 全法連・県法連事業等

23 　　ア．記念講演
　　　　演題：「女性と医学のおもしろばなし」
　　　　講師：医学博士　長谷川　榮一氏
　　イ．記念式典
　　ウ．祝賀会
②観劇研修
　７月６日、52名参加
　帝国劇場「風とともに去りぬ」、相田みつを美術館鑑賞
　他
③海外研修（本部と共催）
　10月13～17日、シンガポール、25名参加
　マーライオンパーク、ナショナルオーキッドガーデン
　マリーナベイサンズ他
④署長との意見交換会（青年部会と合同）
　11月14日、成田税務署
　署長講話、署幹部との意見交換
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑥会報発刊：会報第25号（創立35周年誌）
⑦本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　　夏休みお楽しみイベント
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映等
　　７月27日、成田国際文化会館
　　映画上映：「きな子～見習い警察犬の物語」
　　入場者562名、7名応援
　税金クイズ
　　10月24～25日、白井市ふるさとまつり
　　合計2,000名がクイズに挑戦

②県法連青年・女性連協合同講演会
　６月９日、三井ガーデンホテル
　千葉、６名参加
　演題：「経営に生かそう、人に好
　　　　かれる話し方～親しみの持
　　　　たれる話し方、接し方」
　講師：落語家　柳家　金三氏
③第６回法人会全国女性フォーラム
　東日本大震災のため中止

24 ①総　会
　４月26日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、75名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「海の底で見つけた金メダル」
　　　講師：フリーダイビング日本代表　平井　美鈴氏
　ウ．合同懇談会
②観劇研修
　７月12日、48名参加
　日比谷シアタークリエ「ええから加減」及び「東京ソラ
　マチ」散策
③海外研修（本部と共催）
　10月２～７日、ドバイ、22名参加
　新旧が織り交ざったアラビアンリゾートの魅力を満喫
　シェークザイード・モスク、バージュ・アル・アラブ
　ホテル他
④署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月12日、成田税務署、15名参加
⑤地区女性会
　臼井地区以下７地区で開催、計66名参加
⑥役員会（４回）
　４月、７月、12月、３月

①第７回全国女性フォーラム
　４月12日、４名参加
　群馬県（グリーンドーム前橋）
②県法連青年・女性連協合同研修会
　６月11日、三井ガーデンホテル
　千葉、５名参加
　演題：「税制・財政についての
　　　　嘘と真実」
　講師：京都大学大学院教授
　　　　藤井　聡氏
③県法連女性連協視察研修
　11月６～７日、２名参加
　福島県二本松～会津若松方面
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24 ⑦本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月１日、四街道市文化センター、５名応援
　　音楽演奏：四街道北中学校吹奏楽部
　　映画上映：「～わさお～」
　税金クイズ
　　10月20～21日、白井市ふるさとまつり
　　合計2,000名がクイズに挑戦

25 ①総　会
　５月15日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、74名参加
　ア．総　会
　　　吉田とく部会長退任、井野口綾子部会長就任
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「江戸のワンダーランド『歌舞伎』」
　　　講師：歌舞伎俳優
　　　　　　片岡亀蔵丈夫人　片岡　明美氏
　ウ．合同懇談会
②観劇研修
　６月21日、53名参加
　「ベルサイユのばら」観劇
　東京宝塚劇場及び都内散策
③海外研修（本部と共催）
　10月５～11日、カナダ東部、14名参加
　ロレンシャン高原、モントリオール、ナイアガラの滝他
④署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月13日、成田税務署、13名参加
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月１日、ふるあいプラザさかえ、９名応援
　　音楽演奏：栄中学校吹奏楽部
　　映画上映：「ＬＯＶＥまさお君が行く」
　税金クイズ
　　10月19～20日、白井市ふるさとまつり
　　（20日は台風で中止）
　　合計1,400名がクイズに挑戦

①第８回全国女性フォーラム
　４月11日、２名参加
　愛知大会（名古屋市）
②県法連青年・女性連協合同研修会
　女性部会連絡協議会創立20周年
　記念祝賀会
　６月11日、三井ガーデンホテル
　千葉、２名参加
③県法連女性連協視察研修
　11月６～７日、３名参加
　静岡県浜松市方面

26 ①総　会
　５月15日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、68名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「成田空港を核とした発展の方向性について」
　　　講師：成田市副市長藤田礼子氏
　ウ．合同懇談会

①第９回全国女性フォーラム
　４月10日、２名参加
　香川大会（高松市）
②県法連役員大会
　６月10日、三井ガーデンホテル
　千葉
　１名参加
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26 ②観劇研修
　６月13日、38名参加
　ミュージカル「シアターアクト」観劇
　帝国劇場及び都内（帝国ホテルアーケード）散策
③署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月13日、成田税務署、10名参加
　演題：「女性の働き方と税金」
　講師：渡辺署長
④第１回「税に関する絵はがきコンクール」
　成田税務署管内の小学校４校を対象に訪問・募集
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑥本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、社団化40周年記
　念式典等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　小中学生を対象とした租税教育及び映画上映等
　　７月31日、成田国際文化会館、10名応援
　　音楽演奏：中台中学校吹奏楽部
　　映画上映：「ひまわりと子犬の７日間」
　　入場者254名
　税金クイズ
　　10月18～19日、白井市ふるさとまつり
　　合計2,000名がクイズに挑戦

③県法連青年・女性連協合同講演会
　４月24日、ポートプラザ千葉
　演題：「中国の最新事情と日中関
　　　　係の今後」
　講師：拓殖大学教授・評論家
　　　　石　平氏
④県法連女性連協視察研修
　10月22～23日、３名参加
　神奈川県箱根湯本方面

27 ①総　会
　５月19日、ANAクラウンプラザホテル成田、65名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「人生の武器は人の和」
　　　講師：千葉銀行資産サポート部　岩内　紀子氏
　ウ．合同懇談会
②観劇研修
　６月17日、35名参加
　明治座「台所太平記」観劇
　日本橋ＣＯＲＥＤＯ室町周辺散策
③国内視察研修（本部主催）
　10月15～17日、10名参加
　北陸方面（五箇山、高岡、千里浜、兼六園他）
④署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月13日、成田税務署、10名参加
　演題：「北陸」
　講師：高田署長
⑤第２回「税に関する絵はがきコンクール」
　成田税務署管内の小学校10校を対象に訪問・募集
⑥役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑦地区女性会
　大栄地区：１月15日、８名参加
　臼井地区：１月26日、18名参加
　佐倉地区：３月23日、９名参加

①第10回全国女性フォーラム
　４月16日、２名参加
　福岡大会（福岡市）
②県法連青年・女性連協合同講演会
　５月28日、三井ガーデンホテル
　千葉、３名参加
　演題：「事業継承について～激変
　　　　する経済環境化にあって」
　講師：千葉経済大学教授
　　　　小沢　慶和氏
③県法連女性連協視察研修
　10月21～22日、３名参加
　群馬県猿ヶ京方面
④県法連賀詞交歓会
　１月27日、三井ガーデンホテル
　千葉、１名参加
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27 ⑧本部事業に参加
　通常総会、ブロック・支部税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　子供を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月１日、四街道市文化センター、７名応援
　　音楽演奏：根郷中学校吹奏楽部
　　映画上映：「くちびるに歌を」
　　入場者195名
　税金クイズ
　　10月24～25日、白井市ふるさとまつり
　　合計2,000名がクイズに挑戦

28 ①総会・女性部会創立40周年記念式典
　５月17日、ANAクラウンプラザホテル成田、63名参加
　ア．総　会
　イ．記念講演会
　　　演題：「当たり前の国、日本」
　　　講師：経済同友会副幹事　小林いずみ氏
　ウ．祝賀会
②観劇研修
　６月17日、45名参加
　四季劇場「アラジン」観劇
　築地場外市場周辺散策
③創立40周年記念視察研修
　７月３～４日、19名参加
　栃木県日光方面（日光東照宮、中禅寺湖他）
④署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月16日、成田税務署、11名参加
　演題：「ここにも国際課税」
　講師：小川署長
⑤第３回「税に関する絵はがきコンクール」
　成田税務署管内の小学校９校を対象に訪問・募集
　応募総数485作品
⑥役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑦地区女性会
　臼井地区：12月９日、14名参加
　印西地区：２月２日、７名参加
　大栄地区：２月４日、８名参加
　佐倉地区：２月12日、９名参加
　栄地区　：３月13日、５名参加
　志津地区：３月23日、４名参加
⑧本部事業に参加
　通常総会、地区別税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　子供を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月９日、成田国際文化会館、８名応援
　　音楽演奏：八街中学校合唱部
　　成田西中学校吹奏楽部
　　映画上映：「くちびるに歌を」、入場者318名

①第11回全国女性フォーラム
　４月14日、２名参加
　福島大会（郡山市）
②県法連総会・役員大会
　６月22日、三井ガーデンホテル
　千葉
③県法連青年・女性連協合同講演会
　６月15日、ポートプラザ千葉
　演題：「発想力の育て方」
　講師：金沢工業大学主任教授
　　　　三谷　宏治氏
④県法連女性連協視察研修
　11月23～24日、３名参加
　静岡県西伊豆方面
⑤県法連賀詞交歓会
　１月25日、三井ガーデンホテル
　千葉、１名参加
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年度 主要行事、部会事業、主要研修会等 全法連・県法連事業等

28 　税金クイズ
　　10月22～23日、白井ふるさとまつり
　　合計2,000名がクイズに挑戦
　国内視察研修（本部主催）
　　10月11～13日、上高地・真田丸、８名参加

29 ①総　会
　５月17日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、58名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「落語で学ぶ相続・事業承継」
　　　講師：行政書士兼木崎法務オフィス代表
　　　　　　こころ亭久茶氏（木崎海洋氏）
　ウ．合同懇談会
②観劇研修
　７月14日、45名参加
　神奈川芸術劇場「オペラ座の怪人」観劇
　横浜中華街散策
③署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月17日、成田法人会館、10名参加
　演題：「ブームとなった相続税対策～税務署からみると～」
　講師：小川署長
④第４回「税に関する絵はがきコンクール」
　成田税務署管内の小学校16校を対象に訪問・募集
　応募総数777作品
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑥地区女性会
　栄地区　：９月15日、６名参加
　印西・栄地区：12月４日、11名参加
　臼井地区：１月23日、11名参加
　大栄地区：１月28日、８名参加
　栄地区　：２月26日、７名参加
　佐倉地区：３月３日、７名参加
⑦本部事業に参加
　通常総会、地区別税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　子供を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月９日、四街道市文化センター、８名参加
　　音楽演奏：四街道北中学校吹奏楽部
　　租税教室：「マリンとヤマト　不思議な日曜日」
　　税金クイズ実施
　　映画上映：「この世界の片隅に」
　　入場者434名
　税金クイズ
　　10月21～22日、白井市ふるさとまつり
　　22日は台風の影響で中止
　　合計1,000名がクイズに挑戦
　国内視察研修（本部主催）
　　８月２～４日、長岡花火大会・上牧温泉、13名参加

①第12回全国女性フォーラム
　４月７日、２名参加
　鹿児島大会（城山観光ホテル）
②県法連青年・女性連協合同講演会
　６月26日、三井ガーデンホテル
　千葉
　演題：「忠敬先生の道の歩き方を
　　　　学ぶ」
　講師：落語家　桂　右女助氏
③県法連女性連協視察研修
　11月21～22日、３名参加
　栃木県日光方面
④県法連賀詞交歓会
　１月24日、三井ガーデンホテル
　千葉、１名参加
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年度 主要行事、部会事業、主要研修会等 全法連・県法連事業等

30 ①総　会
　５月18日、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田、58名参加
　ア．総　会
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「心の経営とは～私の人生七転び九起き～」
　　　講師：山一興産㈱
　　　　　　代表取締役社長　柳内　光子氏
　ウ．合同懇談会
②観劇研修
　６月13日、41名参加
　歌舞伎座「妹背山女庭訓他」観劇
　東京ミッドタウン日比谷散策
　１月16日、31名参加
　明治座「由紀さおり歌手生活50周年記念公演」観劇
③署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月16日、成田法人会館、10名参加
　演題：「税務行政の現状と課題」
　講師：野末署長
④第５回「税に関する絵はがきコンクール」
　成田税務署管内の小学校18校を対象に訪問・募集
　応募総数922作品
　優秀作品の学校を訪問し表彰式を実施
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
⑥地区女性会
　根郷地区：６月10日、６名参加
　大栄地区：12月１日、６名参加
　臼井地区：１月24日、10名参加
　印西・栄地区：２月５日、９名参加
　佐倉地区：３月３日、６名参加
　栄地区　：３月14日、５名参加
⑦本部事業に参加
　通常総会、地区別税務研修会、賀詞交歓会等
　地域社会貢献活動
　夏休みお楽しみイベント
　　子供を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月８日、成田国際文化会館、８名応援
　　音楽演奏：成田中学校吹奏楽部
　　租税教室：「マリンとヤマト不思議な日曜日」
　　税金クイズ実施
　　映画上映：「怪盗グルーとミニオン大脱走」
　　入場者497名
　税金クイズ
　　５月19～20日、佐倉市産業まつり、５名参加
　　合計500名がクイズに挑戦
　　11月25日、八街市産業まつり、３名参加
　　合計500名がクイズに挑戦
　国内視察研修（本部主催）
　　11月５～７日、11名参加
　　山梨県（星野リゾート「リゾナーレ八ヶ岳」他）

①第13回全国女性フォーラム
　４月12日、４名参加
　山梨大会（甲府市アイメッセ山梨）
②県法連総会・役員大会
　６月20日、三井ガーデンホテル
　千葉、１名参加
③県法連青年・女性連協合同講演会
　６月25日、ホテルポートプラザ
　千葉
　演題：「大相撲おもしろ舞台裏」
　講師：テレビ朝日アナウンサー
　　　　銅谷　志朗氏
④県法連女性連協視察研修
　11月18～19日、３名参加
　福島・茨城方面
⑤県法連賀詞交歓会
　１月29日、三井ガーデンホテル
　千葉、１名参加
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年度 主要行事、部会事業、主要研修会等 全法連・県法連事業等

令和
元年

①総　会
　５月17日、ANAクラウンプラザホテル成田、50名参加
　ア．総　会
　　　井野口綾子部会長退任、網仲純子部会長就任
　イ．青年部会・女性部会合同講演会
　　　演題：「『佰食屋の働き方革命』～飲食店常識を覆
　　　　　　す新しいビジネスモデルに学ぶ～」
　　　講師：㈱minitts代表取締役　中村　朱美氏
　ウ．合同懇談会
②観劇研修
　６月26日、44名参加
　東京宝塚劇場「オーシャンズ11」観劇
　八芳園（港区）で昼食及び庭園散策
③署長との意見交換会（青年部会と合同開催）
　11月15日、成田法人会館、10名参加
　演題：「我が国税制を巡る最近の動き」
　講師：小山署長
④第６回「税に関する絵はがきコンクール」
　成田税務署管内の小学校16校を対象に訪問・募集
　応募総数645作品
　優秀作品の学校を訪問し表彰式を実施
　６～７月に前年度の優秀作品及び入選作品をパネル化し
　て展示（西白井駅構内、佐倉市役所内）
⑤役員会（４回）
　５月、７月、12月、３月
　12月役員会で、10月に急逝された網仲純子部会長の後任
　として諸岡陽子部会長が選出。
⑥地区女性会
　印西・栄地区：12月６日、13名参加
　臼井地区：12月14日、14名参加
　大栄地区：２月11日、６名参加
　根郷地区：３月５日、４名参加
⑦本部事業に参加
　通常総会、地区別税務研修会、社団化45周年記念式典、
　納税表彰式等
　地域社会貢献活動
　〇夏休みお楽しみイベント
　　子供を対象とした租税教育及び映画上映等
　　８月６日、四街道市文化センター、７名応援
　　音楽演奏：四街道北中学校吹奏楽部
　　租税教室：「マリンとヤマト　不思議な日曜日」
　　税金クイズ実施
　　映画上映：「ペンギンズFROMマダガスカル　ザ・
　　　　　　　ムービー」
　　入場者581名
　〇税金クイズ
　　11月17日、八街市産業まつり、１名参加
　　合計500名がクイズに挑戦
　国内視察研修（本部主催）
　　10月27～29日、10名参加
　　山形県・福島県方面

①第14回全国女性フォーラム
　４月25日、４名参加
　富山大会（富山市産業展示館テク
　ノホール）
②県法連総会・役員大会
　６月18日、三井ガーデンホテル
　千葉、１名参加
③県法連青年・女性連協合同講演会
　６月27日、三井ガーデンホテル
　千葉
　演題：「ロボット技術と未来社会」
　講師：千葉工業大学ロボット技術
　　　　研究センター所長
　　　　古田　貴之氏
④県法連女性連協30周年記念式典
　11月26日、６名参加
　演題：「親ばかのススメ」
　講師：辻井いつ子氏
　　　　（ピアニスト辻井伸行氏の母）



女性部会長賞
（県法連への推薦作品） 女性部会長賞 成田法人会　会長賞 成田税務署長賞

女性部会長賞 女性部会長賞 成田法人会　会長賞
（県法連への推薦作品） 成田税務署長賞

私立　　小学校
さん

女性部会長賞 女性部会長賞 成田法人会　会長賞
（県法連への推薦作品） 成田税務署長賞

印西市立小倉台小学校
一二三凜夏 さん

印西市立原小学校
吉野　綾馬 くん

佐倉市立王子台小学校
坂地　真央 さん

印西市立
小倉台小学校

本間　美桜 さん

佐倉市立根郷小学校
谷口みさき さん

酒々井町立
酒々井小学校

相京　花音 さん

富里市立
七栄小学校

緒方　花楓 さん

富里市立七栄小学校
緒方　虹 さん

四街道市立八木原小学校
山川　ふみ さん

成田市立加良部小学校
鎌田　悠愛 さん

四街道市立四街道小学校
永井　美羽 さん

四街道市立八木原小学校
田村那菜実 さん
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（４）「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品

第１回「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品（平成26年度）

第２回「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品（平成27年度）

第３回「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品（平成28年度）



女性部会長賞
（県法連への推薦作品） 女性部会長賞 成田法人会　会長賞 成田税務署長賞

四街道市立八木原小学校
柴田　真聖 さん

白井市立大山口小学校
徳堂　舞 さん

白井市立白井第三小学校
阿部　優希 さん

佐倉市立青菅小学校
酒井　未来 さん

佐倉市立佐倉小学校
岡田　有叶 さん

印西市立西の原小学校
松岡　朋美 さん

佐倉市立千代田小学校
石井　瑞穂 さん

佐倉市立佐倉小学校
富田　紗莉奈 さん

女性部会長賞
（県法連への推薦作品） 女性部会長賞 成田法人会　会長賞 成田税務署長賞

印西市立西の原小学校
渡辺　柚穂 さん

成田市立公津の杜小学校
渡邉　陽菜 さん

富里市立富里小学校
新井　志穂 さん

佐倉市立小竹小学校
大木　心結 さん

女性部会長賞
（県法連への推薦作品） 女性部会長賞 成田法人会　会長賞 成田税務署長賞
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第４回「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品（平成29年度）

第５回「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品（平成30年度）

第６回「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品（令和元年度）



（１）全　般

（２）令和２年度の方針

（３）部会組織

（４）役員構成
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４　令和 2 年度部会事業成果の概要４　令和 2 年度部会事業成果の概要

　令和２年度の事業として計画した総会・講演会・意見交換会、研修（観劇）、地域社会貢献活動、
税知識の普及啓発活動、租税教育活動（絵はがきコンクール等）は、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、やむなく多くの事業が中止・変更となりました。
　一方、部会員の皆様が安心して参加頂けるように感染防止対策を講ずるなか、劇団前進座を成田に
招聘し、観劇研修会として朗読劇「平次女難」を開催しました。また、女性部会で作成したアマビエ
のイラスト入り「エコバッグ」を11月の「税を考える週間」にＪＲ成田駅前での街頭キャンペーンで
配布したり、小学校の租税教室に講師として参加するなど、新たな事業にも積極的に取り組みました。

　女性経営者等として、税務・税制・経営等に関する知識、一般教養の向上を図るとともに、部会員
相互の親睦を深める。また、本部の研修会、地域社会貢献活動、会議等に積極的に参加し、成田法人
会の活性化に資する。

（１）期　首（令和２年４月１日）　　112名
（２）期　末（令和３年３月31日）　　108名

※他に杉江清子部会員が地域社会貢献委員として活動。

役　職　名 法　　人　　名 氏　　　名 本部役員・委員
１ 顧　　　問 ㈱米分 諸　岡　しづ子
２ 顧　　　問 ㈱ヨシダ 吉　田　と　く
３ 顧　　　問 ㈱井野口建材 井野口　綾　子
１ 部 会 長（成田） ㈱米分 諸　岡　陽　子 常任理事
２ 副部会長（成田） ㈱ナリコー 加　瀬　文　江 総務委員

３ 副部会長（臼井） ㈱三橋堂本店 三　橋　由　美 理　　事
地域社会貢献委員

４ 副部会長（印西） ㈲オアシス 柴　﨑　純　子
５ 副部会長（成田） ㈲片岡清掃サービス 片　岡　愛　子 厚生委員
６ 副部会長（大栄） ㈱北総ダクト工業 竹　林　雅　子
７ 副部会長（八街） ㈱大畑金物店 大　畑　雅　美
８ 副部会長（佐倉） ㈲佐倉読売サービスセンター 石　渡　敦　子
９ 副部会長（根郷） ㈲むらかみ 村　上　マサ代
10 幹　　事（成田） ㈱キョウマス 京　増　貴　子
11 幹　　事（成田） ㈱諸岡市郎左衛門商店 諸　岡　由吏子 税制委員
12 幹　　事（大栄） ㈱飯塚造園 飯　塚　邦　子
13 幹　　事（臼井） ㈲グリーンベルト 升　崎　百合子 広報委員
14 幹　　事（臼井） ㈱さくら経理センター 室　谷　利　子
15 幹　事（四街道） ㈲協和電気商会 佐　藤　艶　子
16 幹　　事（印西） ㈱ヤマチョー 山　口　萬紀子
17 幹　　事（ 栄 ） ㈲金田屋 勝　田　和　世

会計幹事（臼井） ㈱さくら経理センター 室　谷　利　子
18 部会監事（根郷） ㈱村山ツーリストビューロー 村　山　美　乃



（５）部会事業の概要

（６）主な本部事業等への参加の概要

（７）主な全法連・県法連事業への参加の概要
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事　　業　　名 実　施　日 会　場　等
１ 第１回役員会 令和２年５月15日（金） 成田法人会館
２ 総会（講演会・懇親会は中止） 令和２年５月15日（金） 成田法人会館
３ 第２回役員会 令和２年７月17日（金） 川豊西口館
４ 観劇研修会 令和２年10月23日（金） 成田ビューホテル
５ 署長との意見交換会 令和２年11月18日（水） 成田法人会館
６ 第３回役員会 令和２年12月11日（金） 成田法人会館

７ 租税教室
令和２年11月17日（火）
令和２年12月１日（火）
令和２年12月18日（金）

佐倉市立山王小学校
佐倉市立王子台小学校
佐倉市立白銀小学校

８ 第４回役員会 令和３年３月12日（金） ※開催中止

事　　業　　名 実　施　日 会　場　等
１ 第１回理事会 令和２年４月23日（木） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
２ 税制委員会 令和２年５月８日（金） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
３ 第１回広報委員会 令和２年５月13日（木） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
４ 第１回地域社会貢献委員会 令和２年５月13日（木） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
５ 第47回定時総会 令和２年６月29日（月） 成田法人会館
６ 第１回厚生委員会 令和２年６月22日（金） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
７ 夏休みお楽しみイベント 令和２年７月18日（土） ※開催中止
８ 第２回地域社会貢献委員会 令和２年８月26日（水） 成田法人会館
９ 第２回理事会 令和２年９月８日（火） ホテル日航成田
10 夏季税制セミナー 令和２年９月８日（火） ※開催中止
11 第２回広報委員会 令和２年９月11日（金） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
12 第１回常任理事会 令和２年10月14日（水） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
13 税に関する街頭キャンペーン 令和２年11月12日（木） ＪＲ成田駅前
14 法人会チャリティーゴルフ大会 令和２年11月20日（金） 久能カントリー倶楽部
15 第２回常任理事会 令和２年12月４日（金） ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
16 第１回総務委員会 令和２年12月８日（火） 成田法人会館
17 税務署への新年挨拶 令和３年１月６日（水） ※開催中止
18 賀詞交歓会（新春講演会） 令和３年１月27日（水） ※開催中止
19 第３回地域社会貢献委員会 令和３年２月24日（水） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
20 第３回広報委員会 令和３年２月24日（水） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
21 第２回厚生委員会 令和３年３月５日（金） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
22 第２回総務委員会 令和３年３月９日（火） ※開催中止（資料郵送にて書面表決）
23 第３回理事会 令和３年３月17日（水） ヒルトン成田

事　業　名 実　施　日 会　場　等
１ 第15回全国女性フォーラム愛媛大会 令和２年11月25日（水） ※開催中止
２ 県法連定時総会 令和２年６月16日（火） ※開催中止
３ 県法連女性連協講演会等 令和２年６月25日（木） ※開催中止



（１）女性部会総会・第１回役員会

諸岡陽子部会長 加瀬文江議長

女性部会総会の様子

諸岡陽子部会長の挨拶

第２回役員会の様子

役員会後の懇親会

（２）第２回役員会
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　５月15日（金）令和２年度第１回女性部会役員
会および女性部会総会が成田法人会館の会議室
において開催されました。
　総会は、新型コロナウイルス感染症の予防措
置として、会場の変更及び講演会、意見交換会、
ご来賓の招待を中止することとなりました。
　総会前には、第１回女性部会役員会が開催さ
れ、13名の役員が出席し、総会の進行、今後の
スケジュール等について確認しました。また新
たに副部会長５名が選任され、部会長のもと８
名の副部会長が各地区をとりまとめるとともに
役割分担を明確にし、一致協力して部会活動に
取り組む体制となりました。
　総会は、諸岡部会長の挨拶の後、事務局より、
出席部会員数と委任状の合計が総会の議決件数
の過半数を超えており本総会は有効に成立する
旨の報告がなされ、会長の指名により加瀬文江
副部会長が議長となり議事が始められました。
そして以下の議案について審議が行われ、全議
案とも原案どおり承認可決されました。
　第１号議案：令和元年度事業報告の件
　第２号議案：令和元年度収支決算報告
　報告事項：令和２年度事業計画及び収支予算

５　令和２年度の主な部会事業の概要５　令和２年度の主な部会事業の概要

　７月17日（金）成田市の川豊西口館において、
第２回女性部会役員会が開催され、諸岡陽子部
会長以下15名が参加しました。
　役員会では、新型コロナウイルス感染予防を
踏まえた部会行事等の開催について説明・審議
が行われました。
（１）租税教室への参加（講師）について
（２）税に関する絵はがきコンクールの開催に
　　　ついて
（３）署長との意見交換会について
（４）観劇（研修）について
　そして、税に関する絵はがきコンクールの開
催については、新型コロナウイルス感染症拡大
で休校が続いた６年生への学業負担等を考慮し、
本年冬の実施は見送ることとしました。



（３）第３回役員会

諸岡陽子部会長の挨拶

第３回役員会の様子

女性部会作製のアマビエのイラスト入りエコバッグ

アマビエとは？
　江戸時代後期に肥後の国（現・熊本県）
の海に現れた半人半魚の妖怪です。
　「悪い病が流行したら、私の姿を描いて
人々に見せよ」と告げたという。
　新型コロナウイルス感染症という病を退
けたい祈りの気持ちが届くようにと、環境
対策としてのエコバッグにアマビエのイラ
ストに入れました。
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　12月11日（金）第３回女性部会役員会が、成田
法人会館において、諸岡陽子女性部会長以下15
名の役員が出席して開催されました。
　また、成田税務署から古澤法一統括官、野田
審理担当上席の参加を頂きました。
　主要な議題は以下のとおり。
　第１議題　令和２年度事業成果の概要
　第２議題　令和３年度事業の大綱（案）
　第３議題　令和３年度の役員体制について
　最初に第１議題である「令和２年度事業成果
の概要について」報告があり、令和２年度の事
業として計画した総会・講演会・意見交換会、
研修（観劇）、地域社会貢献活動、税知識の普及
啓発活動、租税教育活動（絵はがきコンクール
等）は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響
により、やむなく多くの事業が中止・変更とな
りましたが、部会員の皆様が安心して参加頂け
るように感染防止対策を講ずるなか、劇団前進
座を成田に招聘し、観劇研修会として朗読劇
「平次女難」を開催しました。また、女性部会
で作成したアマビエのイラスト入り「エコバッ
グ」を11月の「税を考える週間」にＪR成田駅
前での街頭キャンペーンで配布したり、小学校
の租税教室に講師として参加するなど、新たな
事業にも積極的に取り組んだことが報告されま
した。
　第２議題の「令和３年度事業の大綱（案）」は、
女性経営者等として税務・税制・経営等に関す
る知識、一般教養の向上を図るとともに部会員
相互の親睦を深め、本部の研修会、地域社会貢
献活動、会議等に積極的に参加し、成田法人会
の活性化に資することを方針としました。
　また、来年度は女性部会創立45周年であるこ
とから、記念事業を計画・実施することとしま
したが、新型コロナウイルス感染症の状況等を
注視しつつ検討していくこととしました。
　第３議題の「令和３年度の役員体制につい
て」では、令和３年度の総会時が役員改選とな
るので、来期の役員体制を確認しました。



（４）第４回役員会 （５）署長との意見交換会

大久保署長からの講話の様子

講話を聴く参加者の様子

参加者の皆さん
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　３月12日（金）第４回女性部会役員会は、新型
コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣
言が発令されていることから開催を中止とし、
役員に資料を送付して議案を審議することとし
ました。
　審議する内容は、以下の議題でした。
　第１議題　令和２年度事業報告
　第２議題　令和２年度収支決算（概算）
　第３議題　令和３年度事業計画（案）
　第４議題　令和３年度予算（案）
　また女性部会創立45周年記念式典及び記念事
業等については、新型コロナウイルス感染症の
動向を注視し、参加される部会員やご来賓の安
全や健康を第一に実施を検討することとしまし
た。
　そして審議された議案は、５月21日（金）にＡ
ＮＡクラウンプラザホテル成田で開催予定の総
会に上程されることとなりました。

【総会での講師】
講　師：気象予報士　南　利幸氏
演　題：目からうろこの天気予報（仮）

略　歴：1965年３月　兵庫県西宮市生まれ。
　　　　1988年３月　広島大学総合科学部環境
　　　　　　　　　　科学コース卒業。
　　　　1990年３月　広島大学大学院生物圏科
　　　　　　　　　　学研究科修了（気候学専攻）。
　　　　1990年４月　（財）日本気象協会関西支
　　　　　　　　　　社入社。
　　　　2006年３月　（財）日本気象協会を退職
　　　　　　　　　　フリーの気象予報士。
　　　　2012年10月　（株）南気象予報士事務所
　　　　　　　　　　設立。代表取締役。

　11月18日（水）成田法人会館において、青年部
会・女性部会合同による「成田税務署長との意
見交換会」が開催されました。
　成田税務署からは、大久保昇一税務署長、外
川幸裕副署長、古澤敏之法一統括官、野田康弘
審理担当上席の４名が出席されました。青年部
会・女性部会からは10名が参加しました。
　最初に大久保署長から「税と将来について考
える」と題して講話があり、ＯＥＣＤ諸国の政
府支出の状況や国民負担率の国際比較、少子高
齢化の進行と国民１人当たり医療費・介護費の
増加、公共サービスと受益者負担など、資料に
基づき多岐にわたって熱心なお話を頂きました。
　講話後には意見交換会が行われ、コロナ禍の
なか年末調整説明会や確定申告無料相談会の開
催有無や、税に関する広報活動等について質問
があり、税務署から丁寧な回答と説明が行われ
ました。



（６）小学校での租税教室

講師研修会の様子

佐倉市立山王小学校での租税教室

佐倉市立王子台小学校での租税教室

佐倉市立白銀小学校での租税教室

１億円のレプリカを展示
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　女性部会と青年部会は、11月から12月にかけ
て域内の小学校６校（各々３校ずつ）を訪問し、
６年生を対象とした「租税教室」を開催しまし
た。
　租税教室の講師は、従来、青年部会員が務め
ていましたが、今年度より女性部会においても
新規事業として租税教室の講師を務めることと
なりました。そして10月28日（水）には、成田法
人会館において講師研修会を開催し、租税教室
の運営について研修を行いました。
　授業では、税金の種類や税金の使われ方、納
める大切さを説明し、税金が無い社会を仮想し
たアニメ「マリンとヤマト　不思議な日曜日」
を上映して理解を深めてもらいました。そして
生徒からは活発な質問等がなされ、充実した租
税教室が開催できました。

実施日 学校名 講　師

11月17日
佐倉市立
山王小学校

諸岡由吏子氏
京増　貴子氏

12月１日
佐倉市立
王子台小学校

室谷　利子氏
升崎百合子氏

12月14日
四街道市立
大日小学校

金塚　　学氏
長谷川智之氏

12月17日
印西市立
木刈小学校

長谷川智之氏

12月18日
栄町立
安食小学校

金塚　　学氏
岩崎　正佳氏

12月18日
佐倉市立
白銀小学校

石渡　敦子氏
三橋　由美氏



（７） 観劇研修会
劇団前進座による朗読劇『平次女難』
～野村胡堂原作「銭形平次捕物控」より～

林康博法人会会長 諸岡女性部会長

前進座の俳優さんたちによる朗読劇の様子

劇団前進座について
　劇団前進座は1931年（昭和６年）に創立さ
れ、武蔵野市を本拠とする日本の劇団です。
　市井の庶民・江戸っ子をリアルに描く世
話物を得意としており、歌舞伎・時代劇・
現代劇・児童劇と多彩なレパートリーがあ
ります。
　今回は俳優４人の方による朗読劇「銭形
平次捕物控」を成田で上演頂きました。
　銭形平次といえば、テレビでの大川橋藏
主演による時代劇ドラマ（1966年～1984年）
や長谷川一夫主演による映画（18作）が有名
ですが、今回は1931年より連載された野村
胡堂による作品（文藝春秋発行の「文藝春
秋オール讀物号」）から「平次女難」を取り
上げました。
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　10月23日（金）青年部会・女性部会の共催によ
る観劇研修会が、成田ビューホテルで開催され、
青年部会、女性部会の会員および林康博法人会
会長が参加しました。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大の懸念
が続いていることから、参加者の健康や安全面
を考慮して都内等へバスで出向かず、新たな取
り組みとして、成田に「劇団前進座」をお招き
する形式で観劇することとなりました。また
「三密」を避けるため、参加人数は50名限定と
し、広い会場で席の間隔を十分あけるなど、感
染対策を図る中での開催となりました。
　また地元の成田高校演劇部をご招待し、生徒
や先生方５名が参加されました。

　開演にあたり、主催者を代表して諸岡陽子女
性部会長より挨拶があった後、会場２階から前
進座の俳優の皆さんが着物姿で登場。大きな拍
手のなか階段を下りて来て１階の舞台に登場し
ました。
　今回の演目は、野村胡堂原作「銭形平次捕物
控」より『平次女難』で、４人の俳優による臨
場感溢れる朗読劇として演じられました。
　あらすじは、「銭形の平次が子分のガラッ八
と亥刻よつ（十時）過ぎに両国橋にかかったと
き、橋の上から1人の女が突然川の中へザブン
と身を投げ、それを見た平次が飛び込んで助け
るところから話が始まります。そしてそのお楽
という女に、駄菓子屋の娘お町、石原の利助の
娘のお品、平次の女房お静などが関わり、まさ
に平次女難といった状況となりますが、そこで
殺しの事件が起こり、女房お静に下手人の疑い
がかかります……」

　俳優さんたちの朗読劇に、参加者は昔にタイ
ムスリップして間近に江戸市民の会話を聞いて
いるかのような不思議な世界に浸る中、野村胡
堂の代表作である銭形平次捕物控の面白さに、
時間が経つのも忘れ聴き入っていました。
　約50分の朗読劇が終わった後、前進座さんか
ら劇団や俳優さん達の紹介などをお話し頂き、
ご招待した成田高校演劇部の生徒さんから感想
を述べて頂きました。
　そして女性部会から花束が贈呈され、林康博
会長からお礼の挨拶が行われました。続いて、
少人数ずつ分かれて俳優さん達と一緒に記念撮
影が行われました。
　参加者には、前進座のオリジナル手拭いと、
女性部会が作成したアマビエが印刷されたエコ
バッグが記念のお土産として配られました。



女性部会と前進座の皆さん

女性部会と前進座の皆さん

女性部会と前進座の皆さん

劇団前進座について
　嵐　芳三郎さん（銭形平次　ほか）
　秋元　辰美さん（お静　ほか）
　小林　祥子さん（お楽　ほか）
　松永　　遥さん（八五郎　ほか）

女性部会と前進座の皆さん

林会長・青年部会と前進座の皆さん

女性部会役員からの花束贈呈

懇親会での諸岡部会長の挨拶

懇親会の様子
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　観劇研修会の後、女性部会の参加者による懇
親会が同じ成田ビューホテル11Fの「フレンチ
ダイニング　ザ・トップ」で開催されました。
諸岡陽子女性部会長から、本日の観劇研修会の
感想を交えた挨拶の後、片岡愛子副部会長の乾
杯で楽しく美味しい会食が始まりました。
会食の合間には、11月20日に開催される法人会
チャリティーゴルフ大会への募金も行われまし
た。
　そして石渡敦子副部会長の中締め挨拶で、心
豊かな観劇研修の夜が幕を閉じました。



（８） 本部事業への参加の概要

林会長 江口議長

総会の様子 常任理事会の様子

法人会長表彰の受彰者
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① 第47回定時総会

　６月29日（月）第47回定時総会が成田法人会館
の会議室において開催されました。
　新型コロナウイルス感染予防措置を講じるた
め、今回は当初日程・会場の変更及び講演会、
意見交換会、ご来賓の招待、表彰式典を中止す
ることとなりました。
　総会は、林康博会長挨拶の後、事務局より、
出席正会員数と委任状の合計が総会の議決件数
の過半数を超えており、本総会は有効に成立す
る旨の報告がなされ、会長の指名により江口寛
通副会長が議長となり議事が始められました。
　冒頭、議長より議事録署名人の選出について
諮られ、村岡竜司常任理事及び諸岡市郎左衛門
理事が選出された後、以下の議案について審議
が行われ、全議案とも異議等なく原案どおり承
認可決されました。
　第１号議案：令和元年度事業報告の件
　第２号議案：令和元年度計算書類及び公益目
　　　　　　　的支出計画実施報告の承認並び
　　　　　　　に監査報告の件
　報告事項　１．支部の統合について
　　　　　　２．令和２年度事業計画及び収支
　　　　　　　　予算について

② 第１回常任理事会（納税表彰式）
　12月４日（金）第１回常任理事会が、ＡＮＡク
ラウンプラザホテル成田において開催されまし
た。女性部会からは諸岡部会長が常任理事とし
て出席しました。
　また、成田税務署から大久保署長、外川副署
長、古澤統括官、大西調査官の４名の方の参加
を頂きました。
　そして、新型コロナウイルス感染症拡大の懸
念が続いていることから、税務署及び関係６団
体での納税表彰式が中止となったため、今回の
常任理事会において「納税表彰式」が行われ、
法人会会員が表彰されました。
　女性部会からは、升崎百合子氏が成田法人会
長表彰を受彰されました。

 令和２年度　納税表彰受彰者 

【東京国税局長表彰】（１名）
　　林　　康博氏（成田東支部）
【成田税務署長表彰】（２名）
　　吉田　孝一氏（志津北支部）
　　山本　　孝氏（四街道支部）
【成田税務署長感謝状】（１名）
　　宇都宮高明氏（成田ニュータウン支部）
【成田法人会長表彰】（２名）
　　半谷　光司氏（臼井支部）
　　升崎百合子氏（臼井支部）



街頭キャンペーンの様子

左から小泉一成成田市長、大久保昇一成田税務署長、
里崎智也氏、林会長、長谷川青年部会長
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③ 税知識の普及・啓発に関する
　 街頭キャンペーンへの参加

　成田法人会青年部会が中心となって、「税を
考える週間（11月11日～17日）」において税知
識の普及・啓発活動を行うこととし、11月12日
（木）10時よりＪＲ成田駅東口の㈱千葉銀行成田
支店前において、市民に対し税に関するパンフ
レット等500部の配布活動を行いました。
　なお県内で知名度の高い里崎智也氏（元千葉
ロッテマリーンズ捕手、現野球解説者および
千葉ロッテマリーンズ・スペシャルアドバイ
ザー）をお招きし街頭キャンペーンに参加して
頂きました。
　法人会からは、林会長、諸岡副会長、小泉成
田北支部長、神﨑成田東支部長、村岡成田中央
支部長、宇都宮成田ニュータウン支部長、長谷
川青年部会長、金塚青年部幹事、諸岡女性部会
長、香取広報委員、事務局４名の計14名が参加
しました。
　また成田税務署より大久保署長ほか幹部の
方々、成田市より小泉市長ほか幹部の方々、そ
して成田青色申告会、成田酒類業懇話会、成田
税務署管内納税貯蓄組合連合会、千葉県税理士
会成田支部の方々が参加されました。
　新型コロナウイルス感染症の予防対策として、
マスク、フェイスガード、白手袋等を身に着け、
市民の方に安心してパンフレット等の配布物を
受け取って頂けるよう取り組みました。
配布の際には、「パソコン・スマホで確定申告
をお願いします。」と声をかけ、確定申告会場
で「密」となる人混みの状態を避けるため、税
務署のパンフレットを見せてe-Taxの利用を呼
びかけました。

　配布開始と同時に、里崎氏は林会長や大久保
署長、小泉市長、諸岡女性部会長らと積極的に
パンフレットを片手に通行者に声を掛けて配布
し、ＪＲ成田駅や京成成田駅の周辺で多くの人
たちと握手をしたり、一緒に写真を撮ったりと、
里崎氏の明るく温かい人柄によって配布活動は
順調に進みました。
　また女性部会が作成した妖怪「アマビエ」の
イラスト入りエコバッグを一緒に配布し、税知
識の普及・啓発に加え、コロナ退散と環境保護
のメッセージも発信しました。
里崎氏は街頭キャンペーンの後、次に成田税務
署で「広報大使」としてタブレットを使った電
子申告などを体験されました。
　この街頭キャンペーンには、地元の成田ケー
ブルやケーブル296、千葉テレビ放送、TBS、
千葉日報社、朝日新聞等のメディアが取材に訪
れ、里崎氏を招聘した効果とともに、法人会の
活動を積極的にPRすることができました。
【実施概要】
　日　時　令和２年11月12日（木）　10：00～
　場　所　ＪＲ成田駅東口
　　　　　（千葉銀行成田支店前）
　主　催　一般社団法人　成田法人会
　　　　　青年部会
　協　賛　成田青色申告会、成田間税会、成田

酒類業懇話会、成田税務署管内納税
貯蓄組合連合会、千葉県税理士会成
田支部

　後　援　成田税務署
　協　力　成　田　市
　ゲスト　里崎　智也 氏
　配布物　税に関するパンフレット等



女性部会の参加者

女性部会の参加者

（９） 全法連・県法連事業への参加

成田市役所での展示
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④ 法人会チャリティーゴルフ大会への参加
　11月20日（金）地域社会貢献委員会が企画した
チャリティーゴルフ大会が久能カントリー倶楽
部（富里市久能722）にて開催されました。
　参加者は115名で、30組がイン・アウトに15
組ずつ分かれてスタートし、暮秋にはやや暖か
い気温のなかプレーを楽しみました。
　女性部会からは、諸岡陽子部会長、片岡愛子
副部会長、諸岡富美子氏の３人の組と、井野口
綾子顧問、牟田千代子氏、そしてこのゴルフを
機会に新しく女性部会員となった四街道地区の
水堀絹代氏と栁澤寿子氏の４人の組の計２組が
参加しました。また10月23日の観劇研修後の懇
親会で集められた募金も寄付されました。
　本大会の開催趣旨は、今般の新型コロナウイ
ルス感染拡大により、医療機関への負担は増す
一方であることから、法人会として地域の医療
業務に少しでも寄与すべく、ＰＣＲ検査等に
日々尽力されている公益社団法人印旛市郡医師

会（成田市加良部）に対し、支部、部会、会員
の協力をもって寄付を行い新型コロナウイルス
感染対策の一助として頂くためにチャリティー
ゴルフ大会を開催するものです。
　そして、個人や支部、部会からの寄付総額は
100万円を超え、12月８日（火）に同医師会の菅
谷義範会長を法人会館にお招きし贈呈式を行い
ました。

⑤ 第６回税に関する絵はがきコンクールの
　 ポスター掲示
　女性部会では、令和元年度に実施した第６回
「税に関する絵はがきコンクール」の優秀作品
及び入選作品計54点を印刷したポスターを作成
し、市役所等に掲示して、多くの市民の方に活
動を周知する活動を行いました。
　ポスターは３月下旬より、成田市役所、佐倉
市役所、富里市役所、印西市役所、白井文化セ
ンター、ＪＲ成田駅、ＪＲ佐倉駅、北総線印西
牧の原駅等に順次掲示し、市民の方々に生徒さ
んたちの作品を見て頂きました。

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の
拡大により、４月に予定されていた第15回全国
女性フォーラム愛媛大会は11月に延期されまし
たが、最終的に中止となりました。
　県法連の総会や各種事業の多くも残念ながら
中止となりました。
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６　令和３年度部会事業計画６　令和３年度部会事業計画

　女性経営者等として税務・税制・経営等に関
する知識、一般教養の向上を図るとともに部会
員相互の親睦を深める。また、本部の研修会、
地域社会貢献活動、会議等に積極的に参加し、
成田法人会の活性化に資する。また女性部会創
立45周年記念事業を計画・実施する。

（１）総　会
　 ① 日　時：5月21日（金）
　 ② 会　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル
　　　　　　　成田
　 ③ 内　容：総　会
　　　　　　　講　演　気象予報士
　　　　　　　　　　　南　利幸 氏

（２）研　修（観劇他）
　 ① 時　期：10～11月
　 ② 内　容：観劇、研修（工場見学、体験ツ
　　　　　　　アー等）

（３）署長との意見交換会
　 ① 日　程：11月19日（金）
　 ② 開　催：青年部会と合同で実施

（４）「税に関する絵はがきコンクール」
　 ① 女性部会が主催する公益事業として定着
　　　を図る。
　 ② 11～12月に実施する。
　　　（小学校各校から租税教室の日程が申請
　　　される３月中旬以降に調整。）

（５）租税教室の実施
　 ① 日　程：小学校の希望日に実施。
　 ② 租税教室に講師として参加し、絵はがき
　　　コンクールの説明・募集も行う。

（６）役員会
　　第１回　５月21日（金）
　　　　　　総会等の実施要領（進行確認）
　　　　　　研修（観劇）等
　　第２回　７月16日（金）
　　　　　　署長との意見交換会
　　　　　　地域社会貢献活動等
　　第３回　12月17日（金）
　　　　　　令和３年度事業成果概要及び令和
　　　　　　４年度事業大綱（案）
　　第４回　３月11日（金）
　　　　　　令和３年度事業報告及び収支報告
　　　　　　令和４年度事業計画及び予算（案）

（１）本部事業
　　総会、理事会、常任理事会、委員会、研修
　　会等

（２）全法連
　　第16回全国女性フォーラム新潟大会
　　（11月16日予定）

（３）県法連
　　総会、合同講演会、視察研修、賀詞交歓会

（４）納税表彰式（成田税務署主催）への参加

（１）記念誌の発行

（２）記念事業について
　　※記念事業については、新型コロナウイル

ス感染症の終息動向等注視するなか、参
加会員の安全・健康を第一に考え、実施
の有無、事業内容等を役員会で検討する。

４．女性部会創立45周年記念事業について

１．令和３年度の方針

２．部会事業

３．本部事業等への参加



50

女性部会報35号

８　女性部会会則、女性部会慶弔規約８　女性部会会則、女性部会慶弔規約

（名称）
第１条　本会は、社団法人成田法人会女性部会（以
下「本部会」という）と称する。

（組織）
第２条　本部会は、法人会組織内の部会として、会
員の女性経営者及び女性経理担当者等で本会の
趣旨に賛同する者をもって組織する。

（目的）
第３条　本部会は、経理能力、税務知識の向上を図
るとともに会員相互の親睦を図ることを目的と
する。

（事業）
第４条　本部会は、目的達成のため、次の事業を行
う。

 （1）法人会活動を活発化するため組織の拡充、体
質の強化について積極的に本部活動を支援す
る。

 （2）経理能力、税務知識の向上を図るため講習会、
研修会等を開催する。

 （3）その他、会員企業の相互啓発を促進し、協調
と連携を深めるため各種事業を行う。

（役員）
第５条　本部会に次の役員を置く。
 （1）部　会　長　　　　１名
 （2）副 部 会 長　　　　若干名
 （3）幹　　　事　　　　必要数
 （4）会 計 幹 事　　　　２名
 （5）監　　　事　　　　２名
（役員の選任）
第６条　役員は、総会において会員の中より選任す
る。

　２　部会長、副部会長、幹事、会計幹事及び監事
は、幹事の互選によりこれを選任する。

（役員の職務）
第７条　部会長は、本部会を代表し会務を統括する。
　２　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故
があるときはその職務を代行する。

　３　幹事は、総会の決議に従い本部会の運営を協
議執行する。

　４　会計幹事は、本部会の会計を管理する。
　５　監事は、本部会の会計を監査する。
（役員の任期）
第８条　役員の任期は、２年とし再選を妨げない。
（顧問の委嘱）
第９条　本部会に顧問及び相談役若干名を置くこと
ができる。顧問及び相談役は役員会の推薦によ
り部会長がこれを委嘱する。

（会の事務）
第10条　事務所は、成田法人会事務局に置き、本部
会の事務を事務局が担当する。

（会議の招集）
第11条　会議は、総会及び役員会として部会長がこ
れを招集する。

　２　総会は、毎年４月に招集する。
（会議の議決）
第12条　総会及び役員会は、会員又は役員の出席者
の過半数の同意得て議決する。

（会費）
第13条　本部会の経費は、別に定める会費及び法人
会の捕縄金並びに臨時会費を以てこれに充てる。

（寄附金）
第14条　本部会は、役員の承認を得て寄附金を受け
ることができる。

（事業報告）
第15条　本部会の収支予算及び決算は、事業計画及
び事業報告とともに法人会に報告し、その承認
を得なければならない。

（事業年度）
第16条　本部会の事業年度は、毎年４月１日にはじ
まり翌年３月31日に終わる。

付　則
　１　この規則は昭和60年４月１日より施行する。
　２　この規則は一部改正（部会名の名称等）によ
り平成６年４月20日より施行する。

（目的）

第１条　本部会会員の慶弔に際し、その慶弔の意を
表すため祝い金、弔慰金及び見舞金（以下「慶
弔金」）等について規定することを目的とする。

（種類）
第２条　慶弔の種類は、次のとおりとする。
 （1）ア　本　人　　　　　　香典　10,000円
　　　イ　代表者又は配偶者　香典　10,000円
　　ただし、役員の場合は別に協議する
 （2）火災見舞　　　　　　　清酒　２本
（担任）
第３条　慶弔時は、地元の役員がその衝にあたる
（その他の慶弔金等）
第４条　第２条によりがたい慶弔金の支出又は慶弔
の表意方法について必要があるときは、その都
度別に協議する。

（資金）
第５条　慶弔金は、部会の予算から支出する。
付　則
　この規約は、昭和60年10月４日から施行する。

女性部会会則

女性部会慶弔規約



千葉支店

〒261-7120 
千葉県千葉市美浜区中瀬-6-1 WBGﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ20F 
TEL.043-350-3170　FAX.043-297-6418

午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）



法人会の基本的理念
法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し

地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体である

千葉支社 成田営業所/千葉県富里市日吉台1-7-4（池田ビル2F）
TEL 0476-91-2491


