
社長の“やる気”サポート

青年部会
第四十一年度通常総会	 ～チャレンジ200～　目標 部会員200名
日時／令和4年4月13日㈬　18：00～19：00　会場／東京第一ホテル錦2Ｆ 会議室ブリランテ

租税教室
日時／令和4年5月27日㈮　会場／橘小学校　対象／6年桜組29名　講師／青年部会税務委員会副委員長　志知　秀昭 氏

東京第一ホテル錦2Ｆ 会議室ブリランテ

令和４年5月24日　名古屋東急ホテル 
親会通常総会にて会員に協力依頼

第四十一年度役員 第四十二年度役員

開会あいさつ　部会長
鈴木　拓将 氏

祝辞　親会副会長
山口　茂樹 氏

名古屋市立橘小学校　6年桜組教室
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経営研究会
第35期通常総会　日々 の努力　明るく元気に力を合わせてがんばりましょう
日時／令和4年14日㈭　18：00～19：00　会場／東京第一ホテル錦2Ｆ 会議室ブリランテ

日時／ 令和4年2月24日㈭　15：00～16：30
会場／昭和ビル 9Ｆ ホール
議題／
① 令和4年度事業計画・収支予算案
② 令和3年度収支決算の見込
③ 総会運営
④  臨時事業　新型コロナワクチン（3回

目）職域接種の実施について
⑤  全法連役員功労表彰予定者 

（理事10年以上 2名+補）
⑥ 会員数の状況と総会における表彰
⑦ 当会の委員会委員、支部役員の改選
⑧  各部会、他会、税連協等総会等への出

席依頼について

日時／令和4年3月24日㈭　15：00～16：30
会場／昭和ビル 9Ｆ ホール
議題／
第1号議案  令和3年度事業報告（案）及
び収支決算（案）の件
報告事項
① 会員増強運動について
② 支部事業の実施・計画について
③ 主要行事予定について

第26回理事会
日時／令和4年3月14日㈪　15：00～16：30
会場／昭和ビル 9Ｆ ホール
議題／
第1号議案  令和4年度事業計画（案）及び
収支予算（案）の件
第2号議案  第11回通常総会開催（案）の件
報告事項
①  業務執行理事による業務執行状況の報

告について
② 会員増強運動について
③ 支部事業の実施・計画について
④ 主要行事予定について

第27回理事会
日時／令和4年4月15日㈮　15：30～16：30
会場／昭和ビル 9Ｆ ホール
議題／
第1号議案  令和3年度事業報告（案）及
び収支決算（案）の件
報告事項
① 支部別加入状況等について

正副会長会 第20回常任理事会 第26・27回理事会

東京第一ホテル錦 2Ｆ会議室ブリランテ

議長　代表幹事
佐々木　浩一 氏

第36期代表幹事あいさつ
山田　尚武 氏

祝辞　親会筆頭副会長
瀧　健太郎 氏

昭和ビル 9Ｆ ホール

開会あいさつ　会長　杉浦　正樹 氏
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社長の“やる気”サポート

税制委員会　新入社員向け租税教室　令和４年度新入社員研修講座
会場／昭和ビル9F ホール　研修時間／4コース共通　10:00～16:30

税務・税法研修

講師／ A・B　社員教育コンサルタント　アルト・キャリア開発　森　眞江 氏 
C・D　ビジネスマナー講師　㈱アイミック　高浪　香代子 氏 
B・D　名古屋中税務署税務広報広聴官　金子　正彦 氏

テーマ／
A・C
・新入社員としての心構え
・執務中のマナー、服装規律
・仕事の進め方
・職場の人間関係
B・D
・接遇対応の基本
・社会人としての言葉づかい
・来客応対（ビジネスマナー）
・魅力的な社員になるために
B・D
今、知っておきたい「税」のはなし
・私たちの暮らしと「税」
・消費税について
・給与所得者
・サラリーマンと所得税

森　眞江 氏　5日

高浪　香代子 氏　6日

金子　正彦 氏　5日確定申告ネットで
e-Taxスマートフォン模擬体験　5日
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日程／ Aコース 4月4日　新入社員基本研修 
Bコース 4月5日　 新入社員のためのビジネスマナー 

社会人に向けた租税教室

Cコース 4月6日　新入社員基本研修
Dコース 4月7日　 新入社員のためのビジネスマナー 

社会人に向けた租税教室

昭和ビル 9F ホール　６日

昭和ビル 9F ホール  5日

昭和ビル 9F ホール  5日
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社長の“やる気”サポート

《講演の主なポイント》
① 我が国の経済と財政の現状
②  新型コロナウイルス感染症の影響に対しての税務行

政の対応
③   税務行政の将来像についてデジタルトランスフォー

メーションの構想
④   国税局が取り組む重点課題や最近の税制改正の動向
⑤  産地名の「地理的表示」など酒類税の振興策
⑥ e-Taxによる確定申告の推進

第39回大規模法人経営者国税局長講演会
我が国の財政と税務行政の展望
日時／令和４年２月22日㈫　15：30～17：00　会場／名古屋マリオットアソシアホテル16F タワーズボールルーム　講師／名古屋国税局長  臼杵　芳樹 氏

名古屋国税局長
臼杵　芳樹 氏

委員長あいさつ
森田　乾嗣 氏

委員長あいさつ
神谷　裕之 氏

昭和ビル９F ホール

昭和ビル９F ホール 研修資料の一部

仲島　監一 氏

３月期
４月14日　昭和ビル９F ホール

名古屋マリオットアソシアホテル16F タワーズボールルーム

主催者あいさつ
愛知県法人会連合会副会長
社本　光永 氏

司会  県連広報大使
佐藤　奈緒美 氏

日時／令和４年２月24日㈭　13：30～15：00
会場／昭和ビル９F ホール

日時／令和４年２月２日㈬　13：30～15：00
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統括官　磯貝　泰孝 氏 

名古屋中税務署上席国税調査官　仲島　監一 氏

事業委員会
１～２月期

日時／令和４年３月24日㈭　13：30～15：00
会場／昭和ビル９F ホール

日時／令和４年５月11日㈬　13：30～15：00
会場／昭和ビル９F ホール

日時／令和４年４月14日㈭　13：30～15：00
会場／昭和ビル９F ホール

総務委員会 ４～６月期

３月期

委員会 決算期別研修会
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支部事業
錦三丁目支部 プラネタリウム招待感謝状
日時／令和4年2月4日㈮　会場／名古屋市市役所子ども青少年局長室

御園支部第15回元気が出る会社訪問
新時代の名古屋の食べ歩き
日時／令和4年4月21日(木)　15：00～17：00
会場／ひつまぶし登河 那古野本店　西区那古野1-2-11

栄西支部第1回事業　アフターコロナを
見据えた名古屋の外食産業の未来について
日時／令和4年6月14日㈫　17：30～20：00
会場／きときと 名古屋店　名古屋市西区名駅3-7-13

千早支部役員総会
日時／令和4年4月18日㈪
会場／昭和ビル3F 法人会事務局会議室

名古屋市子ども青少年局長
土本　仁美 氏（左）と
錦三丁目副支部長　石原　寿生 氏
名古屋市子ども青少年局長室　2月4日

㈱まつりグループ社長
飯田　昌登 氏

㈱きときと社長　平井　真樹 氏

名古屋市子ども福祉課の皆さんと
錦三丁目支部長　加藤　あつこ 氏（前席左）昨年12月19日

ひつまぶし登河  那古野本店

きときと名古屋店昭和ビル3F 法人会事務局会議室

名古屋市科学館入口風景

支部長あいさつ
松原　英人 氏

支部長あいさつ　服部　浩明 氏

議題
① 令和3年度事業報告及び収支決算承認の件
② 令和4年度事業計画及び収支予算承認の件
③ その他
報告事項
① 通常総会の開催について
② 支部別加入状況等について
③ その他

　昨年12月19日の名古屋市科学館プラネタリウムへ養護施設
の児童･生徒たちを招待した事業に対して、名古屋市長より感
謝状を授与されました。

対談講演
新時代の名古屋の食べ歩き・うなぎの四方山話
講師／㈱まつりグループ社長　飯田　昌登 氏

他社との差別化を図るための戦術
講師／㈱きときと　代表取締役　平井　真樹 氏
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

ワクチン接種　特設ブース

取材に応じる杉浦会長

名古屋中法人会は３月23日と24日の二日間の日程で、御
園座において新型コロナワクチンの職域接種を開催した。

接種に訪れた人は、御園座のロビーに掲げられた応援広
告提灯の下の特設ブースで接種した後、ゆったりした客席
で華麗な緞帳を観ながら15分の経過観察を過ごしていた。

23日の午前中は、CBC、東海のテレビ局と中日新聞社
など報道各社が取材に訪れていた。

日時／令和４年３月23日㈬・24日㈭　10：00～20：00　　会場／御園座　対象者／18歳以上で２回目接種から６ヶ月以上経過

新型コロナワクチン職域接種社会貢献事業
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ワクチン接種　特設ブース

取材に応じる杉浦会長

経過観察　ホール

御園座

受付
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