
社長の“やる気”サポート 愛知県法人会連合会行事

税知識普及活動 本部事業

税の啓発活動

本書の特色　◎くらしに役立つ税の情報が満載
　　　　　　◎最新の法律によるていねいな解説
　　　　　　◎マンガで楽しくわかりやすい

啓発ポスター掲示場所（市営地下鉄改札口16ヶ所）

日　時／令和３年２月24日㈬　15：30～
会　場／マリオットアソシアホテル
講　師／名古屋国税局長　吉井　浩 氏
演　題／ 税務行政の現状と課題～新型コロナウイルス対応・

デジタルトランスフォーメーション・酒類業振興～

司会
県連広報大使　女優
佐藤　奈緒美 氏

開会あいさつ
県連副会長

森　克彦 氏

講師
名古屋国税局長
吉井　浩 氏

マリオットアソシアホテル

冊子見開写真

伏見駅北改札口 市役所駅 東別院駅

法人会事務局受付カウンター

コロナ禍で確定申告期間が延長され、
修正シールを貼りました。

講演の主なテーマ／
①財政の現状　歳入・歳出
②新型コロナウイルス感染症に関する国税庁の対応
③税務行政の将来像
　利便性の向上　課税・徴収の効率化・高度化　システム整備と業務改革
④消費税軽減税率制度インボイス制度導入
⑤酒類業振興策の地理的表示（GI）の指定状況とブランド化の推進
⑥国税庁の任務と使命

マンガと図解が見開きになっています。マンガはビジネスや暮らしの身近な税の仕
組み、考え方の大枠を理解していただけるようにストーリー展開し、解説は平易な表
現と具体的な図解で、要点をつかみやすく工夫されています。また、補足すべきポイ
ントや注意しておきたい勘どころは、「Memo」や「Check」として取り上げています。
「未婚のひとり親に対する税制、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の税制上

の措置など最新の情報を織り込んでいます。

八事駅
中村日赤駅
東山線名古屋駅
桜通線名古屋駅
伏見駅
港区役所駅

東別院駅
市役所駅
平安通駅
ナゴヤドーム前矢田駅
八事日赤駅
八事駅

総合リハビリセンター駅
瑞穂運動場駅
久屋大通駅
上小田井駅

「マンガと図解 新くらしの税金百科2020→2021」無償配布事業

令和２年度「確定申告」啓発ポスター　市営地下鉄改札口掲示

第38回 大規模法人経営者国税局長講演会
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 本部事業

第18回 常任理事会

第23回 理事会

第19回 常任理事会

第24回 理事会

臨時 正副会長会議

「中区わくわく未来地図2030」経営研究会第２回事業計画説明

日時／令和３年２月25日㈭　14：00～
会場／昭和ビル９Fホール

日時／令和３年２月25日㈭　15：00～
会場／昭和ビル９Fホール

日時／令和３年３月15日㈪　15：00～
会場／昭和ビル９Fホール

日時／令和３年３月25日㈭　15：00～
会場／昭和ビル９Fホール

日時／令和３年４月14日㈬　15：00～
会場／昭和ビル９Fホール

昭和ビル９Fホール　令和３年２月25日

昭和ビル９Fホール　令和３年２月25日

表彰式　推進員６名の皆様

昭和ビル９Fホール　令和３年３月25日㈭

昭和ビル９Fホール　令和３年４月14日㈬

議案説明　鶴岡　一美 専務理事

昨年逝去された当会役員、正木利和副会
長、鶴見俊成常任理事のご冥福をお祈り
し黙祷を捧げました

昭和ビル９Fホール　令和３年３月15日

来賓あいさつ
名古屋中税務署長
伊藤　嘉浩 氏

議長
岡谷　篤一 会長

会長あいさつ
岡谷　篤一 氏

会長あいさつ
岡谷　篤一 氏

厚生委員会
大同生命保険㈱
小林　将 氏

来賓あいさつ
名古屋中税務署筆頭副署長　所　瑞穂 氏

議案説明
鶴岡　一美 専務理事

厚生委員会
大同生命保険㈱
中井　智之 氏

議長
荒川　愼太郎 氏

（右より）
佐々木　浩一 代表幹事
平木　聖三 副代表幹事

Baccarat TIARA 2021

理事定年退任者及び
会員加入勧奨功労者への記念品
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社長の“やる気”サポート 部会事業

ご視聴、チャンネル登録をお願いします。
① オリエテーション委員会が公式

YouTubeチャンネルを開設
② 部会長へのインタビュー、事業活動の 

内容などを配信

第40年度理事・監事 第41年度理事・監事

名古屋クレストンホテル　令和３年４月13日

大塚真次郎部会長（手前）に花束を贈る
鈴木拓将筆頭副部会長

日時／令和３年４月13日㈫　18：00～
会場／名古屋クレストンホテル９Fザ・バンケットCorvla Suire

日時／令和３年３月26日㈮
会場／WEB ZOOM会議

来賓あいさつ　名古屋中税務署長
伊藤　嘉浩 氏

来賓あいさつ　副会長
山口　茂樹 氏

来賓あいさつ　経営研究会代表幹事
佐々木 浩一 氏

部会長あいさつ
大塚　真次郎 氏

新部会長あいさつ
鈴木　拓将 氏 表彰

オリエンテーション委員会
表彰

総務委員会
青年部会卒業生

来賓控室

WEB ZOOM会議　本部　昭和ビル３F法人会事務局会議室　令和３年３月26日

青年部会 第41年度総会

青年部会 第４回役員予定者会議
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社長の“やる気”サポート 部会事業

昭和ビル９F会議室　令和３年３月11日

部会長あいさつ　森田　英津子 氏 名古屋東急ホテル４F調べの間　令和３年４月20日

女性部会理事会
日時／令和３年３月11日㈭
会場／昭和ビル９F会議室

預託／令和３年１月15日㈮
寄付３万円、使用済切手2.6kg

日時／令和３年４月20日㈫　11：00～
会場／名古屋東急ホテル４F調の間

新部会長あいさつ
近藤　眞奈美 氏

女性部会の新しい役員の皆様

受付 来賓控室

女性部会 第38回通常総会

女性部会中部善意銀行預託
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社長の“やる気”サポート 部会事業

日時／令和３年４月14日㈬　18：00～
会場／東京第一ホテル錦ブリランテの間

日時／令和３年４月５日㈪・21日㈬
会場／名古屋テレビ塔
　　　公式インターネット放送局『なごチューブ』

テーマ／

『心つながるまちづくり』
−中区の回遊性向上と栄地区の魅力度アップ−開催日時／令和３年11月１日㈪　14：00～

会　　場／中部電力 MIRAI TOWER
　　　　　（５月１日より名古屋テレビ塔の呼称変更）

東京第一ホテル錦　ブリランテの間　令和３年４月14日

名古屋テレビ塔テラスカフェ

受付

新副代表幹事・総務幹事・会計幹事の紹介

右から　名古屋テレビ塔㈱　取締役社長　大澤　和宏 氏、
なごチューブ総合プロデューサー　平松　雅恵 氏　４月５日

左から　川村　正 氏、元会長　岡田　邦彦 氏、
佐々木　浩一、茂山　光夫 氏　４月21日

代表幹事あいさつ
佐々木　浩一 氏

事業計画説明　第２回事業
「2030中区の未来」小冊子発刊

副代表幹事
山田　尚武 氏

経営研究会 第35期通常総会

経営研究会第１回事業（会員交流事業）打合せ
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社長の“やる気”サポート 部会事業

デ
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・
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・
名
古
屋
大
学
／
他

令和３年４月27日㈫
オリエンタルビル
令和３年６月２日㈬
三菱地所 中部支社
令和３年６月３日㈭
三井不動産 中部支社
令和３年６月21日㈪
名古屋大学 
工学部研究科

学
区
・
支
部

令和３年５月26日㈬
老松学区・支部

新オリエンタルビル（完成イメージ）

オリエンタルビル　令和３年４月27日

三菱地所 中部支社　令和３年６月２日

三井不動産 中部支社　令和３年６月３日中日ビル（完成イメージ）

日時／令和３年３月１日㈪・10日㈬・４月７日㈬
会場／昭和ビル３F法人会事務局会議室・東京第一ホテル錦
テーマ／『2030中区の未来』

昭和ビル３F法人会事務局会議室　令和３年３月10日 東京第一ホテル錦　令和３年４月７日

老松小学校

老松支部　令和３年５月26日

経営研究会 第２回事業（税を学び地域社会に貢献する事業）冊子発刊
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社長の“やる気”サポート 地域企業実務研修会

日時／ 令和３年４月５日㈪・６日㈫・７日㈬・８日㈭ 
10：00～16：30

会場／昭和ビル９Fホール
講師／ ４月５日㈪・６日㈫ 

アルト・キャリア開発　森　眞江 氏 
７日㈬・８日㈭ 
㈱アイミックビジネスマナー講師　大原　有希 氏 
名古屋中税務署 筆頭税務広報広聴官　中村　治 氏

研修項目①今、知っておきたい「税」のはなし　６日・８日
研修項目②新入社員基本研修　５日・７日
研修項目③新入社員・ビジネスマナー研修　６日・８日

地域の法人企業の新入社員を対象にした研修会
　昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止となったため、入社２年目の社員も対象として租税
教育と税務研修を行った。
　①社会人並びにビジネスマンのマナー習得
　②社会の一員としての必要な税知識の習得

令和３年４月６日
昭和ビル９Fホール

税務研修
税務研修　中村　治 氏

社員研修　森　眞江 氏

社員研修　大原　有希 氏

令和３年４月５日　昭和ビル９Fホール

テキスト

新入社員研修会
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 税知識普及事業

� 本部事業

 支部事業

日時／ 令和３年４月16日㈮・５月12日㈬ 
13：30～

会場／ 昭和ビル９Fホール
講師／ 名古屋中税務署　法人課税第一部門
　　　統括国税調査官
　　　馬渕　大樹 氏
　　　名古屋中税務署　上席国税調査官
　　　仲島　監一 氏
研修／ 法人税・消費税などの適正申告に 

必要な決算申告の実務上のポイント
　　　 税制改正の知識習得、企業の税務

コンプライアンスを向上させる
「自主点検チェックシート・ガイ
ドブック」の活用 名古屋中税務署　法人課税第一部門　統括国税調査官　馬渕　大樹 氏

３月期
令和３年４月16日　昭和ビル９Fホール

令和３年３月16日

令和３年４月１日　昭和ビル９F会議室

４～６月期
令和３年５月12日　昭和ビル９Fホール

税制委員会（正副委員長会）

錦三丁目支部役員総会

日時／令和３年３月16日㈫
会場／昭和ビル３F法人会事務局会議室

令和３年度税制改正の概要について
令和４年度税制改正提言について
各委員からの意見とりまとめ

日時／令和３年４月１日㈭　11：00～
会場／昭和ビル９F会議室

決算期別研修会（３月期）・（４〜６月期）

NAKA 令和３年夏号　15


