2021年4月15日
第467号
発行所
日本公認会計士政治連盟
〒102-8264
東京都千代田区九段南4-4-1
公認会計士会館
電話03-3515-1155
発行人
編集人

第5回

第6回 政治連盟囲む会インタビュー

■ 第6回政治連盟囲む会インタビュー
「北方領土回復」に込める想い
■ 活動報告
●
●
●

国会議員の先生方との意見交換

薗浦健太郎議員、松本洋平議員が来会

武村展英議員が来会

■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

森 公高
新井達哉

ゲスト
衆議院議員

小田原きよし

に込める想い
「北方領土回復」
今回は、生き馬の目を抜く金融業界を 20 年生き抜いた元金融マン、小田原潔議員です。
経済通であることはもちろんですが、志はなんと「北方領土回復」と「国連の敵国条項の改正」、
「安保理常任理事国入り」。その心を伺いました。
インタビュアー：一法師信武（囲む会会長）
1987年東京大学経済学部卒。富士銀行、メリルリンチ証券、ゴールドマン・サックス証券 、ドイツ
証券、モルガン・スタンレー証券を経て２０１２年１２月衆議院議員初当選。当選3回、元外務大臣
政務官。尊敬するのは佐藤栄作、陸奥宗光、秋山好古。三人の共通点は信念を貫き通したところ。
秋山好古は大酒飲みだったことにも共感。
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す。

一法師

モルガンと金融の世界を 20 年以上歩ま
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小田原 潔 衆議院議員

一法師信武（囲む会会長）
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活 動 報 告

国会議員の先生方との
意見交換

塩崎恭久 衆議院議員（自民党/愛媛1区）

2021年2月24日

吉野正芳 衆議院議員（自民党/福島5区）

2021年3月1日

日本公認会計士協会、日本公認会計士政治連盟と
して今月も国会議員の先生方と業界を取り巻く環境
について意見交換をおこないました。
塩崎恭久 衆議院議員

衛藤征士郎 衆議院議員（自民党/大分2区）

2021年3月4日

古賀篤 衆議院議員（自民党/福岡3区）

衛藤征士郎 衆議院議員

西田昌司 参議院議員（自民党/京都府選挙区） 2021年3月10日

西田昌司 参議院議員

2021年3月8日

古賀 篤 衆議院議員

柴山昌彦 衆議院議員（自民党/埼玉8区）

片山さつき 参議院議員（自民党/比例代表
（全国区）
）2021年3月17日

古川俊治 参議院議員

片山さつき 参議院議員

2021年2月17日

武村展英議員が来会

薗浦健太郎 衆議院議員

政治連盟会費の納付についてお願い （「預金口座自動振替」制度をご利用ください）
会費納入にあたりましては、5月上旬に送付いたします「払込取扱票（コンビニ利用可）」をご利用くだ
さい。
（あずさ、あらた、仰星、三優、新日本、太陽、
トーマツ、東陽、みのりの各監査法人所属の方々に
は、法人本部を通してお願いしております。）払込取扱票をご希望の方はお問合わせください。

2021年3月10日

柴山昌彦 衆議院議員

古川俊治 参議院議員（自民党/埼玉県選挙区） 2021年3月11日

薗浦健太郎議員、松本洋平議員が来会

松本洋平 衆議院議員

吉野正芳 衆議院議員

2021年3月4日

武村展英 衆議院議員

政治連盟会費（年額）

公認会計士12,000円

準会員1,200円

なお、会費の納付に便利な「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）
をご利用ください。

【お問合せ】日本公認会計士政治連盟事務局 ☎ 03-3515-1155 FAX 03-5226-3354

