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平成１８年度事業報告 

１．概 況 

  平成１８年度は、景気回復の兆しが見えたとはいえ、我々、中小企業にとりましては

大変厳しくまた、引き続き慎重な経営姿勢を取らなければならない年でした。 

  このような情勢の下、当法人会はよき経営者を目指すものの団体として、会員企業の

経営の一助となるように、ブロック・支部活動の一層の活性化を重点推進事項に掲げ、

積極的に取り組んだ結果、支部間に差異はあるものの役員会・研修会・見学会等の内容

の充実が図られ、また情報の伝達及び意見交換等も効率良くかつ活発に行われるように

なりました。各委員会においてはブロック・支部の事業活動のサービス機関としての役

割はもとより、部会とともに事業内容等に創意工夫を凝らすとともに法令通達等の周知

徹底を図るための研修会・説明会・講演会等、会活動の一層の活性化に努めました。 

 以上のとおり、当会といたしましては、本年度も公益法人としての役割を着実に果たし

て参りました。 

 

２．事業概要 

 

（１）総務委員会関係 

イ. 通常総会 

平成１８年５月２３日午後３時３０分から、レストラン「スカイキャロット」に

おいて第３７回通常総会を開催しました。会員総数２，２９３名のうち会員１，０

７２名（含む委任状）の過半数出席により適法に成立、平成１７年度事業報告・収

支決算報告及び平成１８年度事業計画案・収支予算案、役員補充選任の件を審議し

承認可決されました。 

なお、平成１８年６月１９日に資産総額変更・役員補充の登記を完了、６月２２

日に東京国税局長に「業務及び財産状況の報告書」「登記事項変更等の届出」「６月

２７日に世田谷税務署長に業務及び財産状況の報告書」「登記事項変更等の届出」を

提出。 

ロ. 会議 

平成１８年度の基本方針に基づく会の事業計画を円滑に推進するため、次のとお

り会を開催しました。 

（イ）理事会 

    （開催日）       （主要議題） 

平成１８年 ４月２６日  総会提出議案の承認の件他 

        ７月２８日  総会報告の件、会員増強運動実施要領の件他 

        ９月２６日  ｅ－Ｔａｘ推進協議会設置の件他 
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          １２月１３日   平成１９年度事業計画案及び収支予算案策定ス

ケジュールの件他 

平成１９年 ３月２３日  平成１９年度事業計画案収支予算案の策定 

（ロ）常任理事会 

平成１８年 ４月１９日  総会の運営について 

       ７月１９日  総会報告の件、会員増強運動実施要領の件 

１１月２９日  平成１９年度事業計画案及び収支予算案の策定

スケジュールの件他 

平成１９年 ３月１６日  平成１９年度事業計画案収支予算案の策定 

（ハ）正副会長会 

平成１８年 ４月１９日  常任理事会審議事項の検討他 

          ７月１９日  常任理事会審議事項の検討他 

         １１月２９日  常任理事会審議事項の検討他 

      平成１９年 ３月１６日  常任理事会審議事項の検討他 

（ニ）八委員長会    

      平成１８年 ６月１４日  各委員会報告と提案 

            ７月 ３日  各委員会報告と提案 

            ９月 ４日  各委員会報告と提案 

           １１月 ６日  各委員会報告と提案 

   （ホ）新春講演会・世田谷法人会新年の集い 

平成１９年 １月２３日  演題 雑学「大阪の話」 

                   講師 世田谷税務署長 玉淵 光敏 氏 

  （ヘ）監査会 

      平成１８年 ４月２４日  平成１７年度会計監査 

   （ト）総務委員会会議 

      平成１８年 ４月１１日  総会提出議案の検討 

            ６月１３日  総会報告 

           １１月２７日  世田谷法人会新年の集いについて 

      平成１９年 １月１８日  平成１９年度事業計画案策定 

ハ. その他 

（イ）表彰関係 

第３７回通常総会において、会長から会員増強功労２名、会活動推進功労

１５名、福利厚生制度推進功労６名、３支部に表彰状を贈呈しました。 

平成１８年度納税表彰式において世田谷税務署長から税務行政の円滑な運

営と納税道義の高揚に貢献した４名の会員（表彰状２名・感謝状２名）が表

彰されました。 
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（ロ）弔意 

会員死亡によるもの            １件 

会員家族の死亡によるもの         ２件 

＊事務局に申請のあったもの 

（ハ）法人会全国大会並びに税制改正要望全国大会 

１０月５日山形県山形市において開催。当会より４名参加 

ニ. 東法連行事の参加 

    平成１９年 ３月９日 全体委員会 

 

（２）組織委員会関係 

会の基盤作りと事業の公益性を高めるために不可欠な会員増強運動は、本年度は

会員増強月間を３ヶ月間（９・１０・１１月）設定し、会の総力を挙げて取り組み

ました。 

しかしながら、不況の最中、退会も多く、１１９社の入会があり平成１９ 年３月

３１日現在の会員数は２，２６６社で加入率２５．３％となりました。 

加入率５０％台回復のためには、新設法人の対応、あるいは脱会防止のため特に

支部活動のあり方に、なお一層の工夫が必要となりますので、会員各位には従前に

も増したご支援・ご協力をお願いします。 

東京税理士会世田谷支部の税理士先生方には多大なご理解・ご協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

イ．会員増強特別月間 

   ９・１０・１１月 

ロ．組織委員会会議等 

   平成１８年 ４月２５日  平成１７年度会員増強結果と平成１８年度事業計画 

         ７月１３日  平成１８年度会員増強の取り組み方について 

         ７月２８日  役員合同顔合せ会 

        １０月１７日  会員増強運動の中間報告と今後の対策 

        １２月 ５日  会員増強運動の最終報告と今後の対策 

   平成１９年 １月１６日  平成１９年度事業計画（案）等の策定 

ハ．未加入法人を対象に異業種交流会 

    平成１８年 ９月２１日  ビジネス交流会 

    平成１９年 ３月１６日  ビジネス交流会 

ニ．東法連行事の参加 

平成１９年 ３月 ２日  全体委員会 
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（３）税制委員会関係 

１０月に開催された財団法人全国法人会総連合主催法人会全国大会で「平成１９

年度税制改正に関する提言」が決議され、税制改正要望大会で、法人会の声として

地元国会議員・地方自治体に強く訴え、その実現にむけてアピールし、法人会の立

場を強く主張しました。 

イ．法人会全国大会 

平成１８年度は税制改正要望大会（兼、法人会全国大会）に参加 

平成１８年１０月 ５日  山形ビッグウイング  ４名出席 

ロ．税制改正要望アンケートの実施 

    平成１８年 ４月２１日  送付 

          ５月２３日  締切 

ハ．税制委員会会議等 

平成１８年 ４月１６日  平成１８年度の事業計画 

          ６月 ５日  平成１９年度税制改正要望事項アンケート回答 

          ７月２８日  合同顔合わせ会 

          ８月２５日  アンケートの結果 

    平成１９年 １月１７日  平成１９年度事業計画（案）等の策定 

          ２月２７日  アンケートについて（税制改正・税のしるべ購読） 

  ニ．平成１８年度税制改正報告会 

平成１８年 ５月１６日  平成１８年度税制改正の報告と対策 

ホ．税制改正要望陳情 

平成１８年１１月 ７日  地元選出衆議院議員（越智たかお先生） 

     １１月２４日  世田谷区長 

  １１月２４日  世田谷区議会議長 

ヘ．全法連・東法連講演会行事の参加 

    平成１８年１１月 ６日  東法連「税制講演会」 

    平成１９年 ２月１４日  全法連「平成１８年税制委員セミナー」 

          ３月 ５日  東法連「全体委員会」 

          ３月２３日  東法連「財政講演会」 

 

（４）広報委員会関係 

例年通り世田谷法人会報の発行、全法連機関誌「ほうじん」月刊の無料配布等を

通じて税務知識の普及、法人会の広報活動を行ってまいりました。 

世田谷法人会報は表紙に向井潤吉アトリエ館蔵の絵を連載し、名刺広告を行い誌

面の刷新と内容の充実を図り、親しみやすい会報作りに努力しました。 

平成１９年１月１日号は初めての試みとして「アニュアルリポート２００６」で
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平成１８年活動報告を行いました。 

写真ｄｅ支部名あてクイズは多数の応募があり好評を得ました。 

ホームページによる情報提供も実施しております。 

昨年度に引き続き、電柱広告さらには広報車による法人会ＰＲと所得税確定申告

期には早期提出を呼びかけました。 

イ. 会報発行 

    平成１８年 ５月 １日  第２６０号 Ａ４版 カラー １２ページ 

          ７月 １日  第２６１号 Ａ４版 カラー １２ページ 

          ９月 １日  第２６２号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

         １１月 １日  第２６３号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

    平成１９年 １月 １日  第２６４号 Ａ４版 カラー ２４ページ 

  ロ．ホームページ 

    毎月更新 

ハ．広報委員会等 

    平成１８年 ４月 ６日  第２６０号校正・第２６１号編集 

          ６月 ６日  第２６１号校正・第２６２号編集 

          ７月２８日  合同顔合せ会 

          ８月 ９日  第２６２号校正・第２６３号編集・アニュアルリポ

ートについて 

         １１月２２日  アニュアルリポートについて 

         １２月１８日  第２６４号（アニュアルリポート）校正 

    平成１９年 １月２２日  平成１９年度事業計画（案）予算（案）策定 

ニ．街頭広報 

    平成１９年 ２月２０日  確定申告書早期提出 

          ２月２７日  確定申告書早期提出 

          ３月 ６日  確定申告書期限内提出 

          ３月１３日  確定申告書期限内提出 

 ホ. 東法連行事の参加 

    平成１９年 ２月２７日  全体委員会 

 

（５）研修委員会関係 

企業経営の健全化に資するため、本年も次のとおり研修会を開催し、税務経理並

びに経営に関する知識の普及および向上を図りました。 

東法連・当会、無料貸し出しビデオライブラリーの紹介に努め、また、会員のニ

ーズに応えた実務講座を実施しました。 
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イ．研修会等 

（イ）新設法人説明会(隔月１回) 

平成１８年４月１９日・６月２３日・８月２３日・１０月２６日・１２月７日・ 

  平成１９年２月２２日             計６回 延参加  ６９名  

（ロ）決算法人説明会(毎月１回) 

平成１８年４月１１日・５月１１日・６月２日・７月６日・８月３日・９月６

日・１０月６日・１１月７日・１２月６日・平成１９年１月１１日・２月８日・ 

３月２０日                 計１２回 延参加 ２８４名   

（ハ）講演会 

平成１８年１１月１７日   世田谷税務協議会主催 

               講師 玉淵光敏氏・篠原 茂氏 

                   演題 税の歴史・せたがやを守る力 

                             参加 １００名 

  （ニ）実務講座 

平成１８年１０月１８日    講師 宇津木一郎氏 

             演題 「新会社法で中小企業はこう変わる」  

参加 ３８名 

（ホ）異業種交流会 

   平成１８年 ９月２１日   ビジネス交流会        参加 １９名 

   平成１９年 ３月１６日   ビジネス交流会          参加 ３６名

（ヘ）税務記帳指導（毎月第２金曜日）          計１２回 延参加２７名 

ロ．全法連・東法連の開催する事業研修委員会への参加協力 

ハ．研修委員会 

平成１８年 ４月１７日   平成１７年度事業報告と平成１８年度事業計画 

       ７月２８日   合同顔合わせ会 

       ８月 ３日   秋の実務講座について 

平成１９年 １月２４日   平成１９年度事業計画案等の策定 

 

（６）厚生委員会関係 

本年度も全法連の経営者大型保障制度・新がん保険や東法連の特定退職金共済制

度を強力に推進し、企業経営の安定化に寄与することを図りました。 

また，成人病健診・書道教室・民謡教室・フラダンス教室も引き続き開催し、好

評を得ました。 

東法連加入の全国の福利厚生施設へも積極的にＰＲしました。 

簡易保険払込団体の利用を推進し、保険料の割引きによるサービスを実施しまし

た。 
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毎月フラダンス・民謡を練習し、地域社会貢献活動の一環として老人ホームを慰

問し喜ばれました。 

会員に呼びかけボウリング大会を開催し、好評を得ました。 

イ. 成人病健診 

   平成１８年５月１１日・１２日・１３日・１１月２７日・２８日   計５日間 

   全日本労働福祉協会に委託                 受診者２４９名 

ロ. 法人会経営者大型保障制度の推進 

   平成１９年３月末現在の契約件数      １,６４４件 

              契約額     ３４８億４千万円 

ハ. 法人会経営者大型保障制度加入推進キャンペーン実施 

ニ. 特定退職金共済制度の推進キャンペーン実施 

ホ. 企業保障プラン・企業保全プランの推進 

ヘ. 新がん保険制度の推進 

ト. 個人サポートプランＬメイトの推進 

チ. 書道教室 講師 渋井 葉石先生（毎月第１火曜日） 年１０回 １４１名参加 

リ. 簡易保険払込団体の利用 

ヌ. 民謡教室 講師 佐藤 松千恵先生(毎月第２水曜日) 年１０回 １２２名参加 

ル. 老人ホーム慰問 ７月６日・９月２２日・１１月２日 ３回実施 

ヲ. フラダンス教室 

ワ．都市銀行融資斡旋 

カ．中小企業向け貸倒保証制度の斡旋 

ヨ．ボウリング大会 １０月１３日  

タ．旅行会     １０月２４日 

レ．厚生委員会会議 

   平成１８年 ４月１２日  平成１８年度事業計画並びに収支予算 

         ７月 ４日  ボウリング大会並びに旅行会について 

         ７月２８日  合同顔合わせ会 

         ９月２７日  ボウリング大会実施要領並びに旅行会実施要領 

   平成１９年 １月２２日  平成１９年度事業計画案策定 

  ソ．東法連行事の参加 

    平成１９年 ２月２３日  厚生委員会常任委員会・全体委員会 

                 共済制度推進連絡協議会 

          ３月 ６日  特退共加入推進優績者表彰式 

 

（７）社会貢献委員会関係 

法人会に地域社会貢献を視野に入れた活動が望まれ、ブロック・支部・委員会・
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部会に働きかけ活発に社会貢献活動を実施しました。 

イ．事業 

    平成１８年 ６月１０日  朝市 

          ７月 ６日  老人ホーム慰問 

          ９月２２日  老人ホーム慰問 

      １０月２１，２２日  税金クイズ（せたがや未来博） 

         １１月 ２日  老人ホーム慰問 

   ロ．東法連行事の参加 

    平成１９年 ３月 ７日  社会貢献研修会及び全体委員会 

 ハ．社会貢献委員会 

    平成１８年 ４月 ５日  平成１７年度事業報告・１８年度事業計画 

          ７月２８日  合同顔合わせ会 

    平成１９年 １月２６日  平成１９年度事業計画案等策定 

  

（８）財務委員会関係 

財政基盤の健全化を図るため予算の編成及び決算に関する事項と会費収入、その

他収入に関する事項に努めました。 

イ．財務委員会 

   平成１８年 ７月２８日  合同顔合せ会 

   平成１９年 ２月 ８日  平成１９年度事業計画案等策定 

       ３月 ６日  各委員会・各部会予算原案査定と編成 

  

（９）青年部会関係 

本年度も「フロンティア・アクティブ・クリエイティブ」の青年部会３精神に

基づき、役員、部会員の積極的な参加と協力を得て、素晴らしい活動を展開して

参りました。 

今年度も、社会貢献活動の位置づけである「せたがや未来博」のステージで租

税教室と税金クイズを、ブースに於いては税金クイズと e‐Ｔax のＰＲを行い、

租税の啓蒙活動に貢献しました。 

イ. 総会 

平成１８年４月２１日午後６時３０分より、キャロットタワー２６階スカイ

キャロット会議室において、第２７回総会を５２名の出席のもと開催し、承

認・審議事項ともスムーズに可決されました。 

ロ. 事業 

平成１８年 ６月 ３日    ゴルフ大会 

８月２４日   第１回定例研修会 
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       ９月２１日   異業種交流会 

      １０月 ６日    第２回定例研修会及び署との顔合わせ会 

１０月２１日   第２回せたがや未来博 

         ２２日       〃   

１２月  1 日    忘年会 

２月２２日   第３回定例研修会 

３月１６日   異業種交流会 

ハ. 役員会  ６回開催 

ニ. 東法連・他団体等行事     延１５回参加 

 

（10）女性部会関係 

女性経営者及び女性役員として税務の習得・経営の合理化の一助となるよう講演

会・研修会及び見学会の事業活動を積極的に実施しました。 

また、本部の会員増強運動にも積極的に協力しました。 

昨年に引き続き、健康と親睦を深めるため、フラダンスの練習を行い、老人ホー

ムで披露して地域社会に貢献しました。 

本部の総会・新年賀詞交歓会・七委員会（総務・組織・税制・広報・研修・厚生・

社会貢献）へ女性部会の立場で参加協力いたしました。 

今後も研修会等の部会活動を通じ、部会員相互の親睦を図りながら、さらに組織

の輪を広げてまいりますので、ご支援の程よろしくお願いします。 

イ．総会 

平成１８年４月２１日午後２時３０分からキャッロトタワー２６階会議室にお

いて第２９回総会を開催いたしました。 

２６名が出席し平成１７年度事業報告・収支決算報告並びに平成１８年度事業

計画案・収支予算案が審議され承認可決しました。 

ロ．研修会等 

平成１８年４月２１日  演題 「タックスアンサー」 

～あなたの質問に私が答えます～ 

             講師 世田谷税務署法人課税第１部門統括官  

出口 日出夫 様 

世田谷税務署法人課税第１部門審理上席 

佐々木 聖男 様 

       ９月１１日  ビデオ研修「施設見学会時、車中ビデオ研修」 

             「仕事は笑って済まされない！」和田アキ子 

             「本番はこれからや！」    島田 紳助 

         １１月１７日 世田谷税務協議会主催「特別講演会」に参加 

  



第１号議案 
 

                演題 「税の歴史」 

                講師  世田谷税務署長 玉淵 光敏様 

                演題 「せたがやを守る力」 

                講師  世田谷警察署長 篠原 茂 様 

    平成１９年 １月１７日 演題 「税のワンポイントレッスン」 

                講師  世田谷税務署法人課税第一部門審理上席 

                            恩田 晃 様 

ハ．施設見学会 

平成１８年 ９月１１日 東京環境局 中央防波堤埋立処分場の見学 

港清掃工場・資源化センターの見学 

ニ．社会貢献活動 

平成１８年 ６月２１日 老人ホーム慰問（ホスピア三軒茶屋） 

７月 ６日 老人ホーム慰問（三軒茶屋第２病院） 

９月２２日 老人ホーム慰問（ホスピア三軒茶屋） 

         １０月３１日 老人ホーム慰問（フレンズケアセンター） 

ホ．役員会 

   平成１８年 ４月 ５日 総会議案の検討及び役割分担 

         ６月 ７日 施設見学会について 

         ７月２８日 本部顔合わせ会 

         ９月 ６日 施設見学会・今後の事業について 

        １１月１７日 臨時役員会（来期事業計画・役員改選等） 

 平成１９年 １月１７日 平成１９年度事業計画案等の策定 

ヘ．ＳＫＴ連絡協議会（北沢法人会担当） 

平成１８年１１月１６日 演題 「環境問題について 各部会の取組み方・考え方」 

              講師  世田谷区環境計画課長 吉原 清治氏 

              チャリティーコンサート（ストリングラフィ）国士舘大学 

ト．全法連・東法連関係 

    平成１８年 ６月１５日 第１回全国女性フォーラム 北海道大会 

          ７月１８日 第４回女連協定時連絡協議会（明治記念館） 

          ７月２５日 第３回女性部会連絡協議会 

         １０月３０日 第１回東京大会実行委員会（新高輪プリンスホテル） 

    平成１９年 ２月 ７日 第２回      〃  （東京全日空ホテル） 

                東法連女性部会全体連絡協議会（東京全日空ホテル） 

  

（11）源泉部会関係 

経理担当者に対する源泉徴収事務関係の研修会を３回にわたり開催しました。今
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後も経営者、幹部のご理解の上、担当者の出席方についてご配慮をお願いします。 

イ. 研修会 

第１回 平成１８年 ６月１６日  新入社員フォローアップ研修 

           「わかり易いビデオによる源泉所得税編」参加者 ２７名 

第２回 平成１８年１１月 ２日  平成１８年分源泉所得税年末調整について  

                               参加者 ６９名 

第３回 平成１９年 ２月 ７日  平成１８年分確定申告書の書き方 

                                参加者 ２５名 

ロ．役員会 

平成１８年 ４月２０日  平成１７年度事業報告・平成１８年度事業計画及び

予算 

平成１９年 １月１９日  平成１８年度事業報告・収支決算書、平成１９年度 

事業計画（案）・収支予算（案） 
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ブロック事業報告

第１，２，３，４ブロック 平成18年04月17日 研修会

第４ブロック 平成18年06月13日 支部長会

第２ブロック 平成18年06月28日 支部長会

第３ブロック 平成18年07月07日 支部長会

第１ブロック 平成18年07月24日 支部長会

第５，６ブロック 平成18年08月09日 会員増強

第１ブロック 平成18年09月04日 支部長会

第３，４ブロック 平成18年09月12日 支部長会

第５，６ブロック 平成18年09月29日 研修会

第３，４ブロック 平成18年10月26日 研修会

第１ブロック 平成18年11月07日 研修会

全ブロック 平成18年12月13日 ブロック、支部長会

全ブロック 平成19年03月23日 ブロック、支部長会
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支 部 事 業 報 告  
 

 実施日   支部等   事業名                 事業内容         人員 
 ６月 ８日 池尻南   池尻南、北、三宿合同役員会  支部組織変更について、その他    ５名 

 ７月２４日 池尻南   第１ブロック正副支部長、幹事会ブロックの事業執行について、その他 １名 

９月２７日 池尻南   支部役員会          会員勧奨について、その他      ５名 

１０月 ６日 池尻南   会員増強運動         会社訪問              ６名 

１１月 ７日 池尻南   日帰りバス見学会       六本木ヒルズ、アクアスタジアム見学 ８名           

１１月２２日 池尻南   会員増強運動         会社訪問              ５名 

 ６月 ８日 池尻北   ３支部合同役員会       新年度活動方針と３支部情報交換   ５名 

７月２４日 池尻北   第１ブロック正副支部長、幹事会ブロックの事業執行について、その他 １名 

１０月１２日 池尻北   支部役員会          会員勧奨について           ６名 

１１月１３日 池尻北   会員勧奨           訪問                ７名 

 ６月 ８日 三宿    ３支部合同役員会       新年度活動方針と３支部情報交換   ６名 

７月２４日 三宿    第１ブロック正副支部長、幹事会ブロックの事業執行について、その他 １名 

１０月１３日 三宿    支部役員会          会員増強打ち合わせ会        ５名 

１１月１０日 三宿    会員勧奨           会員勧奨              ４名 

２月２３日 三宿    支部総会           １９年度役員改選について      ６名 

６月２６日 太子堂   支部役員会          初顔合せ、ブロック研修会参加方針 １０名 

７月２４日 太子堂   第１ブロック正副支部長、幹事会ブロックの事業執行について、その他 ５名  

８月２１日 太子堂   支部役員会          会員増強運動の具体的検討      ９名 

 ９月１６日 太子堂   支部役員会          会員勧奨について         １１名 

１０月１３日 太子堂   支部役員会          ブロック研修会参加要請の協議   １０名 

１１月２９日 太子堂   支部役員会          ブロック研修会反省会、会員増強  １１名 

 １月３０日 太子堂   支部役員会          支部総会について          ６名 

 ７月２９日 下馬東   支部役員会          １８年度事業方針          ９名 

 ８月２２日 下馬東   支部役員会          会員勧奨について          ７名 

３月１０日 下馬東   支部役員会          １８年度総会           １１名  

 ４月 ２日 下馬南   社会貢献活動         桜まつりに参加、啓蒙活動      ７名 

 ４月 ８日 下馬南   社会貢献活動         地域のコミュニティで朝市を主催   ８名 

４月 ８日 下馬南   支部総会           会計報告、活動方針について    １２名 

 ６月１０日 下馬南   社会貢献活動         朝市を主催             ７名 

 ７月２０日 下馬南   支部役員会          支部合併、朝市のやり方について   ７名 

１０月１１日 下馬南   支部役員会          会員増強運動について        ５名 

 １月１９日 下馬南   支部役員会          会員増強運動の統括         ６名 

３月２０日 下馬南   支部役員会          桜まつりの準備打合せ        ６名 

 ３月２３日 三軒茶屋西 支部役員会          会員増強運動、役員交代について   ５名 

 ５月２５日 野沢    支部役員会          会員増強運動について        ５名 

 ６月２７日 野沢    支部役員会          増強運動実施について        ５名 

 ９月 ６日 野沢    支部役員会          役員補充の件について        ５名 

１０月３０日 野沢    支部役員会          増強運動について          ４名 

１１月１４日 野沢    支部役員会          増強運動について          ２名 

 １月２５日 野沢    支部役員会          増強運動について          ５名 

 ９月１１日 上馬西   支部役員会          会員増強、研修旅行について    １０名 

 ９月２９日 上馬西   支部役員会          未加入法人勧奨について       ９名 

１０月１３日 上馬西   支部役員会          勧奨訪問の担当割、方法について   ３名 

１２月２０日 上馬西   支部役員会          増強結果報告、支部旅行について  １０名 

２月 ４日 上馬西   支部研修旅行         千葉小港研修旅行         ２７名 

２月 ５日 上馬西   支部研修旅行         千葉小港研修旅行         ２７名 

３月２２日 上馬西   支部役員会          支部旅行結果報告、等        ７名 

 ５月１６日 駒沢    支部総会           １７年事業報告          １３名 

 ９月 ４日 駒沢    支部役員会          会員増強について         １０名 

１０月２６日 駒沢    第３ブロック研修       日本銀行大金庫見学など      １５名 

１１月 ９日 駒沢    支部役員会          会員増強運動について        ５名 
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１月２３日 駒沢    支部役員会          次年度の支部運営について      ５名 

３月２９日 駒沢    支部役員会          会員増強運動について        ６名 

 ４月２４日 若林    支部総会           １８年度事業計画         １２名 

 ６月１３日 若林    第３、４ブロック役員会    情報交換             １１名 

 ９月１２日 若林    第４ブロック役員会      ㈱タニサケ会長松岡浩様講演    ５０名 

 ９月２５日 若林    支部役員会          会員増強運動の推進         ８名 

１０月 ３日 若林    支部役員会          会員増強運動の推進         ７名 

 １月３０日 若林    新会員交流会         新会員との懇親会実施        ９名 

 ４月１８日 世田谷東  東支部総会          世田谷東支部総会         １０名  

９月１２日 世田谷東  ブロック講習会        ㈱タニサケ会長松岡浩様講演    １１名     

１０月１７日 世田谷東  支部役員会          会員勧奨              ７名  

１０月２６日 世田谷東  ブロック講習会        日銀貨幣博物館見学         ６名 

４月１８日 世田谷西  支部総会           総会              １０名 

 ６月１３日 世田谷西  支部長会           支部活動について          ２名 

 ９月１５日 世田谷西  支部役員会          会員増強について          ７名 

１０月１０日 世田谷西  支部役員会          会員勧奨について          ６名 

１０月２６日 世田谷西  支部役員会          第３ブロック見学会         ３名 

２月１６日 世田谷西  支部役員会          会員勧奨の件            ８名 

１０月 ７日 弦巻東   支部役員会          会員増強運動            ６名 

 １月 ７日 弦巻東   支部役員合同研修会      新年会、支部活動方針       １０名           

２月 ７日 弦巻西   役員会            支部運営、懇親会          ７名 

 ７月２１日 桜丘    支部役員会          平成１８年度事業・収支報告     ６名 

 ９月 ８日 桜丘    税務研修会及び納涼      税務研修会            ２０名 

１０月１２日 桜丘    支部役員会          研修会報告、会員勧奨        ７名 

１月２０日 桜丘    支部役員会          勧奨報告、新年会         １０名 

６月 ７日 砧     支部役員会          砧西支部長選出の件         ８名 

８月１１日 砧     支部役員会          会員増強、５，６支部長会議    １２名 

９月 ８日 砧     支部役員会          会員増強役割分担について      ６名 

９月１２日 砧     支部役員会          平成１８年支部事業報告       ８名 

 ２月１６日 砧     役員会・懇親会        平成１９年度支部事業計画      ８名 

 ３月 ７日 砧     支部総会           総会、懇親会           １２名 

 ４月２２日 祖師谷   役員会            平成１８年度活動内容打合せ    １３名 

 ５月２３日 祖師谷   総会             法人会総会、研修会         ４名 

 ８月 ４日 祖師谷   役員会            勧奨打合せ             １２名 

９月１６日 祖師谷   勧奨、役員会         勧奨及び勧奨打合せ        １０名 

９月２６日 祖師谷   勧奨報告会          勧奨報告              ７名 

１２月 １日 祖師谷   役員会            勧奨慰労会            １４名 

 １月３０日 祖師谷   役員会            役員改選の件           １４名 

 ２月 ９日 祖師谷   役員会            役員引継ぎの件           ８名 

 ３月１２日 祖師谷   研修会            冬季研修会            １０名 

 ３月１３日 祖師谷   研修会            冬季研修会            １０名   

８月 ９日 上祖師谷  第５・６ブロック役員会    電子申告納税           ３０名           

 ９月１２日 上祖師谷  第５・６ブロック役員会    資産税、監視カメラ説明会     ４０名 

９月２６日 上祖師谷  第５・６ブロック役員会    会員増強運動           １０名 

１０月２５日 上祖師谷  支部役員会          会員増強運動           １０名 

１１月 ６日 上祖師谷  支部役員会          会員増強運動           １０名 

２月 ３日 上祖師谷  支部役員会          会員増強報告            ５名 

 ４月１２日 成城南   支部役員会          役員新メンバーの顔合わせ      ５名 

 ８月１１日 成城南   支部役員会          会員の勧誘について         ５名 

１０月２６日 成城北   支部役員会          会員増強月間の打合せ        ８名 

１１月１４日 成城北   支部役員会          未加入法人を訪問          ８名 

 ６月１７日 喜多見   支部役員会          支部事業報告、予算説明      １１名 

 ７月２２日 喜多見   女性部            フラダンスの会練習         ６名 

 ９月２５日 喜多見   支部役員会          会員増強運動実施要領       １１名 

１１月１１日 喜多見   女性部            フラダンスの会練習         ６名 
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１１月１７日 喜多見   支部役員会          会員増強経過報告         １３名 

 ３月２７日 喜多見   支部役員会          未加入法人勧奨           ５名 
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