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第3回

■ 第3回政治連盟囲む会インタビュー
子供たちに宇宙の夢を！
■ 活動報告
●

昨今の公認会計士業界を

取り巻く環境について意見交換

「公認会計士豊水会」を開催

●

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」

●

第５回通常総会を開催

200901

森 公高
新井達哉

政治連盟囲む会インタビュー

子供たちに宇宙の夢を！
今回は、初入閣を果たした井上信治万博担当大臣です。インタビューの 10 月7 日は井上大臣
のお誕生日で、政連から花束をプレゼント。合同庁舎にある大臣室で、大阪・関西万博から
月面基地建設まで夢のあるお話を伺いました。
インタビュアー：沖倉 強（囲む会会長）、原島正之（囲む会顧問）
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活 動 報 告

昨今の公認会計士業界を取り巻く環境について意見交換
コロナ禍における決算・監査の総括を含め、現在、日本公認会計士協会と公認会計士業界が直面している重要課題について、意見交換をしました。
2020年9月3日

2020年9月3日

衛藤征士郎 衆議院議員（自民党）

越智隆雄 衆議院議員（自民党）
2020年9月3日

2020年9月3日

塩崎恭久 衆議院議員（自民党）

野田 毅 衆議院議員（自民党）

2020年9月7日

2020年9月7日

吉野正芳 衆議院議員（自民党）

「公認会計士豊水会」
を開催

宮下一郎 衆議院議員（自民党）
「公認会計士制度振興国会議員連盟」

2020年9月30日

会」
（黒田克司会長）が、日本公認会計士

の会長である衛藤征士郎衆議院議員（大

協会において、新型コロナウイルス感染拡

分２区）を支える囲む会「公認会計士豊水

大防止策を十分施したうえで開催された。

衛藤征士郎 衆議院議員

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」
第５回通常総会を開催
去る2020年10月3日、
「伊吹文明を囲む
公認会計士の会」第5回通常総会がから
すま京都ホテルにて開催された。コロナ感
染症対策として昼間開催となり、感染症対
策を実施のうえ、時間をコンパクトに抑えた

2020年10月3日

後、堀村会長により議事が進行され、活
動報告、収支報告案が承認された。
引続き、堀村会長より、次期活動計画
について説明がされ、承認された。
次に伊吹議員より、国政報告をいただ

形での開催となった。総勢14名の公認会 き、コロナ対策や諸課題及び新内閣誕生
計士が参加した。
通常総会では、堀村不器雄囲む会会長
による開会挨拶、森政治連盟会長の挨拶

についてのお話を伺った。定刻どおりに、
盛況裡に閉会となった。

伊吹文明 衆議院議員

