
１．規　約 規約の変更なし

２．組織関係
① ６１名
② 入会 ５名 退会 ３名
③

◇ ３５名 ◇ 中田支部 １０名 ◇ 南方支部 ３名
◇ ５名 ◇ 豊里支部 ３名 ◇ １名
◇ １名 ◇ 米山支部 ３名

④ ２名
⑤ １８名

⑥
〈 ㈱大伸建設・中田 〉
〈 ㈲斉藤建業・佐沼 〉
〈 佐沼交通㈱・佐沼 〉
〈 シーアーツ㈱・佐沼 〉
〈 ㈲柴清工業・中田 〉
〈 ㈲ケンズダイニング・佐沼 〉
〈 ㈲スーパーサタケ・佐沼 〉
〈 ㈱佐沼葬儀社・佐沼 〉

〈 ㈲米谷建設・登米 〉
〈 ㈱畠山商店・中田 〉
〈 ㈲熊谷商店・津山 〉
〈 ㈱高田商店・佐沼 〉
〈 村上電業㈱・佐沼 〉
〈 ハザマ資材㈱・佐沼 〉

⑦

３．会議関係
① 総 会

出席者

28名
委任状

25名

② 役員会・監査会
出席者

3名
17:30

大畑　好司
    　　　１２名

冨士原貴行・佐藤　昭太

4.公益社団法人登米法人会への役員等候補者推薦の件

1.平成28年度事業報告並びに収支決算承認の件
2.平成29年度事業計画案･収支予算(案)承認の件

    　　　１１名
大畑　好司
齋藤　　 力

    　　　１１名齋藤　　 力

1.平成２8年度事業及び会計全般監査

「割烹くまがい」

〃

伊藤　真人・小野寺　昭
藤川　拓也・米谷　甚市

    　　　１２名

〃
〃

三浦　賢三

監    事
〃

〃

佐藤　昭太
伊藤　真人

〃 村上　正弘

（ 自 平成２９年４月１日 ～ 至 平成３０年３月３１日 ）

部会員数
部会員異動状況数

柴田　真也
幹　　事

〃 小野寺　昭

（部会長１名・副部会長２名・幹事１２名・監事３名）

〃

〃

津山支部

顧問数

登米支部

副部会長
部 会 長

佐々木　淳

（元部会長 佐藤 政寛〈㈱ヤマサ・佐沼〉､前部会長 加藤　亮〈㈲加藤工務店・米山）

役　員
佐藤　   剛

大畑　好司

藤川　拓也

〃

〃

佐竹　亮一
冨士原貴行

平成２９年度事業報告書　　

支部別部会員数
（うち定年退会　３名）

佐沼支部

役員数

事業委員会

〃

齋藤　　 力

〃

東和支部

高田　 浩成

柴田　真也

佐々木　淳

佐竹　亮一広報委員会
三浦　賢三

春日　丈二

畠山　裕樹・熊谷　康成

29.5.10 (水)

3.任期満了に伴う役員選任の件

日　時

中田町宝江
18:30

件　名

平成２９年度

登米法人会事務所

場　所 議　　題
29.4.11 (水)

〃
米谷　甚市

監査会

親睦委員会

会員拡大委員会

畠山　裕樹

〈 ㈲宮城トラベルサービス〉
〈 ㈲小野寺重機・南方〉
〈 ㈱佐利・佐沼 〉
〈 ㈲ハウスサプライセンター・佐沼 〉

委員会
委員会名 委員長 副委員長 担当副部会長

熊谷　康成

委員数

件　名 日　時 場　所 議　　題

通常総会
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出席者
7名

18:30
１３名

18:00

9名

10名
18:00

13名

7名

8名
19:00

12名
19:00

10名
18:30

12名
18:30

8名
18:30

8名

10名

③ 委員会

出席者

 4名

 ３名

 ３名

４．例　会
出席者

36名

２９名

1.平成２９年度委員会メンバーについて

場　所

2.部会員交流会運営について

19:00
1.婚活支援事業の進め方について

第７回役員会 登米法人会事務所

2.顧問推戴について

1.平成２9年度通常総会運営等について

29.9.22 (金) 登米法人会事務所

29.8.23 (水)

5.平成30年度婚活支援事業について

登米法人会事務所

1.婚活支援事業の進め方について

29.7.24(月)

4.平成30年度事業計画(案)･予算(案)について

4.会員拡大について

3.会員拡大について
2.１月例会 新年会について

3.会員拡大について

2.経営研修会開催について

1.婚活支援事業の進め方について

1.租税教育事業推進について

3.県青連研修会について

4.会員拡大について

1.婚活支援事業の進め方について

2全国青年の集い参加について

30.2.27 (火)

4.エコキャップ運動キャップ販売について

4.会員拡大について

30.1.19 (金)
2.会報アース２１号発行について

29.12.6 (水)

29.2.20 (火)

1.部会報「EARS」第２１号発行・編集について

3.部会員増強について

登米法人会事務所

1.平成２９年度租税教室講師派遣について

16:00

第８回役員会

18:30
1.婚活支援事業の進め方について

2.経営研修会開催について

第１回役員会

29.10.24 (火)

29.4.11 (水)
日　時件　名 議　　題

７月例会

１月例会

29.8.2 (水)

第１回事業委員会

第１１回役員会

1.平成30年度婚活支援事業について

19:00

1.婚活支援事業の進め方について

第２回広報委員会

第１２回役員会

シーアーツ㈱

1.婚活支援事業の進め方について

2全国青年の集い参加について

18:30～  

18:00～  

第１３回役員会

30.1.10(水)

経営研修会

1.平成30年度婚活支援事業について

3.社会貢献事業について

3.社会貢献事業について

3.平成30年度事業計画(案)･予算(案)について

ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ佐沼

サタケ会館

登米法人会事務所

2全国青年の集い参加について

2.会報アース２１号発行について

3.エコキャップ運動キャップ販売について

迫町新田 新部会員歓迎交流新年会

第２回役員会 29.5.30 (火) うまい登米っこ欒や

登米法人会事務所

第３回役員会 29.7.5 (水) 登米法人会事務所

第４回役員会 29.7.13 (木) うまい登米っこ欒や

第５回役員会 29.7.24 (月) 登米法人会事務所

第６回役員会 登米法人会事務所

第９回役員会 29.10.6 (金) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の進め方について
2全国青年の集い参加について

3.租税教育事業推進について

登米法人会事務所第１０回役員会

件　名 日　時 場　所 議　　題

第1回広報委員会 30.2.13 (火) 登米法人会事務所 1.部会報「EARS」第２１号発行・編集について

18:30

29.3.13 (金) 登米法人会事務所

18:30

件　名 日　時 場　所 議　　題
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５．研修会
出席者

36名

６．社会貢献活動
　◇エコキャップ運動

出席者

　30.3.31まで
実績 市内中学校  6校  242.0㎏･ 96,800個

市内高等学校　1校　40.0㎏･ 16,000個
市外小・中学校･高校 5校 495.5㎏･ 198,200個
会員企業･団体ほか 23社  1,025.0㎏･ 410,000個

２名
1名

　◇租税教育事業
出席者

3名

2名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

　◇結婚活動支援事業 「とめこんＧＯ」
出席者

9名

10名

18:00

７名

1９:00

７名

16:00

第３回実行委員会 29.7.19 (水) シーアーツ㈱ 1.婚活支援事業の具体的進め方について

登米町・南方中学校３年生対象に「税金教室」登米市

18:00～  

第１５回目売却 塩釜市(株)豊島  1,460 ㎏

　講師 東北大学災害科学国際研究所

内　　容
市内幼稚園  7園  　　173.0㎏･　69,200個

租税教室

場　所件　名

日　時

29.8.29(火)
29.12.28(木)

日　時

         教授 丸谷 浩明 氏

　南方中学校

29.7.11 (火)

10:50～  

キャップ回収

第１６回目売却 塩釜市(株)豊島  1,000 ㎏

市内小学校 19校  　1,384.0㎏･ 553,600個

キャップ倉庫
　合 計    3,359.5 ㎏

キャップ販売

講師 部会員 千葉隼人・石塚琢磨氏

租税教室講師研修マニュアルほか19:00

場　所
(講師) 佐沼税務署総務課長

内　　容

登米法人会事務所29.7.5 (水)

講師 部会員 千葉隼人・岡本哲志氏

南方町・東郷小学校６年生２ｸﾗｽ対象に「税金教室」

第１回実行委員会 1.婚活支援事業の進め方について

10:40～  

東和町・米川小学校６年生対象に「税金教室」

13:15～  

横山小学校 講師 部会長 金野正太・佐藤昭太氏

13:30～  　豊里小学校 講師 部会長 清水　健・金野正太氏

講師 幹事 三浦　智・佐竹亮一氏

講師 部会員 猪股圭太郎・米谷甚市氏
登米町・登米小学校６年生対象に「税金教室」

　東和中学校 講師 部会長 清水　健・金野正太氏
豊里町・豊里小学校６年生対象に「税金教室」

津山町・横山小学校６年生対象に「税金教室」

中田町・石森小学校６年生対象に「税金教室」
14:00～  

9:35～  　登米小学校

　石森小学校 講師 部会員 杉山孝俊・鈴木正泰氏

9:45～  　米川小学校 講師 部会員 岡本哲志・吉川吉孝氏

　東郷小学校

内　　容

平成２９年度 29.4.1 ～ 佐沼小学校ほか

10:35～  　上沼小学校 講師 部会長 金野正太・佐藤昭太氏
中田町・上沼小学校６年生対象に「税金教室」

南方町・西郷小学校３年生対象に「税金教室」

10:45～  

件　名 日　時 場　所 内　　容

経営研修会 29.7.24(月) ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ佐沼  演題 『BCP策定の必要性･具体的手法について｣

第１回租税教室 29.11.22 (水) 登米法人会事務所

租税教室講師 29.12.19 (火) 登米法人会事務所
講師養成研修会

件　名

租税教室への講師派遣青年・女性部会合同会議を実施

派遣合同会議 14:00～  佐沼税務署大泉課長･係長、青年部会2名、女性部会５名

租税教室 29.7.13 (木) 登米市 東和町・東和中学校３年生対象に「税金教室」

租税教室 30.1.12 (水) 登米市

租税教室 30.1.23 (火) 登米市

租税教室 30.1.24 (水) 登米市

租税教室 30.1.25 (木) 登米市

租税教室 30.1.26 (金) 登米市

租税教室 30.1.30 (火) 登米市
10:45～  　西郷小学校

租税教室 30.2.7 (水) 登米市

租税教室 30.2.16 (金) 登米市

件　名 場　所

18:30

第２回実行委員会 29.7.13 (木) うまい登米っこ欒や 1.婚活支援事業の進め方について

日　時

第４回実行委員会 29.7.24 (月) ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 1.婚活支援事業の具体的進め方について

3



出席者

7名

２名
19:00

8名
19:00

6名
19:00

12名
19:00

10名
18:30

12名
18:30

１１名

 ３名

10名
18:00

９名
1９:00

７．外部会議等派遣

30.3.19 (月) 登米法人会事務所

件　名 日　時 場　所

県青連第１回研修会 16:00  
第3回租税教育推進委員会 29.7.11(金) 仙台市

とめこんＧＯ 29.10.28 (土)

第２回租税教育推進委員会

県青連第２回部会長会議 29.4.4(火)

29.6.16(金) 仙台市

｢とめこんＧＯ2018｣

第１回ＪＣ合同委員会 29.8.22 (火) ＪＣ会議室 1.婚活支援事業の具体的進め方について

第１回実行委員会 18:30

第８回実行委員会

件　名 日　時 場　所 内　　容
第５回実行委員会 29.8.2 (水) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の具体的進め方について

19:00

第６回実行委員会 29.8.23 (水) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の具体的進め方について

第２回ＪＣ合同委員会 29.9.5 (火) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の具体的進め方について

第７回実行委員会 29.9.22 (金) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の具体的進め方について

登米法人会事務所 1.婚活支援事業の具体的進め方について

第９回実行委員会 29.10.24 (火) 登米法人会事務所 1.婚活支援事業の具体的進め方について

29.10.6 (金)

登米市迫町新田 ハム作り、焼肉ﾊﾟｰﾃｨで交流､登米観光施設見学など

10:00 　　      登米町 　参加者　男性15名、女性11名

｢とめこんＧＯ2018｣ 29.2.20 (火) シーアーツ㈱ 1.平成30年度婚活支援事業について

｢とめこんＧＯ2018｣ 30.2.27 (火) 登米法人会事務所 1.平成30年度婚活支援事業について
第2回実行委員会

1.平成30年度婚活支援事業について
第3回実行委員会

出席者
県青連第１回正副部会長会議 29.4.4(火) 仙台市

加藤顧問
18:30  　新仙台ビルディング

県青連第１回部会長会議 29.4.28(金) 仙台市
佐藤部会長、加藤顧問

18:30  　新仙台ビルディング
第１回租税教育推進委員会 29.5.18(木) 仙台市

加藤顧問18:30  　新仙台ビルディング

加藤顧問、大畑副部会長
18:30  　新仙台ビルディング

多賀城市
佐藤部会長他7名

　ホテルキャッスルプラザ多賀城

加藤顧問、大畑副部会長
18:30  　新仙台ビルディング

平成２９年度 29.7.20(木) 仙台市
佐藤部会長他7名

県内青年部会員交流会 17:00  　ボウルサンシャイン仙台
第４回租税教育推進委員会 29.9.8(金) 仙台市

加藤顧問、大畑副部会長
18:30  　新仙台ビルディング

県青連第4回正副部会長会議 29.9.12(火) 仙台市
加藤顧問

17:00  　新仙台ビルディング

県青連第３回部会長会議
29.9.12(火) 仙台市

佐藤部会長、加藤顧問
18:30  　新仙台ビルディング

全国青年の集い 29.11.9(木) 高知市
佐藤部会長

租税教育活動発表 15:30  　高知県民文化ホール
全国青年の集い 29.11.10(金) 高知市

佐藤部会長
部会長サミット 9:30  　ｻﾞ ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾚｽ新阪急高知
全国青年の集い 29.11.10(金) 高知市

佐藤部会長他10名
～高知大会～ 14:00 ～  　高知県民文化ホール

県青連第２回研修会 29.11.24(金) 登米市 佐藤部会長他11名
17:00  　ホテルサンシャシン佐沼

厚生制度推進拡大会議 29.12.4(月) 仙台市 佐藤部会長
15:30  　富士火災仙台ビル

第５回租税教育推進委員会 29.12.8(金) 仙台市
加藤顧問、大畑副部会長

18:30  　新仙台ビルディング

件　名 日　時 場　所 出席者
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９．その他
　◎登米法人会社会貢献活動 「第５回税に関する標語の募集」「第８回親子税金クイズ大会」実行委員２名

「第９回市民ふれあいコンサート」実行委員５名

１０．親会役員・委員選出状況

１１．宮城県法人会連合会青年部会連絡協議会 役員・委員

(公社)とめ青年会議所 30.1.24(水) ホテルサンシャイン佐沼
佐藤部会長

　　　　　 新年式典 18:30 ～  

県青連第４回部会長会議
30.2.21(水) 仙台市

佐藤部会長、加藤顧問
18:00  　ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ仙台国分町

県青連第６回正副部会長会議
30.3.9(金) 仙台市

加藤顧問
18:30 ～  　新仙台ビルディング

理　　　  事
佐藤　 　剛 －

総 務 委 員

広 報 委 員 佐竹　亮一 伊藤　真人

大畑　好司 租税教員推進委員会　委員

事 業 委 員 斉藤　 　力 大畑　好司

佐藤　 　剛 （公社）登米法人会青年部会代表

加藤 　　亮 租税教員推進委員会　委員長
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