
１．会議関係
① 総 会

出席者
３５名

内委任状
１４名

② 役員会・監査会
出席者

４名
17:30

９名
18:00

６名
19:00

６名

７名
19:30

６名

６名

８名

６名
19:00

６名
19:00

③ 委員会
出席者

 ４名

４名

２．例　会
出席者

１４名

２７名

３．研修会
出席者

１４名登米法人会事務所

18:00～  

第２回広報委員会

内　　容

場　所

18:00
登米法人会事務所 1.部会報「EARS」第１９号発行・編集について

27.11.16 (月) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の進め方について

2.エコキャップ運動について

登米法人会事務所 1.平成27年度事業・収支決算見込みについて

議　　題
平成２７年度 1.平成26年度事業報告並びに収支決算承認の件

4.公益社団法人登米法人会への役員等候補者推薦の件

監査会 27.4.14 (火) 登米法人会事務所

通常総会 13:00 「ｻﾝｼｬｲﾝ佐沼」

件　名 日　時 場　所
27.5.19 (火)

1.平成２７年度通常総会運営等について

3.任期満了に伴う役員選任の件

迫町佐沼中江

1.平成２６年度事業及び会計全般監査

27.4.14 (火)
2.平成２７年度通常総会提出議案について

27.6.18 (木) 登米法人会事務所 1.社会貢献事業について
2.佐藤前部会長顧問推戴について

1.婚活支援事業の進め方について27.8.19 (水) 登米法人会事務所

1.婚活支援事業の進め方について
2.部会員拡大について
3.設立20周年記念研修会について

18:30 2.租税教育事業推進について

18:30 2.エコキャップ運動について

18:30
3.第２９回全国青年の集い参加について

4.設立20周年記念研修会について
第９回役員会 28.2.15 (月)

第1回広報委員会 28.2.15 (月) 1.部会報「EARS」第１９号発行・編集について登米法人会事務所

議　　題件　名 日　時

件　名 日　時 場　所

日　時

経営研修会 27.7.6(月)

７月例会 27.7.6(月) 登米法人会事務所

１月例会

登米法人会事務所

平成２７年度事業報告書　　
（ 自 平成２７年４月１日 ～ 至 平成２８年３月３１日 ）

2.平成27年度事業計画案･収支予算(案)承認の件

27.7.16 (木)

1.婚活支援事業の進め方について

3.設立20周年記念研修会について

28.3.23 (水)

  演 題 『マイナンバー制度への対応について』
 　講 師　佐沼税務署総務課長 阿部　誠 氏

3.１月例会（新年会）開催について

18:00～  

18:00

19:30

第６回役員会 27.10.23 (金) 登米法人会事務所

2.租税教育事業推進について
1.婚活支援事業の進め方について

3.設立20周年記念研修会について

第４回役員会

件　名 日　時 場　所 議　　題

第１回役員会 登米法人会事務所

第２回役員会

第３回役員会

第５回役員会 27.9.28 (月) 登米法人会事務所

3.１月例会（新年会）開催について
第８回役員会 27.12.17 (木) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の進め方について

第７回役員会

2.租税教育事業推進について

2.平成２8年度事業計画・予算(案)骨子について

議　　題

18:30～  お食事処ポスト

件　名 場　所
経営研修会

新部会員歓迎交流新年会

　　　　　 特定社会保険労務士 西條 清美氏

28.1.8(金) 中田町



４．社会貢献活動

　◇エコキャップ運動
出席者

　28.3.31まで
実績 市内中学校  ５校  211.5㎏･ 84,600個

市内高等学校　１校　68㎏･27,200個
市外小・中学校･高校 6校 903㎏･ 361,200個
会員企業･団体ほか 25社  812.5㎏･ 325,000個

２名

２名
28.3.4 (金) ２名 第1２回目売却 塩釜市(株)豊島   1,６９９ ㎏

　◇租税教育事業
出席者

８名

７名

２名

２名

２名

２名

２名

３名
10:20～  　上沼小学校

　◇結婚活動支援事業（登米市制１０周年特別事業）

出席者

８名
18:30

５．設立２０周年記念事業関係
出席者

８名
19:00

９名

８２名
９０名
８６名

６．外部会議等派遣

　新仙台ビルディング

件　名 日　時 場　所 出席者
県青連第１回部会長会議 27.4.23(木) 仙台市

斉藤　力副部会長
19:00  

第６回実行委員会 27.5.8 (金) 登米法人会事務所

18:30 2.部門別検討事項について
3.当日及び今後のスケジュールについて

1.来賓等招待者出席状況について

内　　容

第１回合同会議 27.8.6 (木) 登米法人会事務所 1.「ナイナイのお見合い大作戦」事業
　　応募状況と男性参加候補者募集について

佐沼税務署阿部課長･係長、青年部会１名、女性部会６名

租税教室 27.7.9 (木) 登米市 東和町・東和中学校３年生対象に「税金教室」

キャップ販売 27.9.10(木) キャップ倉庫 第１１回目売却 塩釜市(株)豊島　1,９１８ ㎏

平成２７年度 佐沼小学校ほか

キャップ回収

16:40

27.11.26 (水) 登米法人会事務所 (講師) 佐沼税務署総務課長

租税教室講師 27.12.17 (木) 登米法人会事務所

19:00

派遣合同会議 16:00～  

日　時 場　所

　　記念式典

件　名

講師　経済ジャーナリスト　須田 慎一郎 氏

内　　容

　　記念講演会 15:00 演題「いま起こっていること、これから起こること！」

合 計    3,920 ㎏

内　　容

第５回実行委員会 27.4.14 (火) 登米法人会事務所 1.来賓等招待者出席状況について

件　名 日　時 場　所

講師 部会員 猪股圭太郎氏

2..部門別検討事項について

　　記念祝賀会 17:20

件　名 日　時 場　所 内　　容

設立２０周年 27.5.19 (火) ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ佐沼

講師 部会員 熊谷　英敏氏

10:40～  　石越小学校 講師 部会員 金野　正太氏
租税教室 28.2.8 (月) 登米市 中田町・上沼小学校６年生対象に「税金教室」

11:00～  　錦織小学校 講師 部会員 杉山　孝俊氏
租税教室 28.1.20 (水) 登米市 豊里町・豊里小学校６年生２ｸﾗｽ対象に「税金教室」

租税教室 28.1.18 (月) 登米市 中田町・石森小学校６年生対象に「税金教室」
講師 部会員 鹿野　徹氏

租税教室 28.1.18 (月) 登米市 東和町・錦織小学校６年生対象に「税金教室」

件　名

講師養成研修会

13:35～  　東和中学校 講師 部会員 西條 清美氏

　租税教室講師研修マニュアルほか

第１回租税教室

租税教室への講師派遣青年・女性部会合同会議を実施

日　時 場　所
27.4.1 ～ 市内幼稚園  ９園  　　245.5㎏･　98,200個

市内小学校 18校  　1,679.5㎏･ 671,800個

回収ボックス 27.7.16 (木) 本吉響高校ほか ペットボトルキャップ回収ボックスを贈呈
贈呈・設置 「気仙沼市内高校・中学校２校に贈呈・設置」

租税教室 28.2.4 (木) 登米市 石越町・石越小学校６年生対象に「税金教室」

13:40～  　石森小学校

13:30～  　豊里小学校



県青連第２回部会長会議 27.6.4(木) 石巻市
加藤　亮部会長

県青連第１回研修会 加藤　亮部会長他３名
17:10  　石巻グランドホテル

出席者

第１回租税教育プロジェクト委員会 15:00  　石巻グランドホテル
27.6.4(木) 石巻市

件　名 日　時 場　所

27.10.14(水) 仙台市
加藤　亮部会長

15:00  　ホテルレオパレス仙台
県青連第３回部会長会議

27.10.14(水) 仙台市
加藤　亮部会長他２名

15:00  　ホテルレオパレス仙台
県青連第２回研修会

県青連第４回部会長会議
27.11.19(木) 水戸市

加藤　亮部会長
21:00  　ミカワ屋
27.1119(木) 水戸市

加藤　亮部会長
14:45 ～ 　茨城県民文化センター

全国青年の集い

租税教育活動発表

全国青年の集い 27.11.20(金) 水戸市
加藤　亮部会長

部会長サミット 9:00 ～ 　水戸プラザホテル

全国青年の集い 27.11.20(金) 水戸市
加藤　亮部会長他11名

～茨城大会～ 13:15 ～  　茨城県民文化センター

とめ青年会議所新年式典 28.1.26(土)
加藤　亮部会長

ホテルサンシャイン佐沼

18:00 ～  

28.210(水) 仙台市
加藤　亮部会長他３名

17:00  　新仙台ビルディング

県青連第５回部会長会議

第２回租税教育プロジェクト委員会


