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第１５回 通常総会

開催さる！！

平成 20 年 4 月 24 日（木）午後 6 時 30 分より東急プラザにおき
まして、第 15 回青年部会通常総会が、親会からは滝井副会長を来賓
として、白田税務署長、梅津法人課税第一部門統括国税調査官をお迎
えし開催されました。
議事については、平成 19 年度の報告、平成 20 年度の計画が原案
のとおり承認されました。
例年 6 月に開催していた総会ですが、新年度の事業開始を考慮し、
今年度から４月に総会を開催することになりました。
総会終了後、新入会員歓迎式を兼ねた懇談会が大谷部会長の挨拶で
開会しました。アトラクションは、
「ポケット」のコンサートで、懐
かしのフォークソング特集に会場は大いに盛り上がりました。

大谷部会長

挨拶

総会

懇親会
ポケットと盛り上がるＯＢ
来賓挨拶

白田税務署長

新入会員

新入会員紹介

（敬称略）

事業所名

氏

近畿日本ツーリスト㈱

坂上 隆司

Ａ・Ｃコーポレーション㈱

佐藤 栄司

大同運送㈱

仲條 修

㈲ボヌール

高橋 由美（向かって左）

大同生命保険㈱

愛下 浩一朗（真中）

向かって右 昨年度入会しました

名

㈱プロメディア 守屋 伸一

氏です。
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出前租税教室

社会貢献委員会

酒田市立北平田小学校
6 月 10 日（火）午前 10 時 35 分〜

講師に庄内出羽人形芝居 人形師 津盛 柳貮郎 氏をお迎え
し、出前租税教室を行いました。
子供達の税に対する関心を引き出せたかどうか。とにかく、
巧みな人形さばきとその仕草に笑い声が体育館いっぱいに響
き渡りました。

昨年度とても好評であった為、今後も社会貢献事業として実
施していきます。
訪問は、酒田市教育委員会を介し決定しております。

2008 年度 第１回

山形県法人会連合会青年部会連絡協議会 開催

6 月 24 日（火）県連協議会会議が米沢市「伝国の杜」にて開催されました。各地青年部会からの活動
状況報告や青年の集いでの事例紹介などの議題が話し合われました。2009 年大河ドラマ「天地人」が放
送予定のため、上杉神社、博物館などは観光客でいっぱいでした。
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「ユビキタス社会の到来とビジネス展望！」

8 月 22 日（金）ホテルリッチ＆ガーデン酒田にて

共催

青年部会・三水会・Ｗｅｂ化促進委員会

演題

「ユビキタス社会の到来とビジネス展望！」

講師

ＮＥＣ中央研究所
ビジネスイノベーションセンター
センター長

藤田 友之 氏

「ユビキタス社会」とは、高度情報化社会をいう。
即ち、コンピューターを意識しなくても、その恩恵を受け
ることができる。また、仮に個々では意味のない情報でも、
それを「つなげる」ことにより価値のある情報に変化する。
身近なものとして、ｉｐｈｏｎｅや携帯電話がそれにあた
る。
情報の入手だけでなく、企業サービスの提供、連携による
多様なサービスの実現と新ビジネスの創造・・・ＮＧＮの統
合ソリューションに向けて歩む時期なのかも。

税務講習会

「節税対策について」

税務委員会

9 月 4 日（木） 中町交流ひろばにて
講師に東北税理士会酒田支部長 土田 徹 氏をお迎えし、「節税対策について」と題し、講習会を行いました。
節税のポイントはもとより、平成２０年度税制改正、特に事業承継を中心にした講義内容で、ポイントを絞っ
た、わかりやすい説明をいただきました。
講習終了後は、先生も交えての懇談会となり、税制について、青年部会の事業についてと話題も尽きず、充実
した税務講習会となりました。
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会員紹介

事業所名

氏 名

委 員 会

新規入会 ㈱コトブキ
新規入会 ㈱ホリ・コーポレーション

松田 優
堀 直之

会員拡大委員会
会員交流委員会

会員変更 ㈲ボヌール

佐藤 信広

会員交流委員会

（敬称略）

お知らせ
第２回

他団体交流事業

会員交流委員会

「かっとび交流会＆芋煮会開催」
日

税を考える週間

11 月 11 日〜11 月 17 日

税を考える週間記念講演会

時： １０月１１日（土）
かっとび交流会 午前１０時〜午後１２時
交流会

場

午後１時〜

所： カートソレイユ最上川
ディフェンディングチャンピオンの
大谷部会長

企業訪問
日

会員拡大委員会

時： １１月５日（水）

集合場所： さかた海鮮市場
訪問企業：藤屋酒造本店様、エスポール工業㈱様
懇 談 会： さかた海鮮市場 ２Ｆ
「食事処 海鮮どんや とびしま」

演

加賀美 幸子 氏
題『こころを動かす言葉』

日 時：１１月１１日（火）午後２時３０分開演
（午後２時開場）
会 場： ベルナール酒田
４階 グランドボールルーム

※時間等は、後日配付の案内文書を確認ください。

社団法人酒田法人会

青年部会設立１５周年記念祝賀会
第 22 回

法人会全国青年の集い
長崎大会

日 付： １１月２０日（木） 部会長サミット
１１月２１日（金） 大会式典
会 場： 長崎ブリックホール
記念公演「さだまさし
地域を語る！ニッポンを語る！」

日 時：１１月１１日（火）午後５時〜
会 場： ベルナール酒田
３階 オーチャード・ルーム
担 当：会員交流委員会

青年部会設立１５周年記念事業
設立１５周年を記念し、酒田市中央公園に桜の木の記
念植樹を行ないます。
日 時：１１月５日（水）午後１時〜
担 当：税務委員会

青年部会員増強について

ランナー

青年部会では部会員増強を目標に揚げております。事業内容も魅力
のある青年部会になるように充実を図っております。
是非、皆様のご紹介をいただきたくお願い申しあげます。

社団法人 酒田法人会 青年部会

編集後記
編集に際しご協力いただいた皆様ありがとうございました。

〜青年部会だより〜

第２６号

2008年11月1日発行

〒998-0044 山形県酒田市中町 2-4-1 マルホンビル 2F
TEL. 0234(26)4772 FAX 0234(26)4788
Web Site: http://www3.ocn.ne.jp/˜s.houzin
E-Mail:
s.houzin@jeans.ocn.ne.jp
企画・編集

総務委員会

