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青年部会の事業のひとつであります租税教室ですが、本年度も４小学校で開催・無事終了致しました。
庄内出羽人形芝居 津盛柳貳郎氏 の指導のもと、青年部会・女性部会会員が、裏方として携わっての公
演となりました。また、毎回大好評のマイナンバー推進キャラクター「マイナちゃん」も登場し、税金を
楽しみながら学べる場を提供できたと実感いたしました。
遊佐町立遊佐小学校
酒田市立十坂小学校
酒田市立泉小学校
酒田市立鳥海小学校

６月１８日（火）
６月２１日（金）
６月２７日（木）
７月１２日（金）
社会貢献委員会

〇

全校 １７３名
６年生 ４２名
６年生 ５６名
全校 １８０名

〇

委員長 佐藤 達也

第8回青年部通常総会開催

会員交流ボウリング大会

令和元年８月２８日、大成ボウリングセンターにて、会員交流ボウリング大会
を開催しました。１９名参加して頂き、齋藤部会長が日々話しているように、会
員増強と青年部メンバーとのコミュニケーションを図るための開催です。
青年部の若い力でボウリングの球に思いを込め投げ込み、たくさんのピンを倒
していました。大変盛りあがることができました。
懇親会は隣りの焼肉店 南大門さんで行いました。新たな人たちともたくさん
お話しが出来、更に友情を深めることが出来たと思います。今後も各事業を通じ
て会員の交流を行い絆を深めていければと思いました。
会員拡大交流委員会

〇 青年部会連絡協議会＆第３回会員研修
令和元年７月１２日（金）、今回は文翔館での開催と
なり、大変貴重な経験をさせていただきました。
本年度の会長として米本奏氏が選任されております。
その後のアトラクションでは山形大学の声楽部によるオ
ペラティックコンサートが披露されました。こちらも文
翔館内のホールで開催され、声の圧力に圧倒される大変
素晴らしい催しでした。
懇親会場ではオープンテラス形式でしたが、天候も
持ってくれ、県内各地域の会員の皆様と交流を深める事
ができました。アトラクションの単会対抗カキ氷早食い
競争では、力を合わせ予選を突破し総合３位に入賞いた
しました。来年は優勝を目指します。
今回酒田から参加いただきました方々を始め、ご協力
いただきました会員の皆様に感謝を申し上げます。
部会長 齋藤 理一朗

青年部会会員増強について
青年部会では部会員増強を目標に掲げています。事業内容も

〇

委員長 畑山 智和

今後の主な行事

○「税を考える週間記念事業」
１１月１３日（水）
午後１８：３０開演
酒田市民会館「希望ホール」
無声映画上映会
佐々木亜希子（酒田市出身）に
よる活弁・ピアノの生演奏付
「瞼の母」
「チャップリンのスケート」
活弁士
佐々木亜希子
ピアニスト 永田雅代

ランナー

～青年部会だより～
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魅力ある声援部会になるように充実を図っております。是非、

〒９９８－００４４

皆様のご紹介をいただきたくお願い申し上げます。

TEL.０２３４（２６）４７７２ FAX.０２３４（２６）４７８８

山形県酒田市中町２－４－１

マルホンビル２F

Web Site：http://www.sakatahoujinkai.jp/
☆☆編集後記☆☆

Facebook : http://facebook.com/sakatahoujinkaiseinenbu/

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。

E-Mail: s.houjin＠jeans.ocn.ne.jp
企画・編集

広報委員会

平成最後の月となります、4月18日（木）日新開発ビルにおきまして、（公社）酒田法人
会青年部会第8回通常総会が、酒田税務署 本間正浩 法人課税部門統括官、また親会から
齋藤英輔 副会長を来賓としてお迎えし開催されました。
議事については、2018年度事業報告、2019年度事業計画が原案のとおり承認されまし
た。そして、任期満了に伴う役員改選が行われ、新部会長に齋藤理一朗氏が選任されました。
総会終了後、卒業式並びに新入会員歓迎式を兼ねた懇親会が、齋藤部会長の挨拶で開会し、
部会員でもあります、大同生命保険㈱の柴庄内営業所長によります乾杯、新役員紹介、卒業生
記念品贈呈、また新入会員の挨拶と盛りだくさんの内容のうえ、アトラクションではベリーダ
ンスが花を添えました。改元の年と重なりました本年度、新たな役員体制のもと、青年部会の
盛大な船出を感じることができる懇親会となりました。
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〇 酒田税務署長挨拶

ランナー

総務委員会

今期も総務委員会を担当させて
頂くこととなりました。総会、新
春の集いの設えが主な事業となり
ますが、和島委員長と共に、齋藤
理一朗部会長と年度の運営がス
ムーズに行くように努力して参り
ます。皆様のご指導とご協力の
程、よろしくお願い致します。

7月の定期人事異動により、酒田税務署長を拝命しました今野と申し
ます。
酒田地区の勤務は初めてですが、できるだけ早く土地に慣れ、地元の
方々とも交流を持ちながら、微力ではありますが何かしらの貢献をして
いきたいと考えております。前任者同様、よろしくご厚誼のほどお願い
申し上げます。
公益社団法人酒田法人会青年部会の皆様には、日頃から円滑な税務行

委員長 和島 公太
総務委員会の職務としては、総
会及び懇親会の設営・運営をさせ
ていただきます。年間を通して委
員会の活動は多くありませんが、
委員会メンバーと共に他の事業に
も参加していきます。どうぞ宜し
くお願いします。

広報委員会

政の運営に当たり、深いご理解とご支援を賜り、厚く御礼を申し上げま
す。中でも、郷土芸能「庄内出羽人形芝居」による租税教室を開催し、
酒田税務署長
今野 聡 様

副部会長 大川 賢一
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これからの次代を担う児童・生徒らに、税金の大切さをご教示いただく
などの社会貢献活動を積極的に展開されております。また、本会の組織
率が永年にわたり、全国でもトップクラスを誇っていらっしゃるのは、
歴代の役員様のご尽力はもとより、会員様おひとりお一人の意識の高

副部会長 洪 八満

委員長 齋藤 健太郎

当青年部会が日頃どんな活動を
行っているのかという情報を内部
的に共有するとともに、活動を積
極的に外部へ発信していくこと、
この２点が我々に課せられた職務
であると考えます。益々青年部会
が盛り上がって いけるよう皆様
のご協力お願い申し上げます。

この度、昨年度に引き続き広報委員
長を務めさせて頂きます、年２回発行
す る 会 報「ラ ン ナ ー」を 中 心 に、
facebookを活 用した 情報 発信・情 報共
有に取り組んでいきます。他の青年団
体と混同される事も多い中、青年経済
人の選択肢として「酒田法人会青年部
会」がパッと浮かぶように広報活動を
頑張っていきたいと思います。

さ、そして何よりも‘地元愛’の深さに裏打ちされた結束力が大きいも
のと敬意を表する次第です。

会員拡大交流委員会

さて、酒田税務署からのお願いを申し上げます。１０月１日から消費
税及び地方消費税の税率が８％から１０％に引き上げられ、同時に消費
税軽減税率制度が実施されました。新たな制度が事業者をはじめとする
納税者の皆様方に混乱なく、円滑に定着するよう、『説明会』の開催な
どの周知・広報に努めております。しかしながら、税のよき理解者であ
る皆様方のチャンネルを通した周知・広報の機会が得られますれば、こ
れ以上の心強い味方はございません。何卒、今後ともご協力のほどよろ
しくお願いいたします。

〇 新役員のご紹介
この度、第１３代目の青年部会長を仰せつかりました齋藤理一朗と
申します。多くの企業が会員となる法人会、その青年部会長として身
の引き締まる思いでおります。
本年度の青年部は６７名のスタートとなります。これまでも会員拡
大については皆様からご尽力いただいており、会員数は着実に増えて
いる状況です。活気ある会を維持するためにも純増は必達であると考
えます。卒業までの貴重な時間を、多くの仲間と共有できるよう、改
めて皆様のご協力をお願いいたします。
部会長
齋藤 理一朗

本会の様々な事業が、会員皆様の糧となるよう部会長の任を全うい
たします。これから２年間になりますが、どうぞ宜しくお願いいたし
ます。

副部会長 畠中 秀昭

委員長 畑山 智和

前年度の委員長に引き続き今年
度は副部会長を仰せつかりまし
た。部会長を叱咤しながらスムー
ズな会の運営に尽力させていただ
く所存です。皆様のご協力のおか
げで会員数も増えてまいりまし
た。皆様が楽しくためになる会に
するべく部会長を叱咤しながらが
んばります。

会員拡大交流委員会では、各交流
事業での会員間の情報交換などの場
を作り組織の一体感を高められれば
と考えており、またﾒﾝﾊﾞｰと協力し合
い楽しい青年部会を作っていければ
と思います。最後に皆さまへお声掛
けをして更なる会員増強を努力して
参りたいと思いますのでご協力のほ
ど宜しくお願い致します。

税務委員会
副部会長 上村 賢弘

委員長 茜谷 功造

齋藤部会長の下、微力ではあり
ますが法人会青年部会の円滑な運
営に携わりたいと思います。昨年
までの税務委員長から引き続き税
務委員会を担当させていただきま
す。皆様へ有効で有益な情報を発
信できるように心掛けて参ります
ので、ご指導とご協力をお願い申
し上げます。

本年の税務委員会は税務セミナー
を開催し、皆様のお役に立てるよう
な情報発信をできればと考えており
ます。至らない点も多く、まだまだ
経験の足りない委員長ですが、皆様
のご指導とご協力をよろしくお願い
申し上げます。

社会貢献委員会
副部会長 佐藤 博信
すべての事業が成功するよう
微力ながらお手伝いさせて頂き
ますので、ご指導宜しくお願い
致します。また、恒例の出前租
税教室ですが、今後も青年部会
の皆様のお力をお借りする形に
なりますので、ご協力のほど宜
しくお願い致します。

委員長 佐藤 達也
今年度の出前租税教室は、計画
通 り 市 内 の 小 学 校4校 で 行 い ま し
た。庄内出羽人形芝居による楽し
くわかりやすい教室でした。多数
の皆様からご協力頂き、ありがと
うございました。これからの事業
は視察研修会の開催を予定してお
りますのでご参加のほどよろしく
お願い致します。

