
１．会議関係
① 総 会

出席者

３７名 1.平成24年度事業報告並･収支決算承認の件

内委任状

１９名

② 役員会・監査会

出席者

５名

19:00

４名

５名

５名

19:00

５名

６名

19:00

③ 委員会

出席者

 ６名

 ５名

２．例　会
出席者

迫町 １７名 経営研修会､親睦懇談会

件　名 日　時

ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ佐沼

登米法人会事務所 1.部会報「EARS」第1７号発行・編集について

件　名

18:30

第２回役員会

登米法人会事務所

2.労務改善セミナー（３月例会）について

3.平成２６年度事業計画(案)・収支予算(案)骨子について

第４回役員会 25.12.3 (月) 登米法人会事務所

3.任期満了に伴う役員選任の件

4.(公社)登米法人会青年部会規約設定の件

5.(公社)登米法人会への役員・委員推薦の件

第１回役員会 25.4.16 (火) 登米法人会事務所 1.平成２５年度通常総会運営等について

件　名

平成２５年度事業報告書　　
（ 自 平成２５年４月１日 ～ 至 平成２６年３月３１日 ）

2.平成25年度事業計画･収支予算(案)承認の件

日　時 場　所

登米法人会事務所

第３回役員会 25.10.11 (金)

場　所 議　　題

18:00～  
１０月例会 25.10.21(月)

登米法人会事務所 1.部会報「EARS」第1７号発行・編集について

18:30

第５回役員会 26.2.17 (月)

第２回広報委員会 26.3.11 (火)

第1回広報委員会 26.2.17 (月)

日　時 場　所 議　　題

3.部会員増強について

1.平成25年度事業・収支決算見込みについて

2.社会貢献事業について

4.租税教室講師養成研修会開催について

1.租税教室への講師派遣について

19:00 2.１月例会（新年会）開催について

1.経営研修会開催について

2.第27回全国青年の集い参加について

3.社会貢献事業について

登米法人会事務所

監査会

2.平成２５年度通常総会提出議案について

3.第２７回全国青年の集いについて

19:00 4.部会員増強について

18:３0

25.8.28 (水)

25.4.16 (火) 登米法人会事務所 1.平成24年度事業及び会計全般監査

1.平成25年度委員会構成について

件　名 日　時 場　所 議　　題

中田町宝江

議　　題

通常総会 18:30 「割烹くまがい」

平成２５年度 25.5.8 (水)
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出席者

２２名

１０名

３．研修会

出席者

迫町 １７名

迫町 １５名

４．社会貢献活動

　◇エコキャップ運動

出席者

　26.3.31まで

実績 市内中学校  3校  95㎏･ 38,000個

市内高等学校　１校　9㎏･　3,600個

市外小・中学校 3校 　506㎏･  202,400個

市外高等学校 2校  25㎏･ 10,000個

会員企業(団体)ほか  14社  363㎏･ 145,200個

２名

２名

　◇租税教育事業
出席者

７名

８名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

議　　題

11:00～  　石森小学校 講師 部会員 大畑 好司氏

租税教室 26.1.31 (金) 登米市 中田町・石森小学校５・６年生対象に「税金教室」

租税教室 26.1.22 (水) 登米市 津山町・横山小学校６年生対象に「税金教室」

キャップ回収 市内小学校 16校  　1,063㎏･ 425,200個

派遣合同会議

経営研修会 25.10.21(月)   演 題

ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ

件　名 日　時 場　所 内　　容

18:00～  食事処たけ

件　名 日　時 場　所

10:40～  　中津山小学校 講師 副部会長 加藤　　亮氏

米山町・中津山小学校５年生対象に「税金教室」

13:40～  　横山小学校 講師 幹事 千葉 隼人氏

25.1.23 (木) 登米市 米山町・米山東小学校６年生対象に「税金教室」

13:35～  　米山東小学校 講師 幹事 三浦　　智氏

租税教室

租税教室 26.1.29 (水) 登米市

租税教室

租税教室 25.12.17 (火) 登米市

　西郷小学校

13:35～  　東和中学校 講師 部会長 佐藤 政寛氏

14:30～  　津山中学校 講師 幹事 佐々木 淳氏

10:45～  

南方町・西郷小学校６年生対象に「税金教室」

講師 部会長 佐藤 政寛氏

25.12.11 (水) 登米市 津山町・津山中学校２・３年生対象に「税金教室」

15:30～  佐沼税務署佐藤係長、青年部会２名、女性部会６名

東和町・東和中学校３年生対象に「税金教室」

租税教室講師 25.12.4 (水) 登米法人会事務所 租税教室への講師派遣青年・女性部会合同会議を実施

25.11.26 (火)

租税教室 25.7.11 (木) 登米市

第８回目売却 塩釜市(株)豊島     931 ㎏

講師養成研修会 19:00 　租税教室講師研修マニュアルほか

件　名 日　時 場　所 内　　容

第１回租税教室

市内幼稚園 3園  　　52㎏･　20,800個

登米法人会事務所 (講師) 佐沼税務署総務係長

キャップ販売 25.10.19(木) キャップ倉庫 第７回目売却 塩釜市(株)豊島　1,054 ㎏

26.3.17 (月)

 　講 師　特定社会保険労務士 西條 清美 氏

　合 計    2,113 ㎏

平成２５年度 25.4.1 ～ 佐沼小学校ほか

ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ佐沼  『この冬の天気・これからの地震どうなるの？』

 　講 師　気象予報士　斎藤　恭紀　氏

件　名 日　時 場　所 内　　容

  演 題

 『未払い残業問題を考える！！ 』

労務改善セミナー 26.3.17(月)

18:00～  

18:00～  

18:30～  

迫町 労務改善セミナー、親睦懇親会

割烹鹿野

３月例会 26.3.17(月)

１月例会 25.1.10(金) 迫町 部会員交流新年会
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５．外部会議等派遣

６．その他

　◎登米法人会社会貢献活動 「税に関する標語の募集」「第４回親子税金クイズ大会」実行委員５名

第４回県青連租税教育 26.3.26(水) 仙台市
佐藤政寛部会長

プロジェクト委員会 18:00  　新仙台ビィルディング

県青連第５回部会長会議 26.2.21(金) 仙台市
佐藤政寛部会長

第３回租税教育プロジェクト委員会 15:00  　仙台国際ホテル

第２回県青連租税教育 25.11.29(金) 仙台市
佐藤政寛部会長

プロジェクト委員会 18:00 ～  　新仙台ビィルディング

第１回県青連租税教育 25.11.29(金) 仙台市
佐藤政寛部会長

プロジェクト委員会 18:00 ～  　新仙台ビィルディング

仙台北法人会青年部会 25.11.19(火) 仙台市
佐藤政寛部会長

設立30周年記念式典 16:30 ～  　仙台勝山館

全国青年の集い 25.11.8(金) 広島市
佐藤政寛部会長他４名

～広島大会～ 13:15 ～  　広島県立総合体育館

全国青年の集い

部会長サミット

25.11.8(金) 広島市
佐藤政寛部会長

9:00 ～ 　リーガロイヤルホテル広島

全国青年の集い 25.11.7(木) 広島市
佐藤政寛部会長

租税教育活動・発表 14:15 ～ 　広島国際会議場ﾌｪﾆｯｸｽﾎｰﾙ

県青連第２回研修会

25.11.7(木) 広島市
佐藤政寛部会長

20:30  　湊一や
県青連第４回部会長会議

25.10.18(金) 気仙沼市
加藤副部会長他１名

15:00  　サンマリン気仙沼ホテル観洋

県青連第１回研修会

25.10.18(金) 気仙沼市
加藤副部会長他１名

13:00  　サンマリン気仙沼ホテル観洋
県青連第３回部会長会議

25.7.19(金) 仙台市
佐藤政寛部会長他２名

17:00  　ホテルグランテラス仙台

県青連第２回部会長会議
25.7.19(金) 仙台市

佐藤政寛部会長
15:00  　ホテルグランテラス仙台

県青連第１回部会長会議
25.4.12(金) 仙台市

佐藤政寛部会長
16:00  　「 亜 門 」

日　時 場　所件　名 出席者
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	2５年度事業概況

