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講演会の様子

林 康博 会長 江口寛通 議長

　６月８日（火）第48回定時総会がホテル日航成
田において開催された。総会前には会長・副会
長会議が開催された。
　総会には、成田税務署より大久保昇一署長、
外川幸裕副署長、古澤敏之法１統括官、野田康
弘法１上席の御臨席を頂くとともに、108名の
正会員が出席し盛会に催された。

第１部　定時総会
　総会は、会長挨拶の後、役員功労表彰、会員
増強表彰（支部、個人、金融機関）、会員増強
感謝状（団体）、福利厚生制度推進成果報奨等
の各種表彰が執り行われ、表彰状、感謝状、記
念品等が贈呈された。
　次に、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、江
口副会長が議長に指名され議事が始められた。
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
行われた。
　第１号議案：令和２年度事業報告の件
　第２号議案：令和２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

　第３号議案：役員改選の件
　全議案とも異議等な
く原案どおり承認可決
された後、支部の統合
（印西支部と印西東支
部の統合）および令和
３年度の事業計画及び
収支予算について報告

令和３年度 第４８回　定 時 総 会

され、決議事項及び報告事項の全てが終了した。
　次に、本総会終結のときをもって退任される
５名の理事に対し、感謝状及び記念品の贈呈が
発表された。
　最後にご来賓の大久保成田税務署長からご祝
辞を頂き、閉会となった。

第２部　臨時理事会
　総会終了後、臨時理事会が開催された。そし
て会長、副会長、常任理事等が選出され、会長
には引き続き林康弘氏が選出された。また各委
員会の委員長、副委員長、委員が選出された。

第３部　講演会
　講演会では、千葉
ロッテマリーンズ・ス
ペシャルアドバイザー
であり野球解説者の里
崎智也氏を講師に迎え、
「下剋上、野球で学ん
だ勝ち抜く戦略」と題
して講演を頂いた。
　講演会は160名を超える参加者となり、里崎
氏の野球人生の軌跡をもとに、経営者にも共通
する勝ち抜く戦略についての具体的な講演内容
に、講演後も熱心な質疑応答が交わされた。

大久保昇一署長

里崎智也氏

参加者の様子
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受　章　者 （敬称略）

【役員功労表彰　２名】
　㈲鰻福亭　　　　　　小泉　暉朗（成田東）
　㈲ひかたや支店　　　馬場　正実（成田中央）
【会員増強達成支部表彰　16支部】
成田北、成田東、成田中央、成田西、成田ＮT、
空港、大栄、酒々井、八街、佐倉、志津南、
四街道、大日、四街道東、白井、栄

【会員増強個人表彰】
《最優秀賞（８社以上）１名》
　成田倉庫㈱　　　　　諏訪　憲治（空　港）
《優秀賞　（５社以上）１名》
　㈱九州屋紙器　　　　江口　寛通（白　井）
《優良賞　（３社以上）２名》
　印東開発㈱　　　　　山﨑　昭男（成田西）
　㈲伸幸興業　　　　　髙橋　　昭（大　日）
【会員増強金融機関表彰】
《最優秀賞（８社以上）１支店》
　㈱千葉銀行　四街道支店
《優秀賞　（５社以上）４支店》
　㈱千葉銀行　成田支店
　㈱千葉銀行　八街支店
　㈱千葉銀行　佐倉支店
　㈱京葉銀行　八街支店
《優良賞（３社以上）４支店》
　㈱千葉銀行　富里支店
　㈱千葉銀行　志津支店
　㈱千葉銀行　酒々井支店
　㈱千葉銀行　ユーカリが丘支店
【会員増強団体感謝状　２団体】
　大同生命保険㈱千葉支社成田営業所
　ＡＩＧ損害保険㈱千葉支店
【福利厚生制度推進支部表彰　10支部】
　成田中央、空港、富里、酒々井、八街、根郷、
　臼井、志津南、四街道、四街道東
【福利厚生制度推進個人表彰】
〔会　員〕２名
　㈲澤田商会　　　　　澤田　和宏（富　里）
　賛助会員　　　　　　齊藤　勝則（酒々井）
〔推進員〕７名
　青木幸子、前田美奈、吉田陽子、金子賢一、
　宮嶋純一、林　香里、川田博美
【退任された役員への感謝状　５名】
　㈲山﨑工業　　　　　山﨑　利雄（印　西）

　㈱平成倉庫　　　　　山本　和男（八　街）
　㈱クリケット　　　　齊藤　吉雄（志津南）
　ウッドテック　　　　小池　基之（印　西）
　㈱Ｏ・Ｃ　　　　　　本宮　文意（　栄　）
【全国法人会総連合からの功労者表彰】
　㈱米分　　　　　　　諸岡　　勲（成田中央）
　栄産業㈱　　　　　　海老原勝治（印　西）
　㈱善寿屋　　　　　　山本　博久（　栄　）
【千葉県法人会連合会からの功労者表彰】
　㈲オカノ北総衣料家具センター
　　　　　　　　　　　岡野　耕平（富　里）
　㈲佐倉防疫　　　　　實川　正道（根　郷）
　㈱ＦＭＧ　　　　　　諸岡　正德（成田中央）

役員功労表彰の様子

会員増強支部表彰の様子

会員増強個人表彰の様子
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令和３年度　理事・監事名簿

（理　事） （敬称略）
番号 役　職　名 氏　　　名 法　　人　　名 所属支部名
１ 会　会　長 林　　　康　博 三和総業㈱ 成 田 東
２ 副　会　長 江　口　寛　通 ㈱九州屋紙器 白　　井
３ 副　会　長 野　口　恭　義 ㈱野口屋 臼　　井
４ 副　会　長 金　親　栄　一 ㈲金親商事 四 街 道
５ 副　会　長 吉　田　孝　一 ㈲吉田屋呉服店 志 津 北
６ 副　会　長 海　寳　弘　和 ㈱海寶製材所 八　　街
７ 副　会　長 藤　﨑　政　弘 ㈱藤エンタープライズ 空　　港
８ 副　会　長 小　幡　和　男 ㈱小幡工務店 印　　西
９ 副　会　長 諸　岡　　　勲 ㈱米分 成田中央
10 専 務 理 事 井　上　立　雄 成田法人会事務局 事 務 局
11 常 任 理 事 小　泉　吉　則 ㈲なるげや冷菓 成 田 北
12 常 任 理 事 神　﨑　　　誠 成田空港警備㈱ 成 田 東
13 常 任 理 事 村　岡　竜　司 ㈲村岡教材社 成田中央
14 常 任 理 事 荒　木　　　博 ㈲栄光商会 成 田 西
15 常 任 理 事 宇都宮　高　明 ㈲三里塚航業 成田ニュータウン
16 常 任 理 事 小　幡　晋　彦 小幡建材㈱ 空　　港
17 常 任 理 事 宮　前　孝　次 ナリタフードサービス㈱ 遠　　山
18 常 任 理 事 飯　塚　𠀋　夫 ㈱飯塚造園 大　　栄
19 常 任 理 事 岡　野　耕　平 ㈲オカノ北総衣料家具センター 富　　里
20 常 任 理 事 福　田　正　明 ㈲福美 酒 々 井
21 常 任 理 事 竹　村　信　彦 竹村電気工事㈱ 八　　街
22 常 任 理 事 藤　川　卯之助 ㈱藤川本店 佐　　倉
23 常 任 理 事 實　川　正　道 ㈲佐倉防疫 根　　郷
24 常 任 理 事 半　谷　光　司 ㈱コラム 臼　　井
25 常 任 理 事 蕨　　　秀　明 ㈲丸山クリーン 志 津 北
26 常 任 理 事 田　中　時　之 ㈱一梅 志 津 南
27 常 任 理 事 山　本　　　孝 ㈲山本産業 四 街 道
28 常 任 理 事 櫻　井　　　守 ㈲シーアンドエムアシストサービス 大　　日
29 常 任 理 事 新良貴　弘　隆 ㈲フリーハウジング 四街道東
30 常 任 理 事 平　川　　　進 ㈲緑進企画 白　　井
31 常 任 理 事 海老原　勝　治 栄産業㈱ 印　　西
32 常 任 理 事 山　本　博　久 ㈱善寿屋 栄
33 常 任 理 事 長谷川　智　之 長谷川木材㈱ 根　　郷
34 常 任 理 事 諸　岡　陽　子 ㈱米分 成田中央
35 理　　　事 諸岡市郎左衛門 ㈱諸岡市郎左衛門商店 成 田 東
36 理　　　事 飯　塚　信　義 ㈱信水舎書店 成田中央
37 理　　　事 諸　岡　正　德 ㈱FMG 成田中央
38 理　　　事 諏　訪　憲　治 成田倉庫㈱ 空　　港
39 理　　　事 藤　﨑　礼　子 三桜商事㈱ 空　　港
40 理　　　事 加　瀬　文　江 ㈱ナリコー 空　　港
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（理　事）
番号 役　職　名 氏　　　名 法　　人　　名 所属支部名
41 理　　　事 藤　崎　幸　雄 藤崎舗道㈱ 大　　栄
42 理　　　事 戸　村　定　資 ㈲戸村建設 下　　総
43 理　　　事 海　宝　輝　美 ㈲海宝モータース 富　　里
44 理　　　事 佐々木　作　三 ㈲佐々木農場 富　　里
45 理　　　事 森　田　修　仁 ㈱森田商店 富　　里
46 理　　　事 小　坂　明宮己 ㈱小坂建設工業 酒 々 井
47 理　　　事 上　野　智　弘 ㈲上野屋本店 八　　街
48 理　　　事 實　川　良　雄 ㈱實川文雄商店 八　　街
49 理　　　事 中　村　和　雄 ㈱中村太一商店 八　　街
50 理　　　事 奈　良　　　實 奈良屋印刷㈱ 八　　街
51 理　　　事 塩野谷　憲　司 ㈱塩野谷周太郎商店 八　　街
52 理　　　事 藤　川　浩　志 ㈱ヤマニ味噌 佐　　倉
53 理　　　事 林　　　善　次 ㈱東照電気 佐　　倉
54 理　　　事 石　渡　敦　子 ㈲佐倉読売サービスセンター 佐　　倉
55 理　　　事 宍　倉　勝　己 大昌建設㈱ 根　　郷
56 理　　　事 中　村　慶太郎 ㈱太伸 根　　郷
57 理　　　事 椎　名　俊　治 京葉丸八鋼管㈱ 根　　郷
58 理　　　事 三　橋　由　美 ㈱三橋堂本店 臼　　井
59 理　　　事 栁　澤　隆　善 ㈱高陽運輸 大　　日
60 理　　　事 古　川　　　茂 東総自動車工業㈱ 四街道東
61 理　　　事 野　水　俊　夫 野水綱業㈱ 白　　井
62 理　　　事 五十嵐　新　一 ㈲五十嵐電気商会 印　　西
63 理　　　事 菅　賀　　　博 ㈲丸久 印　　西
64 理　　　事 海老原　　　学 ㈱えびはら 印　　西
65 理　　　事 颯　佐　直　也 ヤマト造園土木㈱ 印　　西
66 理　　　事 柴　﨑　純　子 ㈲オアシス 印　　西
67 理　　　事 山　口　萬紀子 ㈱ヤマチョー 印　　西

（幹　事）
番号 役　職　名 氏　　　名 法　　人　　名 所属支部名
１ 監　　事 半　田　健　一 半田健一税理士事務所 佐　　倉
２ 監　　事 山　﨑　昭　男 印東開発㈱ 成 田 西

（顧　問）
番号 役　職　名 氏　　　名 法　　人　　名 所属支部名
１ 顧　　問 柴　崎　達　夫 ㈱シバサキ・コーポレイション 印　　西
２ 顧　　問 櫻　井　勝　治 櫻井建設㈱ 八　　街
３ 顧　　問 石　川　邦　紘 ㈱石川自動車工業 空　　港
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税 制 委 員 会

　５月７日（金）税制委員会が成田法人会館にお
いて、野口委員長及び２名の委員が出席して開
催された。また、成田税務署から古澤統括官、
野田上席の参加を頂いた。

委員会では、
①法人会の「令和３年度税制改正に関する提
言」の主な実現事項

②「令和４年度税制改正」に関する検討テーマ
③「令和４年度税制改正に関するアンケート」
の集計結果

④「令和４年度税制改正要望事項」（案）
について説明・審議がなされ、財政健全化や、
消費税引き上げに伴う対応措置、中小企業の活
性化に資する税制措置、事業承継税制の拡充、
役員給与の損金算入の拡充、租税教育の重要性
等を、令和４年度税制改正に関する提言（案）と
して県法連に提出することとなった。

千葉県法人会連合会 青年連協・女性連協理事会、合同講演会

　６月21日（月）一般社団法人千葉県法人会連合
会の青年部会連絡協議会および女性部会連絡協
議会の理事会、合同講演
会が、千葉市中央区のホ
テルポートプラザちばに
おいて開催された。
　成田法人会では、青年
部会から長谷川智之部会
長、関謙一副部会長が出
席した。女性部会からは
諸岡陽子部会長、三橋由
美副部会長が出席した。
　理事会終了後は、合同
講演会が開催され、講師
に管理栄養士で㈱エビー
タ代表取締役の浅野まみ

こ氏をお招きし、「大人の食育」と題して講演
が行われた。

野口税制委員長 古澤統括官

税制委員会の様子

青年部会の出席者 女性部会の出席者
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令和３年度　青年部会総会

　５月21日（金）ＡＮＡクラウンプラザホテル成
田において、令和３年度青年部会総会が開催さ
れ部会員17名が出席した。また、成田税務署よ
り外川副署長、野田上席、本部より海寳副会長
の参加をいただいた。
　総会前には、第１回青年部会役員会が開催さ
れ、10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た。
　総会では、議事に先立ち、外川成田税務署副
署長、海寳副会長から青年部会の今後の活動に
対する期待を込めた祝辞をいただいた。
　議事は、第１号議案の令和２年度事業及び第
２号議案の令和２年度収支決算報告、第３号議
案役員の改選、そして令和３年度事業計画及び
予算について審議され、全て議案通り可決承認
された。
　議事終了後、令和２年度で青年部会を卒業と
なった３名の紹介があり、代表して川島孝之氏
に感謝状と記念品が贈呈された。

長谷川部会長 外川副署長 海寳副会長

卒業者に記念品贈呈

卒　業　者

㈲ヨシダヤ 能城　和宏 氏

㈱両総グランドサービス 川島　孝之 氏

㈲アイズ・ファーム 石川　　玄 氏

総会の様子

【令和３年度青年部会役員】　　　（敬称略）

役職名 法　人　名 氏　名

部 会 長 長谷川木材㈱ 長谷川智之

副部会長 ㈱ｂｒａｖｅ 関　　謙一

副部会長 ㈱長門建設 目等　研二

副部会長 ㈱秋桜 米井　重行

副部会長 ㈱赤門 山下　智一

幹　　事 ㈲オフィス愛 金塚　　学

幹　　事 眞名子建設㈱ 眞名子裕太

幹　　事 ㈲印旛防疫社 固本　俊一

幹　　事 ㈱とうわ 青柳　　潤

幹　　事 ㈱タイトウ 大野　宏樹

幹　　事 栄産業㈱ 海老原　諒
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創立45周年 令和３年度女性部会総会

１．総　会
　女性部会は、５月21日（金）ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル成田において令和３年度総会を開催
し、部会員30名が出席した。また成田税務署か
ら外川副署長、古澤統括官、野田上席の参加を
頂いた。
　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番目の婦人部会として創立され
て以来、歴代の部会長（荒井綾子氏、諸岡しづ
子氏、吉田とく氏、井野口綾子氏、網仲純子氏、
諸岡陽子氏）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き
た。そして本年度で45周年を迎えたものの、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で、記念式
典や祝賀会等は自粛することとなったが、総会
時に全部会員へ創立45周年記念誌と記念品の配
布を行った。
　総会前には、第１回女性部会役員会が開催さ
れ、19名の新旧役員が出席し、総会の進行、今
後のスケジュール等について話し合った。また
感染予防対策としてマスクの着用、手・指の消
毒、入室前の検温、換気の徹底、座席の間隔等
が図られていることを確認した。
　総会では、三橋由美副部会長の開会の辞に続
き、諸岡陽子部会長の挨拶が行われた。その後、
加瀬文江副部会長が議長に指名され議事に入っ
た。
　議事は、第１号議案の「令和２年度事業報
告」及び第２号議案の「令和２年度収支決算報
告」、第３号議案「役員の改選」、そして報告
事項の「令和３年度事業計画及び予算」につい
て審議され、全て議案通り可決・承認された。
　議事終了後、新たに女性部の役員に選任され
た２名の役員が紹介され、続いて退任する山口
萬紀子幹事に記念品が贈呈された。

【令和３年度女性部会役員】　　　（敬称略）
No. 役職名 氏　名 再任･退任

顧　　問 諸岡しづ子 －
顧　　問 吉田　とく －
顧　　問 井野口綾子 －

１ 部 会 長 諸岡　陽子 再　任
２ 副部会長 加瀬　文江 再　任
３ 副部会長 三橋　由美 再　任
４ 副部会長 柴﨑　純子 再　任
５ 副部会長 片岡　愛子 再　任
６ 副部会長 飯塚　邦子 再　任
７ 副部会長 大畑　雅美 再　任
８ 副部会長 石渡　敦子 再　任
９ 副部会長 村上マサ代 再　任
10 幹　　事 京増　貴子 再　任
11 幹　　事 諸岡由吏子 再　任
12 幹　　事 竹林　雅子 再　任
13 幹　　事 升崎百合子 再　任
14 会計幹事 室谷　利子 再　任
15 幹　　事 佐藤　艶子 再　任
16 幹　　事 海老原恵子 新　任
17 幹　　事 鈴木美智子 新　任
18 幹　　事 勝田　和世 再　任
19 監　　事 村山　美乃 再　任

　次に、来賓の紹介となり、外川幸裕成田税務
署副署長並びに林康博成田法人会会長から女性
部会創立45周年記念への祝辞と今後の活動に対
する期待を込めたご挨拶を頂き、柴﨑純子副部
会長の閉会の辞をもって総会は終了した。

諸岡陽子部会長 加瀬文江議長

外川幸裕副署長 林康博会長

総会の様子
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２．合同講演会
　総会に続き、青年部会との合同講演会が開催
された。
　講師は、ＮＨＫの気象予報などでご活躍さ
れている気象予報士の南　利幸氏をお招きし、
「目からうろこの天気予報」と題して講演を頂
いた。
　お馴染みのダジャレやジョークを交えたお話
の中に、『「ところにより雨」とはどういう状
況でしょう？』とか、『「降水確率40％」では
傘は持って出た方がいいでしょうか？』などの
クイズが多く出され、参加者は興味をもって講
演に聞き入っていた。また近年大型台風や「線
状降水帯」による甚大な水害等が発生しており、
気象予報を正しく理解し災害から身を守ること
の重要性についてお話いただき、講演後は多く
の質問が出るなど、楽しく大変参考になる講演
会となった。

また、創立45周年を迎えた総会および合同講演
会には、地元の成田ケーブルテレビの取材があ
り、総会の審議や会員の様子、南氏による講演
会の状況などがニュースとして放送された。

小学校での租税教室
　女性部会では、５月19日と６月23日に成田市
及び佐倉市の小学校３校を訪問し、６年生を対
象に「租税教室」を開催した。
　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った。また、生徒
からは活発な発言や質問等がなされ、充実した
租税教室が開催できた。
　また、６月23日の成田市立中台小学校の租税
教室の様子を成田ケーブルテレビが取材し、授
業の様子や生徒の感想等がニュースで放映され
た。
　同じく６月23日の佐倉市立下志津小学校には、
成田税務署より外川副署長、古澤統括官が来校
し、租税教室に参加して生徒からの感想や質問
等を受けていただいた。
実施日 学　校　名 講　　師

5月19日 佐倉市立
山王小学校

諸岡由吏子 氏
京増　貴子 氏

6月23日 成田市立
中台小学校

諸岡由吏子 氏
京増　貴子 氏

6月23日 佐倉市立
下志津小学校

室谷　利子 氏
升崎百合子 氏

南　利幸 氏 講演の様子

講演会の様子

５月 19 日の佐倉市立山王小学校での様子

６月 23 日の成田市立中台小学校での様子

６月 23 日の佐倉市立下志津小学校での様子

成田税務署 外川副署長と古澤統括官
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令和３年度　源泉部会総会

　６月２日（水）令和３年度源泉部会総会が成田
法人会館において、７名の部会員が出席して開
催された。また、成田税務署から外川副署長、
小川昭男法２統括官、高野亮法２上席、野田康
弘法１上席の参加を頂いた。
　総会では、
　第１号議案「令和２年度事業報告及び収支決

算報告承認の件」
　第２号議案「令和３年度事業計画（案）及び予

算（案）承認の件」
　第３号議案「任期満了に伴う役員改選の件」

について審議され、全議案とも原案どおり承認
可決された。
　令和２年度で新たに２回実施されたオンライ
ンセミナーについては、令和３年度も引き続き
実施していくこととした。
　続いて外川副署長より、源泉部会の活動や役
割の重要性等についてご挨拶を頂いた。
　総会後には、野田上席から「インボイス制
度」や「e-Tax」等についての講演が行われ、
新しく始まる制度についての理解が深められた。

会計ソフト講習会
　以下の内容で会計ソフト講習会（弥生会計）
が開催された。
１　日　時　令和３年６月14、15、16日
　　　　　　（３日間）
２　会　場　法人会館会議室
２　講　師　スリーエスコンサルティング（株）
４　受講者　４名
５　内　容　新規データ作成などの日常処理、

決算処理他

神崎誠部会長 川村通昭議長 外川副署長 講師の野田上席

講演会の様子

講習会の様子
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番号 項　　　目
期　　日
場　　所

参 加 者 等 内　　　容

１ 下総支部役員会 ５月12日(水)
とみさわ食堂

戸村支部長
及び役員６名

役員体制、事業計画

２ 白井支部情報交換会 ６月９日(水)
はな膳白井店

平川支部長
以下20名

異業種交流会

３ 白井支部親睦ゴルフ大会 ６月10日(木)
船橋カントリー倶楽部

平川支部長
以下24名

会員相互の親睦及び

健康増進

１　下総支部役員会 ２　白井支部情報交換会

３　白井支部親睦ゴルフ大会
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◎◎国国税税庁庁HHPP内内にに「「特特集集　　イインンボボイイスス制制度度」」ののペペーージジががででききままししたた。。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

国国税税庁庁HP内内にに

ででききままししたた！！！！



132021年７・８月／第382号



14 2021年７・８月／第382号

支部名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名

富里支部 特定非営利活動法人おたがいさま 岩　井　徹　二 富里市御料 介護事業

八街支部 八街典礼㈱ 北　川　勝　廣 八街市八街に 葬祭業

臼井支部 ㈲クロスフォー 木　内　恵美子 佐倉市王子台 エステ・化粧品販売業

臼井支部 ㈱コミューン 金　子　哲　司 佐倉市田町 資産管理業

志津北支部 ㈱平出新聞店 平　出　郁　彦 佐倉市ユーカリが丘 新聞販売業

白井支部 ㈱トキワパッケージ 石　井　利　美 白井市平塚 包装資材卸売業

白井支部 ㈱根本興業 根　本　　　崇 白井市冨士 建設業

印西支部 岩井測量調査事務所 岩　井　一　郎 印西市竹袋 土地家屋調査士業

令和３年４月１日～３年５月末日

１　令和３年度年会費の納入についてのお知らせ１　令和３年度年会費の納入についてのお知らせ
（１）６月15日に口座振替ができなかった会員様につきましては、10月15日に改めてお振替

させていただきます。
　　　９月下旬に「法人会会費口座振替のご案内」をお送り致します。お手元に届きました

ら、記載の指定口座をご確認いただき、振替日前日までに残高の準備をお願い致します。
（２）口座振替をご利用されておらず、８月末までに会費のお振込みを確認できなかった会員

様につきましては、９月下旬に「会費納入依頼者（請求書）」をお送り致しますので、10
月29日までにお振込みをお願い致します。

　７月より、事務局職員の担当業務を下表の通りといたします。

２　事務局の担当業務について２　事務局の担当業務について

役　職 氏　　　名 主　要　担　当

専務理事 井　上　立　雄 業務全般、女性部会、総務委員会、組織委員会、税制委員会厚生
委員会、広報委員会四街道ブロック

参　　事 柴　山　恵　司 業務全般
参　　事 石　原　伸　光 青年部会、地域社会貢献委員会、成田ブロック、空港ブロック

参　　事 酒　井　猛　夫
小　倉　健　司 北総ブロック、志津ブロック

参　　事 若　海　明　治 佐倉ブロック、富里・酒々井ブロック、八街ブロック
参　　事 半　田　容　一 源泉部会、研修委員会、会報誌
職　　員 根　本　真　里 会計、総務
パ ー ト 安　藤　智恵子 会員管理、会費管理
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行事予定行事予定 行事予定行事予定

　　　　　　　　月
区　　分　　　　　 ７　月 ８　月 ９　月 備　　　考

決算法人説明会
（全会員対象） ５ 日（月） ２ 日（月） ６ 日（月）

受講料：無料
13：30 ～ 16：10

事前申込要
定員 10 名

新設法人説明会
（全会員対象） 10 日（火）

受講料：無料
13：30 ～ 16：10

事前申込要
定員 10 名

税務･税制セミナー
（全会員対象）

12 日（月）
26 日（月）

６ 日（金）
20 日（金）

13 日（月）
17 日（金）
27 日（月）

受講料：無料
13：30 ～ 16：00

事前申込要
定員 10 名

税務簿記講習会
（全会員対象）

７ 日（火）
10 日（金）
14 日（火）
22 日（水）
28 日（火）

受講料：5,000 円
13：30 ～ 16：30

事前申込要
定員 10 名

源泉所得税研修会
（源泉部会員対象）

23 日（月） 21 日（火）
受講料：無料

13：30 ～ 16：00
事前申込要
定員 10 名

研修会・講習会等予定表研修会・講習会等予定表

２日㈮　青年部会役員会（成田法人会館）
15日㈭　生活習慣病健診（成田国際文化会館）
16日㈮　生活習慣病検診（成田国際文化会館）

４日㈬　白井支部情報交換会（はな膳　白井店）
16日㈪　会長・副会長会議（成田法人会館）
17日㈫　生活習慣病健診（四街道市文化センター）

18日㈬　生活習慣病検診（印西市中央公民館）
20日㈮　生活習慣病検診（成田国際文化会館）

３日㈮　理事会、会長・副会長会議
　　　　夏季税制セミナー（ホテル日航成田）
10日㈮　女性部会役員会（金田屋）
16日㈭　青年部会役員会（成田法人会館）

８　月

７　月

９　月

※１　すべての研修・講習会について定員10名（１社１名）とさせて頂き、必ず事前に受講申し込みをお願いします。
　　　申込書は、成田法人会ホームページにも掲載しますので、印刷していただき法人会事務局宛てにＦＡＸまたは

郵送してください。（ＦＡＸ：０４７６－２４－５００９）
※２　研修会の中止・変更等の場合は、申込者にはご連絡いたしますが、日程・会場・時間について、法人会ホーム

ページでも必ずご確認ください。
※３　会場はすべて成田法人会館です。（成田市花崎町７８９－１４　TEL：０４７６－２４－１５５５）
※４　会場には受講者用の駐車スペースがありませんので、公共交通機関等をご利用ください。
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生命保険と損害保険の組み合わせにより、
万一の場合はもちろん、働けなくなった場合の
リスクに備えるための制度をご用意しています。
団体料率の適用により割安な保険料を実現！

スターズ
STARs

（事業総合賠償責任保険）

スターズ
STARs

（事業総合賠償責任保険）

東
京

都
新

宿
区

四
谷

坂
町

5-
6

20
21
年
3月
31
日

ま
で

29
6

＜会社をお守りするトータル保障プラン＞

死亡へのそなえ

総合型 V

重度の身体障がい
状態へのそなえ

総合型 V

重大疾病への
そなえ

ケガ・病気による
入院へのそなえ

＋ ＋ ＋

お一人様からでも集団取扱の割安な保険料※でご契約いただけます ネット医療相談サービスをご利用いただけます
※がん保険・医療保険・就労所得保障保険・定期保険が対象です。

9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

法人会会員企業にお勤めの役員・従業員であれば、
病気や身体の気になることを、インターネットで
月１件無料相談できます。
本サービスはアフラックの提携先（㈱メディカルノート）が
提供します。

個人のための保障制度
・就労所得保障保険  ・定期保険
・終身保険　　　　  ・介護保険 もあります。

プロの医療チームがあなたをサポートします！

お問い合わせ
株式会社メディカルノート
support@medicalnote-qa.jp

　
ご

利用はこち
ら

か

ら

企業向け第三者賠償責任保険

個人情報の漏えい事故対策

政府労災の上乗せ補償

火災と地震災害に備える

情報漏えいガード
（個人情報漏洩保険）

プロパティーガード
＋企業地震保険

（企業財産保険 財物損害補償特約等）

ハイパー任意労災
（業務災害総合保険）

AIG

AIG

撮　影：一般社団法人 成田法人会　　事務局　半田 容一


