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公益社団法人旭川東法人会

令和３年度 事業報告書
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

※印は旭川中法人会との共催

Ⅰ）公益目的事業

公１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業

１．税知識の普及を目的とする事業

(1) 新設法人説明会

※ ２月８日 新設法人説明会（出席６名） 於：アートホテル旭川

14:00～ 〔テーマ〕法人税・消費税・源泉所得税・印紙税関係について 他

〔講 師〕旭川東税務署法人課税第１部門 調査官 谷川 真也 氏

旭川中税務署法人課税第１部門 統括官 木下 道雄 氏

旭川中税務署審理専門官付(法人) 上席 宮本 正之 氏

(2) 税務研修会

※ 11月29日 税務研修会（出席１２１名／午前・午後２回開催） 於：アートホテル旭川

10:00～ 〔テーマ〕インボイス制度Ｑ＆Ａ

電子帳簿保存法Ｑ＆Ａ

〔講 師〕旭川中税務署法人課税第１部門 統括官 木下 道雄 氏

旭川中税務署審理専門官(法人) 谷口 圭 氏

２月17日 実務者向け税務研修会（出席４３名） 於：アートホテル旭川

14:00～ 〔テーマ〕改正税法について

法人会自主点検チェックシートを活用した税務コンプライアンス向上への取り組み

インボイス制度Ｑ＆Ａ

〔講 師〕旭川東税務署法人課税第１部門 統括官 千葉 直樹 氏

旭川東税務署法人課税第１部門 調査官 谷川 真也 氏

注）税務(署長)講話／６月、はコロナ禍により中止

(3) 青年部会税務研修会

※ 11月９日 税務研修会（出席４２名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 〔テーマ〕私の履歴

料調のお仕事

〔講 師〕旭川東税務署法人課税第１部門 統括官 千葉 直樹 氏

旭川中税務署法人課税第１部門 統括官 木下 道雄 氏

12月13日 女性部会との合同税務研修会（出席３６名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 〔テーマ〕調査官は見た

〔講 師〕旭川東税務署 副署長 寺林 裕明 氏

旭川東税務署法人課税第１部門 統括官 千葉 直樹 氏

旭川東税務署法人課税第１部門 調査官 谷川 真也 氏
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※ ２月２日 四団体合同新春研修会（出席６３名） 於：アートホテル旭川

17:00～ 〔テーマ〕北海道紀行

コロナ禍における税務の取扱いに関する事例について

〔講 師〕旭川東税務署 副署長 寺林 裕明 氏

旭川中税務署 副署長 藤枝 恵紀 氏

(4) 女性部会税務研修会

※ ９月21日 税務研修会（出席２５名） 於：アートホテル旭川

17:40～ 〔テーマ〕私の履歴

料調のお仕事

〔講 師〕旭川東税務署法人課税第１部門 統括官 千葉 直樹 氏

旭川中税務署法人課税第１部門 統括官 木下 道雄 氏

12月13日 青年部会との合同税務研修会（出席３６名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 〔テーマ〕調査官は見た

〔講 師〕旭川東税務署 副署長 寺林 裕明 氏

旭川東税務署法人課税第１部門 統括官 千葉 直樹 氏

旭川東税務署法人課税第１部門 調査官 谷川 真也 氏

※ ２月２日 四団体合同新春研修会（出席６３名） 於：アートホテル旭川

17:00～ 〔テーマ〕北海道紀行

コロナ禍における税務の取扱いに関する事例について

〔講 師〕旭川東税務署 副署長 寺林 裕明 氏

旭川中税務署 副署長 藤枝 恵紀 氏

３月９日 税務研修会（出席１３名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 〔テーマ〕税金クイズ

〔講 師〕旭川東税務署法人課税第１部門 統括官 千葉 直樹 氏

旭川東税務署法人課税第１部門 調査官 谷川 真也 氏

(5) 租税教室

※ ５月11日 旭川市立知新小学校における租税教室

10:20～ 青年部会主催により同校６年生２９名を対象に実施

※ ６月23日 旭川市立神居東小学校における租税教室

13:20～ 青年部会主催により同校６年生７２名を対象に実施

※ ７月15日 鷹栖町立北野小学校における租税教室

10:35～ 青年部会主催により同校６年生２５名を対象に実施

※ 11月５日 旭川市立東五条小学校における租税教室

10:35～ 青年部会主催により同校６年生３７名を対象に実施

※ 11月11日 旭川市立神楽岡小学校における租税教室

10:40～ 青年部会主催により同校６年生６４名を対象に実施

※ 11月25日 旭川市立東光小学校における租税教室

10:30～ 青年部会主催により同校６年生１２２名を対象に実施
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※ 12月８日 旭川市立西神楽小学校における租税教室

10:40～ 青年部会主催により同校６年生２０名を対象に実施

※ 12月10日 旭川市立朝日小学校における租税教室

13:05～ 青年部会主催により同校６年生２７名を対象に実施

注）法人会『おもしろ税ミナ～ル』における租税教室・市長は君だ！子ども税金コーナー／１１月、はコロナ禍により中止

(6) ホームページ並びに広報誌による税情報等の発信

年２回 広報誌｢旭川東法人会だより｣の刊行

１０月と３月発行、発行部数は各２,０００部

年４回 機関誌｢ほうじん｣(全法連発行)の配布(４月・７月・10月・１月)

※ 常 設 ホームページ(http://ash-ho.or.jp)による税情報等の提供

令和２年よりホームページの全面的リニューアルを実施

通 年 ｅ－Ｔａｘの普及推進、法人会図書の無料配布、税に関する各種パンフレットの配付

優良図書・ＤＶＤ等の紹介・貸出など

２．納税意識の高揚を目的とする事業

(1) 「税を考える週間」税の啓蒙・広報活動

※ 11月１日 ｢税を考える週間｣懸垂幕の掲示、税の啓発活動

～17日 旭川商工会議所ビルに｢税を考える週間｣(税の啓発用)懸垂幕を掲示

注）法人会『おもしろ税ミナ～ル』における税の啓発活動(各種パンフレット配付など)／１１月、はコロナ禍により中止

(2) 税に関する絵はがきコンクール

※ ５～８月 第１３回｢税に関する絵はがきコンクール｣

女性部会主催により管内小学校４～６年生を対象に実施、応募総数６０９点(管内３８校より)

審査員長は道立旭川美術館 館長 梶浦 仁 氏、審査員は税務署幹部および女性部会員

入賞６６点(大賞２点・準大賞２点・特別賞12点・優秀賞20点・奨励賞30点)、学校賞１７校

※ ９月21日 第１３回税に関する絵はがきコンクール作品展示会（出席２９名）

応募全６０９点を展示し、両税務署長や女性部会員が鑑賞(審査)

※ 11～12月 第１３回税に関する絵はがきコンクール表彰式

税務署長や女性部会幹部などが各学校を表敬、または賞状・記念品等を送付

※ 11月19日 第１３回税に関する絵はがきコンクール作品展

～30日 税務署主催「TAX SQUARE（ﾀｯｸｽ ｽｸｴｱ）2021」において実施（於：イオンモール旭川駅前）

旭川東税務署内ロビーにおいても作品展示(11/11～11/17)

注）法人会『おもしろ税ミナ～ル』における表彰式・作品展／１１月、はコロナ禍により中止
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(3) 全国青年の集い

11月25日 第３５回法人会全国青年の集い<佐賀大会> 於：佐賀市文化会館他

～26日 部会長サミット・懇親会など(11/25)

租税教育活動プレゼン・健康経営事例紹介・式典・記念講演など(11/26)

全国440法人会より主に青年部会長が出席(コロナ禍のため部会長のみ)

(4) 北海道青年の集い

注）第３０回北海道法人会青年の集い<札幌大会>／６月、はコロナ禍により次年度へ延期

(5) 全国女性フォーラム

11月16日 第１５回法人会全国女性フォーラム<新潟大会> 於：朱鷺メッセ

14:00～ 全国各地の法人会より女性部会員１,１６８名(内 当会からは３名)、来賓等多数出席

｢税に関する絵はがきコンクール｣作品展や租税教育活動事例発表などを実施

注）コロナ禍により当初４月開催予定から変更

(6) 女性部会全道大会

10月22日 第２１回北海道法人会女性部会全道大会<旭川書面大会>

コロナ禍により全道女性部会では初の試みとなる書面大会として実施(旭川両女性部会主管)

｢税に関する絵はがきコンクール｣や活動事例紹介など大会資料を全道女性部会員に送付

(7) 税金クイズ大会の開催

※ 11月 法人会おもしろ税金クイズ (応募総数１,３２４通）

法人会『おもしろ税ミナ～ル』代替事業として実施

道新紙上（道北地域、掲載日11/10、応募期間11/10～11/22、抽選日12/3）における懸賞付き

税金クイズを実施、全５問正解者1,255通から抽選により特賞ほか２３０名に景品贈呈

今年度より富良野地方法人会・名寄地方法人会が共催

注）法人会『おもしろ税ミナ～ル』における税金クイズ大会／１１月、はコロナ禍により中止

３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業

４月 － 税制改正に関するアンケート調査の実施

※ 11月19日 税制改正提言活動

地元選出国会議員・旭川市長・旭川市議会に対する税制改正提言活動(陳情)

注）第５８回北海道法人会税制改正提言全道大会<釧路大会>／９月はコロナ禍により中止

第３７回法人会全国大会<岩手大会>／１０月はコロナ禍によりリモート開催
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公２ 地域企業の健全な発展に資する事業

(1) 実務セミナー

※ ７月13日 経営セミナー（出席９６名／２日間２回開催） 於：アートホテル旭川

～14日 〔テーマ〕会計を経営に活かすための決算書の見方と事業承継対策について

〔講 師〕ふたば税理士法人 代表社員(公認会計士・税理士) 西 俊輔 氏

※ ９月14日 経営セミナー（出席７０名／２日間２回開催） 於：アートホテル旭川

～15日 〔テーマ〕「ドラゴン桜」桜木先生の名言から学ぶ

～コロナ禍後を勝ち抜く中小企業の法務・経営戦略～

〔講 師〕旭川総合法律事務所 代表弁護士 皆川 岳大 氏

10月14日 上川支部経営セミナー（出席５名） 於：いきいきセンター

15:00～ 〔テーマ〕事業計画セミナー

〔講 師〕おおもと経営オフィス 代表 大本 佳典 氏

11月15日 美瑛支部経営セミナー（出席１４名） 於：美瑛町商工会

19:00～ 〔テーマ〕インボイス対策セミナー

〔講 師〕税理士 金谷 博光 氏

11月24日 美瑛支部経営セミナー（１５名） 於：美瑛町商工会

19:00～ 〔テーマ〕ＩＴを活用して販路開拓

〔講 師〕おおもと経営オフィス 代表 大本 佳典 氏

※ １月25日 新春講演会（出席１２９名） 於：アートホテル旭川

17:00～ 〔テーマ〕新春講話

〔講 師〕旭川東税務署 署長 佐藤 隆樹 氏

旭川中税務署 署長 鈴木 博志 氏

注）当初講演予定の今津旭川市長はコロナ禍により冒頭挨拶に急きょ変更(両税務署長に急きょ講師依頼)

当日は新年交礼会(会食無し)を兼ねて開催、来賓等多数出席

(2) インターネットセミナー

※ 常 設 ホームページ上におけるインターネットセミナーの開設

約５００タイトル毎月更新、令和３年度アクセス数は８,１８０回

公３ 地域社会への貢献を目的とする事業

(1) 春期講演会

※ ２月24日 法人会春期講演会（出席１５７名） 於：アートホテル旭川

14:00～ 〔テーマ〕人生なにが起こるかわからない～太蔵流チャンスをつかむ技術～

〔講 師〕元衆議院議員・㈱CocoHarete代表取締役 杉村 太蔵 氏

注）コロナ禍により規模縮小し開催
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(2) 法人会『おもしろ税ミナ～ル』地域社会貢献を目的としたイベント等の開催

※ 11月～ 法人会『おもしろ税ミナ～ル』代替事業

盲導犬育成基金に寄附（税理士会旭川支部を通じて、寄贈日12/3）

あさひやま“もっと夢”基金に寄附（旭山動物園に対して、寄贈日12/10）

※ 12月～ 医療従事者の皆様への応援プロジェクト

懸垂幕の掲示およびブルーライトアップ（旭川商工会議所ビルに設置、昨年度より継続）

通 年 法人会アンケート調査システム、健康経営プロジェクトの推進

いちごプロジェクト(節電啓発)、盲導犬育成基金への協力など

注）法人会『おもしろ税ミナ～ル』におけるトークショー・抽選会・募金活動等／１１月、はコロナ禍により中止

Ⅱ）共益事業

他１ 会員の交流及び福利厚生に資するための事業

組織強化に関する事業

(1) 会員交流事業

７月17日 青年部会親睦ゴルフ大会・ビールパーティ（出席３１名） 於：大雪山ＣＣ

11:30～ 旭川中法人会青年部会にも開放

※ ７月26日 役員研修会・名刺交換会（出席７９名） 於：アートホテル旭川

17:00～ 旭川中・東両税務署幹部による講話及び名刺交換会(会食無し)を開催

９月20日 美瑛支部親睦ゴルフ大会（出席２１名） 於：オリカゴルフ倶楽部

8:00～ 美瑛町商工会との共催

※ 11月９日 青年部会会員交流会（出席３８名） 於：アートホテル旭川

19:00～ 研修終了後、会員交流会(懇親会)を開催

12月13日 青年部会・女性部会合同懇談会（出席３４名） 於：アートホテル旭川

19:00～ 研修終了後、懇談会を開催

※ ３月17日 青年部会会員交流会（出席３５名） 於：アートホテル旭川

18:50～ 会議終了後、会員交流会(懇親会)を開催

注）総会懇談会／６月、親睦チャリティーゴルフ大会／９月、支部・部会親睦事業等、はコロナ禍により中止

(2) 福利厚生・会員サービス事業

通 年 法人会福利厚生制度の普及推進

経営者大型保障制度等(大同生命保険㈱)の普及推進

労働災害・経営保全プラン制度等(ＡＩＧ損害保険㈱)の普及推進

がん保険・医療保険制度等(アフラック)の普及推進

貸倒保障制度等(三井住友海上火災保険㈱)の普及推進
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年４回 法人会ニュースの発行（４月・７月・10月・１月）

※ 通 年 法人会クーポン券の発行・利用

発行は年４回／１回あたり１０店程度掲載(掲載・配布無料)

※ 通 年 各種案内チラシ等の封入サービス、優良教材・セミナー等の斡旋・紹介

年６回程度(発送先は会員企業約2,100社)、封入手数料(１回／会員10,00円、非会員30,000円)

企業経営または自己研鑽などに役立つ教材・セミナー等の斡旋・紹介

※ 通 年 各種公演・コンサート等の会員優待サービス

令和３年度はコロナ禍により取扱い減少(公演１回、ホテル宿泊優待など)

(3) 組織強化施策

※ 通 年 会員増強運動

役員並びに組織委員会を中心に会員増強運動を展開(強化月間は11～12月)

※ 通 年 新設法人への加入勧奨、法人会Ｑ＆Ａの作成・配布、野立看板(８基)の管理

Ⅲ）総会・理事会並びに諸会議の開催

４月８日 女性部会幹部会議（出席４名） 於：旭川商工会議所

12:00～ 議題１．役員新体制など新年度女性部会の運営について

４月15日 事業及び会計監査 於：法人会事務局他

10:00～ 議題１．令和２年度事業報告・理事の職務執行状況・決算関係書類の監査

４月16日 正副会長会議（出席８名） 於：花月会館

12:00～ 議題１．任期満了に伴う役員新体制等について

４月21日 第１回理事会（出席４２名） 於：アートホテル旭川

13:30～ 報告）議案１．令和３年度業務執行状況について

議案２．令和３年度事業計画並びに収支予算について

承認）議案３．令和２年度事業報告並びに収支決算報告について

議案４．任期満了に伴う役員改選について

議案５．令和３年度通常総会開催要領について

４月22日 女性部会第１回役員会（出席１２名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 議題１．定時総会提出議案等について

５月 東神楽支部役員会（書面会議）

議題１．支部総会提出議案等について

５月 東神楽支部通常総会 （書面総会）

当麻支部通常総会 （書面総会）

工業団地支部通常総会（書面総会）

議題１．令和２年度事業報告並びに収支決算報告について

議題２．令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

議題３．任期満了による役員改選について
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５月11日 青年部会第１回役員会（出席１２名） 於：花月会館

18:00～ 議題１．定時総会提出議案等について

５月13日 上川支部第１回役員会（出席２名） 於：上川町商工会

9:30～ 議題１．支部総会提出議案等について

５月17日 青年部会定時総会（出席１５名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 女性部会定時総会（出席１６名）

議題１．平令和２年度事業報告並びに収支決算報告について

議題２．令令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

議題３．任期満了による役員改選について

５月20日 当麻支部第１回役員会（出席８名） 於：当麻町商工会

11:30～ 議題１．支部総会提出議案等について

５月21日 上川支部通常総会（出席５名） 於：上川町商工会

18:00～ 議題１．令和２年度事業報告並びに収支決算報告について

議題２．令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

議題３．任期満了による役員改選について

５月25日 東川支部第１回役員会（出席５名） 於：道草館

10:30～ 議題１．支部総会提出議案等について

５月27日 比布支部第１回役員会（出席５名） 於：比布町商工会

18:30～ 議題１．支部総会提出議案等について

５月28日 親睦チャリティーゴルフ大会実行委員会（出席８名） 於：旭川商工会議所

13:30～ 議題１．親睦チャリティーゴルフ大会の運営について

６月 美瑛支部役員会（書面会議）

議題１．支部総会提出議案等について

６月 比布支部通常総会（書面総会）

東川支部通常総会（書面総会）

美瑛支部通常総会（書面総会）

議題１．令和２年度事業報告並びに収支決算報告について

議題２．令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

議題３．任期満了による役員改選について

※ ６月１日 青年部会幹部会議（出席４名） 於：旭川商工会議所

12:00～ 議題１．租税教育活動プレゼンテーションについて

６月９日 令和３年度通常総会（議決件数７９７名、出席６８名） 於：アートホテル旭川

17:00～ 報告）議案１．令和３年度事業計画について

議案２．令和３年度収支予算について

承認）議案３．令和２年度事業報告について

議案４．令和２年度収支決算報告について

議案５．任期満了に伴う役員改選について

６月９日 臨時理事会（出席４２名） 於：アートホテル旭川

17:35～ 議案１．代表理事(会長)、業務執行理事(副会長等)、常任理事の選定について

議案２．顧問・相談役、各委員長の選定について
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６月11日 愛別支部第１回役員会（出席８名） 於：愛別町商工会

17:30～ 議題１．支部総会提出議案等について

※ ６月21日 青年部会幹部会議（出席８名） 於：旭川商工会議所

12:00～ 議題１．租税教育活動プレゼンテーションについて

６月28日 愛別支部通常総会（出席２４名） 於：愛別町商工会

18:00～ 議題１．令和２年度事業報告並びに収支決算報告について

議題２．令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

議題３．任期満了による役員改選について

※ ７月20日 女性部会第２回役員会（出席２１名） 於：アートホテル旭川

12:00～ 議題１．書面による女性部会全道大会<旭川大会>の実施について

議題２．第13回税に関する絵はがきコンクールについて

※ ７月29日 第１回事務局連絡会議（出席１７名） 於：旭川トーヨーホテル

17:00～ 議題１．支部活動の推進及び今後の主な事業スケジュールについて

議題２．組織の強化(会員増強運動)と現状について

※ ８月２日 青年部会幹部会議（出席４名） 於：旭川商工会議所

12:00～ 議題１．租税教育活動プレゼンテーションについて

※ ８月３日 第１回広報委員会（出席２０名） 於：旭川商工会議所

13:30～ 議題１．広報誌｢旭川中法人会だより第９３号｣の発行について

議題２．法人会『おもしろ税ミナ～ル』について

議題３．法人会ホームページなど広報事業について

※ ８月６日 女性部会幹部会議（出席７名） 於：旭川商工会議所

14:00～ 議題１．女性部会全道大会「書面大会」の内容について

※ ９月上旬 税に関する絵はがきコンクール第一次審査（書類審査）

女性部会役員による第一次審査

※ ９月21日 税に関する絵はがきコンクール最終審査（出席２９名） 於：アートホテル旭川

17:00～ 議題１．税に関する絵はがきコンクール作品審査

※ 10月14日 第１回厚生委員会（出席３６名） 於：アートホテル旭川

12:00～ 議題１．法人会福利厚生制度の現況並びに今後の推進について

※ 10月14日 女性部会幹部会議（出席１２名） 於：旭川商工会議所

15:30～ 議題１．女性部会全道大会「書面大会」の内容について

※ 10月18日 第１回組織委員会（出席２７名） 於：アートホテル旭川

12:00～ 議題１．組織の現状と令和３年度会員増強運動の取り組みについて

10月25日 第３回理事会（出席４３名） 於：アートホテル旭川

14:00～ 議案１．令和３年度会員増強運動について

議案２．令和３年度業務執行状況並びに今後の主な事業スケジュールについて

議案３．法人会福利厚生制度の推進について

※ 11月３日 青年部会幹部会議（出席３名） 於：旭川商工会議所

19:00～ 議題１．租税教育活動プレゼンテーションについて
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※ 12月３日 法人会おもしろ税金クイズ抽選会（出席６名） 於：旭川商工会議所

14:00～ 全問正解者(1,255通)の中から特賞ほか景品２３０本を抽選

※ 12月６日 第１回事業研修委員会（出席２３名） 於：アートホテル旭川

12:00～ 議題１．法人会『春期講演会』の企画・運営について

議題２．今後の研修活動について

※ １月19日 第２回広報委員会（出席１７名） 於：アートホテル旭川

12:00～ 議題１．広報誌｢旭川中法人会だより第９４号｣の発行について

議題２．法人会おもしろ税金クイズの実施報告並びに次年度のイベント概要等について

議題３．法人会ホームページなど広報事業について

※ ３月17日 青年部会会員会議（出席３６名） 於：アートホテル旭川

18:00～ 議題１．健康経営プロジェクトおよび宣言書の提出について

議題２．租税教室など青年部会活動について

議題３．青年部会『皆勤賞』贈呈

３月22日 第３回理事会（出席４０名） 於：アートホテル旭川

14:00～ 報告）議案１．令和３年度業務執行状況および会員増強運動について

承認）議案２．令和４年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

他 ）その他 事務局体制について

３月23日 工業団地支部第１回役員会（出席５名） 於：旭川工業団地協同組合

11:30～ 議題１．支部総会提出議案等について

注）コロナ禍により多数の会議が書面等にて開催

Ⅳ）上部団体・関係団体等との連携、その他

(1) 公益財団法人全国法人会総連合

全法連の広報委員会や青連協会議等に会長はじめ担当役員・青年部会員が出席

(2) 一般社団法人北海道法人会連合会

道法連の総会・理事会・委員会等並びに青連協会議・女連協会議等に会長はじめ担当役員・青年部

会員・女性部会員および事務局が出席

(3) 関係団体・福利厚生制度受託会社等

関係団体の総会・新年交礼会等並びに受託会社の会議等に会長はじめ担当役員および事務局が出席

(4) その他

地域振興事業・ボランティアなど各種行事への協力・新規参画検討

注）コロナ禍により書面会議や懇親会の中止など多数
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Ⅴ）表彰受賞関係（順不同）

(1) 納税表彰 （該当者なし）

(2) 叙勲・褒章

☆旭日双光章(春)

会 長 髙 橋 秀 樹 殿 (昭 和 木 材 ㈱)

(3) 全法連・道法連功労者表彰

☆全法連功労者表彰(単位会役員功労者表彰)

副 会 長 高 喜久雄 殿 (㈱ 高 組)

常任理事・愛別支部長 長 屋 修 二 殿 (愛別モータース㈱)

☆道法連功労者表彰(単位会役員功労者表彰)

理 事 高 野 正 夫 殿 ((公財)観音霊苑)

(4) 研修会皆勤賞

☆ゴールド皆勤賞（６社／全６回受講）

旭川設計測量㈱ 殿 ㈱ エ イ ジ ー 殿 広葉樹合板㈱ 殿

㈱国策測量設計 殿 昭 和 木 材 ㈱ 殿 西山坂田電気㈱ 殿

☆シルバー皆勤賞（７社／５回受講）

男 山 ㈱ 殿 ㈱Ｋ・Ｆ・Ｋ 殿 ㈱ コ ハ タ 殿

㈱日興ジオテック 殿 ㈱プラスティー 殿 北東アジア商事㈱ 殿

美浪左官工業㈱ 殿

注）今年度はコロナ禍のため全７回開催予定の内１回は中止

(5) 組織強化・部会表彰

☆会員増強表彰（５名／２社以上の新規加入勧奨）

小杉 英紀 殿（㈱小杉石油店） 長勢 将大 殿（㈲エンドレスカンパニー）

美浪 利光 殿（美浪左官工業㈱） 増田 弘志 殿（(税)小城会計事務所）

山本 倫生 殿（日本メディカルプロダクツ㈱）

☆青年部会皆勤賞（７名／全５回出席）

石橋 優樹 殿（㈱ユウキ） 高尾 勉 殿（㈱ＴＡＫＡＯ）

敦賀 敏文 殿（㈱東宝技研工業） 長勢 将大 殿（㈲エンドレスカンパニー）

福居 裕二 殿（㈱福居製餡所） 堀江 裕樹 殿（㈲インテリアほりえ）

山下 晃史 殿（㈱フーズ・ワン）


