
 

女性部会  

1/28 女性部会  新春講演会                                     

女性部会  新春講演会を行いました。  

宇和島税務署の山口署長に講演をしていただきました。  

講演会後、交流会を行いました。  

日  時：平成３１年１月２８日（月）  

会  場：東洋軒  風人月下  

演  題：『事業承継税制のあらまし』  

講  師：宇和島税務署長  山口  正人  氏  

参加者：２１名  

  

亀岡部会長の挨拶           山口署長による講演会  

    

宇和島信用金庫にて、『税に関する絵はがきコンクール』作品を展示しています       

『税に関する絵はがきコンクール』にご応募いただいた作品を、  

宇和島信用金庫本店にて、展示しています。  

お立ち寄りの際はぜひご覧ください。  

    

期  間：１月２１日（月）～２月１５日（金）  

場  所：宇和島信用金庫  本店    
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伊予銀行にて、『税に関する絵はがきコンクール』作品を展示しています              

『税に関する絵はがきコンクール』にご応募いただいた作品を、  

伊予銀行宇和島支店にて、展示しています。  

お立ち寄りの際はぜひご覧ください。  

期  間：１２月３日（月）～１月１１日（金）  

場  所：伊予銀行  宇和島支店    

   

12/6 第２回  合同交流会議                                        

青年部会と合同交流会議を行いました。  

今年度の事業報告と、今後のスケジュールを確認しました。  

会議後、青年部会・女性部会の合同で懇親会を行いました。  

日  時：３０年１２月６日（火）  

会  場：かどや弁天町店  

参加者：３０名  

  

宇和島税務署にて、『税に関する絵はがきコンクール』作品を展示                

『税に関する絵はがきコンクール』にご応募いただいた作品を、  

宇和島税務署にて展示しました。  

期  間：１１月１２日（月）～１６日（金）  

場  所：宇和島税務署  １階   
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11/5,7 『税に関する絵はがきコンクール』  表彰式                       

各小学校にて、表彰式を行いました。  

宇和島法人会  清家会長、亀岡女性部会長、事務局、  

宇和島間税会  戸田会長、  

宇和島税務署  山口署長、森田統監  が出席しました。  

日  時：１１月５日、７日  

場  所：明倫小学校、鶴島小学校、番城小学校、和霊小学校   

  

  明倫小学校           鶴島小学校  

  

  番城小学校           和霊小学校  

10/28 第２４回  南予ブロック女性部会  合同研修会（宇和島大会）            

大洲喜多法人会・八幡浜法人会の女性部会と、合同研修会を行いました。  

今年は宇和島での開催となりました。  

日  時：１０月２８日（日）  

会  場：真珠会館、宇和島市営闘牛場  

参加者：３８名  

≪研修会≫  演  題：『法人会の福利厚生について』  

      講  師：大同生命保険 (株 )   金子  一彦  氏  

          ＡＩＧ損害保険 (株 )  大槻  幸弘  氏  

≪講演会≫  演  題：『事業承継税制のあらまし』  

      講  師：宇和島税務署長  山口  正人  氏  

   

  亀岡部会長の挨拶       清家会長の挨拶          
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 交流会の様子  

交流会後、宇和島市営闘牛場で闘牛観戦をしました。  

 

   

  
   

『税に関する絵はがきコンクール』入賞作品が決定                     

今年度の応募作品２５１点の中から、  

入賞作品が決定いたしました。  

選ばれた作品は、各小学校にて表彰式を行う予定です。  

 

  ≪最優秀賞≫  

明倫小学校  宮脇  風奏  

入賞作品はこちらをご覧ください。  入賞作品  佳作  
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10/17 『税に関する絵はがきコンクール』作品審査会                   

ご応募いただいた作品の中で、入選作品１５点を決める審査会を行いました。  

宇和島税務署署長、森田統括官、女性部会役員、清家会長と、  

アトリエぱれっとの清家由佳先生にご参加いただきました。  

日  時：１０月１７日（木）  

会  場：宇和島自動車会館３ F 

   

フジグランにて、『税に関する絵はがきコンクール』作品を展示しています。           

『税に関する絵はがきコンクール』にご応募いただいた作品を、  

フジグラン北宇和島店にて展示しております。  

お立ち寄りの際はぜひご覧ください。  

    

期  間：１０月６日（土）～１４日（日）  

場  所：フジグラン北宇和島店     

   

『税に関する絵はがきコンクール』  作品募集を行いました。                    

下記の小学校にて、青年部が租税教室を実施した後、女性部会より、  

平成３０年度『税に関する絵はがきコンクール』についての説明・作品募集を行いまし

た。  

日  時：３０年６月１９日（火）         日  時：３０年６月２６日（火）  

会  場：宇和島市立番城小学校          会  場：宇和島市立和霊小学校  

参加者：２クラス  ７８名            参加者：２クラス  ８０名  

担  当：女性部会  会長  亀岡  征子        担  当：女性部会  副会長  野本  寿美

子  
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日  時：３０年６月２５日（月）         日  時：３０年７月３日（火）  

会  場：宇和島市立鶴島小学校          会  場：宇和島市立明倫小学校  

参加者：１クラス  ４０名            参加者：２クラス  ９３名  

担  当：女性部会  会長  亀岡  征子        担  当：女性部会  会長  亀岡  征子  

    

   

番城小学校にて         鶴島小学校にて         和霊小学校にて  

    

6/7 第２４回  南予ブロック女性部会研修会  正副会長会                    

大洲喜多法人会、八幡浜法人会の女性部会と、  

第２４回南予ブロック女性部会研修会にむけた正副会長会を行いました。  

研修会の日程や予算などについて、話し合いました。  

日  時：６月７日（木）  

会  場：かどや弁天町店  

参加者：１０名  

（大洲喜多法人会２名、八幡浜法人会３名、宇和島法人会３名、宇和島法人会事務局）  

 

6/5 第６回  会員交流会議                                       

青年部会と合同で、会員交流会議を行いました。会議後は、  

統括国税調査官の森田  敏由氏による税務研修会、  

行政書士の岡部  五郎氏による労務研修会がありました。  

研修会後、青年部会・女性部会の合同で懇親会を行いました。  

  

日  時：３０年６月５日（火）  

会  場：きさいや広場  

参加者：２８名  
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戸田副会長のあいさつ          女性部会  亀岡部会長のあいさつ  

    

4/12 第１３回  全国女性フォーラム（山梨大会）                          

女性部会が『第１３回全国女性フォーラム』山梨大会に参加し、  

記念講演や式典に出席しました。  

    

日  時：３０年４月１２日（木）  

会  場：アイメッセ山梨  

参加者：６名  

≪記念講演≫  

演  題：『小さな旅と私～人との出会いと発見～』  

講  師：フリーアナウンサー  国井  雅比古  氏  

   

                  宇和島法人会の最優秀賞作品１点が、  

           高松国税局が選出する優秀作品の１つとして、展示されました。  

 

 
全法連女性部会連絡協議会  若松会長の挨拶  

 

 



第１５回  全国女性フォーラム愛媛大会  実行委員会  立ち上げ式             

女性部会が『全国女性フォーラム愛媛大会』実行委員会立ち上げ式に出席しました。  

愛媛大会開催までのスケジュールの確認、各委員会の所管について話し合いました。  

日  時：３０年３月２９日（木）  

会  場：東京第一ホテル松山  

参加者：３名（亀岡部会長、野本副部会長、三浦顧問）  

 

 

 


