
第１号議案 

- 5 - 
 

平成２６年度事業報告 

 

（１）（１）（１）（１）概概概概    況況況況    

 
平成２６年度は、年度前半に消費税率引き上げに伴う需要の反動減による景気の落ち

込みがあったものの､年度後半には第二次安倍内閣の「緊急経済対策」により、円高是

正や株価の上昇など緩やかな景気回復を感じるところとなりました。 

 こうした状況の下、当会は公益法人の使命を全うするため、地域イベントへ積極的に

参加し、税務研修・事業研修の充実を図り、納税意識の向上及びｅ-Ｔａｘの普及、 

また企業経営及び地域社会の健全な発展に貢献する事業を行いました。 

 
 
（２）事業概要（２）事業概要（２）事業概要（２）事業概要 

    

１１１１））））総務委員会関係総務委員会関係総務委員会関係総務委員会関係    

  当会は昭和２４年に発足（昭和４４年に社団法人化）し、公益社団法人として三年目 

を迎え、会員各位のご協力によりつつがなく事業を推進してまいりました。 

今後とも、皆様のより一層のご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

  会員のより積極的な会務参加を支援し会員増強に努めた結果、総会・顔合わせ会には

例年にも増して多くの会員に出席していただきました。 

また、地域社会のイベントなどに参加し e-Tax,eLTAX の PR を実施し、普及推進に努め

てまいりました。 

 ア．通常総会 

  平成２６年５月２３日午後４時から、渋谷エクセルホテル東急「プラネッツ」におい

て第３回通常総会を開催しました。会員総数１，７０５社のうち会員数９６９社（委任

状含む）の過半数出席により適法に成立、平成２６年度事業計画・収支予算の件を報告

し、平成２５年度事業報告・決算報告承認の件及び任期満了に伴う役員改選の件を審議

し承認可決されました。 

なお、平成２６年５月２６日に世田谷税務署と世田谷都税事務所に申告、平成２６年

６月２日に納税いたしました。 

  また、平成２６年３月３１日に平成２６年度事業計画・収支予算を、平成２６年６月

３０日に平成２５年度事業報告・決算報告を東京都に提出いたしました。 

イ．会議 

平成２６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

開催いたしました。 
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（ア）理事会 

    （開催日）       （主要議題） 

平成２６年 ４月２５日 業務執行理事の報告 

総会提出議案の承認の件他 

        ７月２３日 業務執行理事の報告 

総会報告の件、会員増強運動実施要領の件他 

        ９月２６日 業務執行理事の報告 

会員増強運動他 

          １２月２５日  業務執行理事の報告 

会員増強運動他 

平成２７年 ３月２０日 業務執行理事の報告 

平成２７年度事業計画及び予算（案） 

平成２６年収支報告の件、役員改選の件他 

（イ）常任理事会 

平成２６年 ４月１７日 業務執行理事の報告 

総会の運営、議案書、案内の件 

       ７月１６日 業務執行理事の報告 

総会報告の件、会員増強運動実施要領の件 

       ９月１８日 業務執行理事の報告 

事業収支報告の件 

１２月１８日 業務執行理事の報告 
平成２７年度事業計画（案）策定スケジュールの 

       件他    

平成２７年 ３月１２日 業務執行理事の報告 

平成２７年度事業計画（案）収支予算案の策定 

役員改選の件他 

（ウ）正副会長会 

平成２６年 ４月１７日 常任理事会審議事項の検討他 

          ７月１６日 常任理事会審議事項の検討他 

          ９月１８日 常任理事会審議事項の検討他 

         １２月１８日 常任理事会審議事項の検討他 

      平成２７年 ３月１２日 常任理事会審議事項の検討他 

  （エ）監査会 

      平成２６年 ４月１４日 平成２５年度会計監査 

   （オ）総務委員会会議等 

      平成２６年 ４月１０日 総会提出議案の検討他 

            ６月２０日 総会収支報告及び顔合わせ会について 

            ７月２３日 役員合同顔合わせ会 
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      平成２７年 １月１３日 平成２６年度事業進捗状況について 

                  平成２７年度事業計画・予算（案）について 

 ２月１７日 法人会協賛・後援規定（案）のついて 

       平成２７年度事業計画・予算（案）について 

ウ．その他 

（ア）表彰関係 

平成２６年５月２３日の第３回通常総会において、会長から新規会員獲得数

上位の地区、個人３名福利厚生制度推進功労５名、に表彰状を贈呈いたしま

した。 

平成２６年１１月 11 歩平成２６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５名の会員（表彰状１

名・感謝状４名）が表彰されました。 

    （イ）弔意 

会員死亡によるもの             ７件 

＊事務局に申請のあったもの 

（ウ）法人会全国大会 

平成２６年１０月１６日 栃木総合文化センター  参加７名 

エ．東法連行事の参加 

      平成２６年 ５月２７日 理事会 

            ６月１２日 通常総会 

            ６月２６日 専務理事・事務局長会議 

           １０月 ７日 理事会 

           １０月１４日 第３ブロック会長協議会   

           １２月 ８日 理事会 

           １２月１２日 専務理事・事務局長会議 

      平成２７年 １月１３日 新年賀詞交歓会 

            ２月１８日 特退共加入推進優秀者表彰式  

            ３月１７日 理事会 

            ３月２４日 第３ブロック会長協議会 

 

 
 
２）拡大組織委員会関係２）拡大組織委員会関係２）拡大組織委員会関係２）拡大組織委員会関係    

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）に設定し、会の総力を挙げて取り組みました。 

その結果、本年度は９３社の入会があり平成２７年３月３１日現在の会員数は１,６０４

社となりました。 
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さらなる会員増強のためには、新設法人への対応、あるいは退会防止のため特に地区 
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・ご協力をお願いいたします。 
東京税理士会世田谷支部の方々には多大なご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

ア．会員増強特別月間 

      ９・１０・１１月 

イ．拡大組織委員会会議等 

       平成２５年 ４月２５日 平成２６年度会員増強の取り組み方について 

           ７月２３日 会員増強運動、表彰について 

           ７月２３日 役員合同顔合わせ会 

           １１月２１日 会員増強運動中間発表について 

 

 

 

３）税制３）税制３）税制３）税制委員会関係委員会関係委員会関係委員会関係    

１０月に開催された第３１回法人会全国大会（栃木大会）で「平成２７年度税制改正

に関する提言」が報告され、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いたしま

した。 
  税制委員会としてアンケートを取り会員の要望により税務研修会の回数を増やし会員 

 の税知識の普及を推進いたしました。 

ア．法人会全国大会  

平成２６年度 税制改正要望大会（兼、法人会全国大会） 

平成２６年１０月１６日 栃木県総合文化センター  

イ．税制改正要望アンケートの実施 

      平成２６年 ４月２５日 送付 

            ４月２５日 締切 

ウ．税制委員会会議等 

平成２６年 ４月１４日 平成２６年度事業計画について 

      ７月２３日 役員合同顔合わせ会 

            ９月１９日 平成２６年度事業進捗状況について 

      平成２７年 １月１９日 来期事業計画及び予算について  

エ．税制改正要望陳情 
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平成２７年 １月１４日 地元選出衆議院議員 

                   世田谷区長 

世田谷区議会議長 

オ．全法連・東法連講演会行事の参加 

      平成２７年 ３月 ５日 全法連 税制講演会  

カ．研修会等 

（ア）新設法人説明会(隔月１回) 

平成２６年４月１４日・６月９日・８月８日・１０月９日・１２月９日 

平成２７年２月１３日            計６回 延参加 ６９社  

（イ）決算法人説明会(毎月１回) 

平成２６年４月１１日・５月１２日・６月６日・７月１７日・８月７日 

９月１１日・１０月８日・１１月１４日・１２月８日 

平成２７年１月１６日・２月１２日・３月１９日  

計１２回 延参加 ２３５社 

（ウ）税務記帳指導（毎月第２金曜日）       計１２回 延参加  １５社 

（エ）税務研修会（わかりやすい！法人税・消費税・源泉所得税）  

参加 １３社 

      平成２６年 ６月１１日 場所：(株)儘田組会議室 

（オ）税制研修会（わかりやすい！法人税・消費税・源泉所得税-２） 

参加 １５社  

       平成２６年 ９月１９日 場所：(株)儘田組会議室 

（カ)年末調整説明会                     参加 ４９社  

       平成２６年１１月 ６日 場所：三茶しゃれなあど 

（キ）確定申告説明会（かんたん！確定申告説明会）      参加  １０社  

       平成２７年 ２月 ４日 場所：(株)儘田組会議室 

  

 
 
４）広報４）広報４）広報４）広報委員会関係委員会関係委員会関係委員会関係    

例年通り世田谷法人会報「けやき」の発行、全法連機関誌「ほうじん」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。 

世田谷法人会報の表紙には、駒澤大学の土合氏に世田谷の風景をイラストにしていた

だき掲載いたしました。巻末の間違い探しクイズは多数の応募があり好評を得ました。 

ホームページは随時更新し最新の情報を提供しています。 

昨年度に引き続き、電柱広告さらには広報車による所得税確定申告期の早期提出を呼

びかけました。 
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ア．会報発行 

        平成２６年  ５月 １日 第３０２号 Ａ４版 カラー １２ページ 

               ９月 １日 第３０３号 Ａ４版 カラー １２ページ 

               １１月 １日 第３０４号 Ａ４版 カラー １２ページ 

         平成２７年  １月 １日 第３０５号 Ａ４版 カラー １２ページ 

  イ．ホームページ 

          定期更新・・・毎月  臨時更新・・・必要に応じて随時 

ウ．広報委員会会議等 

         平成２６年  ７月 ３日 第３０３号打合せ・ＨＰについて 

                  ７月２３日 役員合同顔合せ会 

９月 ９日 第３０４号打合せ・ＨＰについて 

              １１月１０日 第３０５号打合せ・ＨＰについて                          

         平成２７年  １月２１日 第３０６号打合せ・２７年度について 

                  ３月 ３日 第３０６号打合せ・２７年度について 

エ．街頭広報 

         平成２７年  ２月１７日 確定申告書早期提出 

                ２月２４日 確定申告書早期提出 

                ３月 ３日 確定申告書期限内提出 

               ３月１０日 確定申告書期限内提出  

 
 
 

５）事業研修委員会関係５）事業研修委員会関係５）事業研修委員会関係５）事業研修委員会関係    

良き経営者をめざすものの団体として、企業経営者の資質の向上のために「業界トッ

プに聞く経営戦略講座」と題して本年も次のとおり研修会を開催し、経営に関する知識

の普及および向上を図りました。また、地区公益事業に対して補助金制度を設け、公益

事業の推進にも寄与いたしました。 

会員のニーズに応えたビジネス交流会を適宜に開催。新設法人の経営者の方々との交

流の場を提供いたしました。 

   ア．講演会・研修会     

      平成２６年 ９月１２日 経営戦略講座 第１弾       会員 ８０名 

                   場所 駒澤大学 中央講堂 一般 ４１名 

               １１月１８日 経営戦略講座 第２弾      会員  ４１名 

                    場所 駒澤大学 中央講堂 一般 ３８名 

     平成２７年 ２月１３日 第１回ビジネス交流会     会員 ３９名 

                    場所 三茶しゃれなあど  一般  ５名 
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 イ．第３７回せたがやふるさと区民まつり 

      平成２６年 ８月２日、３日 

              場所 JRA馬事公苑（世田谷区上用賀２－１－１） 

              来場者数 約３２９，６００人  

ブース来訪者 約１，０００人 

ウ．事業研修委員会会議等 

平成２６年 ５月１９日 講演会、委員会日程 

せたがやふるさと区民まつりについて 

       ６月１３日 講演会・区民まつりについて 

       ８月 ７日 区民まつり報告・講演会について 

       １０月２７日 講演会・ビジネス交流会について 

       １２月 ４日 講演会報告、ビジネス交流会について 

平成２７年 １月１５日 ビジネス交流会、アクションプランについて 

３月 ６日 ビジネス交流会報告 

平成２６年収支報告、２７年事業計画について 

 

  

 

６）厚６）厚６）厚６）厚生委員会関係生委員会関係生委員会関係生委員会関係 

本年度は全法連の福利厚生制度収入「３年１０億円増収」計画に基づき経営者大型保障

制度・新がん保険や東法連の特定退職金共済制度を推進し、特に経営者大型保障制度Ｊタ

イプの推進を強化して活動を行いました。 

また、成人病健診・ボウリング大会・見学旅行会・新年の集いも引き続き開催いたしま

した。 

会員相互の親睦を図るために導入されました同好会制度は活発な活動を行い本年度は

新たに陶芸同好会が承認されました。 

ア．成人病健診 

         平成２６年 ５月１３日・１４日 

１１月２６日・２７日           計４日間 

      (財)全日本労働福祉協会に委託  受診者２３８名 

イ．法人会経営者大型保障制度の推進 

          平成２６年３月末現在の契約件数 １,０６３件 

                  契約額 ２４３億６,１００万円 

ウ．法人会経営者大型保障制度加入推進 

エ．特定退職金共済制度の推進 
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オ．新がん保険制度の推進 

カ．貸し倒れ保証制度の推進 

キ．民謡同好会  

講師 佐藤 松千恵先生（毎月第２水曜日）年１０回     参加 １０９名  

ク．ゴルフ同好会 平成２６年 ９月２９日 フォレストカントリークラブ三井の森 

                                参加 １２名 

              １２月１０日 よみうりゴルフ倶楽部 参加 ３３名  

ケ．旅行会  平成２６年 ９月２８日～２９日（長野県上諏訪温泉） 参加 ３８名 

コ．ボウリング大会 平成２６年１１月 ７日           参加 ４７名 

サ．新春講演会・世田谷法人会新年の集い 

平成２７年 １月２８日 演題「税の歴史を訪ねて」  

                    講師 世田谷税務署長  梶山 清児 様 

                                 参加 １８８名 

シ．厚生委員会会議等 

         平成２６年 ４月２５日 経営者大型保障制度推進について 

５月 ９日 ボウリング大会、研修旅行、他について 

               ６月１９日 ボウリング大会、研修旅行、他について 

            ７月２３日 役員合同顔合わせ会 

            ９月 ５日 ボウリング大会、旅行、新年会について 

           １１月１９日 旅行報告、ボウリング大会報告について 

平成２７年 １月２８日 ボウリング収支、事業計画について 

            ３月１３日 平成２７年度事業計画について 

ス．東法連行事の参加 

       平成２６年 ８月２５日 第２回厚生共益事業委員会 

       平成２７年 ２月１８日 特退共加入推進優績者表彰式 

             ２月２０日 第３回厚生共益事業委員会 

 
 
 
７）７）７）７）財務委員会関係財務委員会関係財務委員会関係財務委員会関係 

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。 

ア．財務委員会会議等 

         平成２６年 ４月 ８日 ２５年度決算・２６年度予算について 
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７月２３日 役員合同顔合わせ会 

  １２月 ３日 半期決算及び今後のスケジュールについて  

平成２７年 ２月１０日 ２６年決算及び２７年度予算について 

 
 
 
８）青年部会関係８）青年部会関係８）青年部会関係８）青年部会関係    

  私たち青年部会は、平成 26 年度のスローガンを「機能的な組織改革と会員の意識改革」

をメインとし、これまでの「フロンティア・アクティブ・クリエイティブ」の３精神の

理念のもと、本部事業を積極的に協力推進してきた初心に立ち返り、青年部会活動本来

の「輝き」を取り戻すことを目指し、１年間活動を行って参りました。 
  以下に、平成 26 年度、主な事業計画として据えた８項目毎に、主な実施事業について

ご報告申し上げます。 

ア．主な実施事業 

（ア）税知識の普及を目的とする事業【公 1-1】 

・「せたがや産業フェスタ 2014」において、区役所中庭の特設ステージでの税金

クイズ・租税教室、及び区民会館内のブースにおける e-Tax の PR や税金クイ

ズを実施し、租税の啓蒙活動を行いました。 

（イ）納税意識の高揚を目的とした事業【公 1-2】 

・「第 28回 全国法人会青年の集い（秋田大会）」へ参加し、活発な意見交換と情

報収集を行いました。 

（ウ）地域社会の健全な発展に資する事業【公 2-1】 

・地域に開かれた社会貢献事業の位置づけで、定例研修会を３回実施し、正しい

知識の向上に務めました。特に３月に開催した定例研修会はフォーラムでの開

催を行い、広く租税知識普及を目的として開催した。 

・青年部会員が一堂に会する「部会」を開催し、部会員相互の理解・交流促進に

務めました。 

（エ）地域社会への貢献を目的とする事業【公 3-1】 

・社会貢献活動の位置付けである「せたがや産業フェスタ 2014」において、主催

者構成団体としての一翼を担い、年度内を通した実行委員会参加を行い、企画、

実施準備、開催当日の運営等に協力しました。 

・第 28回開催となった世田谷区内 3法人会青年部会協働事業の「SKT連絡協議会」

は、今回、(公社)玉川法人会青年部会が当番幹事として企画・制作を行い、第

１部「拉致問題解決に向けての、私たちの想い」と題した講演会と第２部の懇

談会・フラッグ伝達式に 20名が参加いたしました。 

（オ）会員の交流に資するための事業【他 1】 

・青年部会員が一堂に会する「納涼会」「望年会」等を開催し、部会員相互の理

解・交流促進に務めました。 
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・東法連事業である定時連絡協議会、全体会議、ボウリング大会、第 3ブロック

部会長会議に参加し、他部会との交流を積極的に行いました。 

（カ）その他の目的を達成するために必要な事業【法人】 

・部会運営の円滑化、活性化のために、役員会を開催しました。 

・東法連青連協の会議への参加、世田谷区内 3法人会青年部会の連絡会議の 

運営・参加を行い、活発な意見交換や情報収集を行いました。 

（キ）本部事業への参加協力 

・「第 37回 せたがやふるさと区民まつり」へブース出展を行い、e-Tax の PRや

税金クイズを実施し、租税の啓蒙活動に寄与しました。 

・「ビジネス交流会」では、未加入で同世代の若い経営者の方々と積極的に交流

し、組織の会員拡充に協力しました。 

（ク）３５周年 

・創部 35 周年を記念し、式典を開催いたしました。 

 親会役員、SKT、東法連青連協役員、関係諸団体の皆様にご出席を頂き盛会に

開催することが出来ました。 

     次の 5年に向けて決意を新たに、益々部会活動を活性化することを誓った会と

なりました。 

  この他に、活発な部会内委員会の開催による部会運営の実施、世田谷区内３法人会青

年部会（SKT）の連携強化・協働事業の拡充に務め、会務運営の円滑化、部会及び会員事

業の活性化に務めました。その他の事業におきましても、事業計画に基づき実施いたし

ました事を報告申し上げます。 

  最後に、『法人会活動推進の担い手』として、魅力ある法人会づくりに寄与できるよう、

今後とも実りある青年部会活動に邁進することをお約束申し上げ、事業報告とさせてい

ただきます。 

イ．補足事項 

（ア）年次報告会 

平成２６年４月１８日午後６時３０分より、三茶しゃれなあどにおいて、平

成２６年度年次報告会を５６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。 

（イ）事業 

平成２６年 ６月２７日  平成 26年度 第１回定例研修会 

８月 ２日  第 37回せたがやふるさと区民まつり参加 

８月 ３日  第 37回せたがやふるさと区民まつり参加 

１０月２６日  せたがや産業フェスタ 2014 

１０月２３日  平成 26年度 第２回定例研修会 

１１月２１日  第 28回全国法人会青年の集い 秋田大会 

１１月１８日  第 27回ＳＫＴ連絡会 
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１２月 ５日  部会＆望年会 

平成２７年  ２月１２日  平成 26年度 第３回定例研修会   

（ウ）部会役員会・委員会等          ６１回開催 

（エ）せたがや産業フェスタ 2014実行委員会    ６回参加 

（オ）東法連・他団体等行事          １２回参加 

（カ）ＳＫＴ関連               １０回参加 

 

 

 

９）女性部会関係９）女性部会関係９）女性部会関係９）女性部会関係    

  女性部会は女性経営者及び女性役員として経営に役立つ研修会や情報交換を活発に行

い、また各公益事業を行い社会に貢献して参りました。 

公益事業におきましては全法連行事であります「税に関する絵葉書コンクール」を昨

年同様、松が丘小学校・祖師谷小学校・砧小学校にご協力いただき夏休みの宿題として

応募していただきました。宿題として各ご家庭で税について考えていただける良い機会

になりました。同じく全法連行事であります公益事業「いちごプロジェクト」は区民祭

りで節電を呼びかけるうちわとチラシを配布いたしました。また、世田谷法人会女性部

会独自の公益活動「民謡教室の老人施設慰問」といたしましてフレンズケアセンター、

ホスピア三軒茶屋を訪問し、入所の皆様に喜んでいただきました。 

本部の各事業に置いても女性部会の立場で参加協力いたしました。また、青年部会の事

業である定例研修会へも参加し部会相互の親睦を図って参りました。 

いずれの行事も本部、青年部会、各委員会の多大なるご協力により推進できました。 

今後もさまざまな部会活動を通じ、さらなる発展に努めて参りますので、今後ともご協

力ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

ア．年次報告会 

   平成２６年４月１５日午後４時からキャロットタワー２６階会議室において第３回

年次報告会（通算第３７回）を開催致しました。 

  ３４名が出席し平成２５年度事業報告・収支決算報告並びに平成２６年度事業計画

案・収支予算案が審議され承認可決されました。 

イ．役員会 

   平成２６年 ５月 ７日  報告会収支報告・２６年度予定について   １２名 

７月 ８日  絵はがきコンクール・SKT連絡会他について １３名 

         ８月２６日  税に関する絵はがきコンクール・研修会他ついて 

                                     １３名 

        １０月 ６日  税に関する絵はがきコンクール・研修会について 

１２名 

        １２月１６日  ２７年度事業計画及び予算について     １１名 
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   平成２７年 １月２９日  ２７年度について・全国フォーラム他          ９名 

         ３月２３日  年次報告会役割分担について        １２名 

 

ウ．社会貢献活動 

    平成２６年 ８月 ３日  いちごプロジェクトうちわ配布（区民まつり会場） ７名 

         １０月２６日  せたがや産業フェスタ 絵はがき展示       ６名 

１１月 １日  老人ホーム慰問・民謡（フレンズケアセンター） １１名 

平成２７年 ３月１６日  老人ホーム慰問・民謡（ホスピア三軒茶屋）   １０名 

エ．研修会等 

    平成２６年 ８月２６日  部内懇親の暑気払い会（会場：フォルノ・ボーノ） 

１８名 

１０月 ６日  研修会「国税庁と琉球泡盛」 

                         講師：島袋 伸 副署長  １６名 

１１月１３日  税を考える週間 講演会（柏木 由紀子氏） １名 

         １２月１６日  忘年会 （会場：ラリアン）              １８名   

オ．税に関する絵はがきコンクール 

平成２６年 ５月 ７日  今年度の方針について打ち合わせ     １２名  

          ７月     ３校に依頼（夏休みの宿題として）     １名 

          ９月３０日  締切   

         １０月１４日  審査                  １３名 

         １０月２６日  せたがや産業フェスタにて全作品展示   １０名 

    平成２７年 ２月 ９日  表彰状授与                １名 

カ．ＳＫＴ関係 

    平成２６年 ９月２４日  ＳＫＴ連絡協議会（世田谷法人会主催）  １７名 

キ．全法連・東法連関係 

平成２６年 ４月１０日  全法連女連協 全国女性フォーラム（香川） ３名 

５月１２日  東法連女連協 定時連絡協議会       １名 

 ７月１４日  東法連女連協 第２回役員会        １名 

１２月１０日  東法連女連協 第３回役員会        １名 

平成２７年 ２月２６日  東法連女連協 第４回役員会        １名 

          ３月１２日  東法連女連協 ２６年度全体連絡会議    ６名 

 

 

    



第１号議案

地区事業報告 実 施 日 事 業 名 場  所 人 員

4月09日 年次報告会 大同生命　会議室 18

5月17.18日 環境ネットフェスタ 世田谷公園 32

5月29日 合同役員会 事務局会議室 4

7月15日 合同役員会 (株)儘田組会議室 10

7月27日 講演会 駒澤大学講堂 59

10月07日 役員会 芝浦 14

2月05日 役員会 八代井亭 14

4月06日 桜まつり 太子堂八幡神社 4

4月24日 年次報告会 (株)儘田組会議室 15

5月11日 地域ふれあい祭り 円泉ヶ丘公園 5

7月22日 役員会 のんき 14

10月18.19日 e-Tax普及活動 三軒茶屋商店街 16

11月13日 役員会 事務局会議室 12

12月26日 役員会 商店街振興組合事務所 11

2月15日 太子堂こどもマラソン 太子堂周辺 3

4月06日 桜まつり 下馬中央公園 10

4月06日 年次報告会 すし也 15

7月12日 お茶会 世田谷観音旧代官屋敷 40

9月03日 役員会 純家 9

10月22日 講演会 世田谷観音旧代官屋敷 26

2月26日 役員会 梅佶 11

3月17日 研修会 世田谷観音旧代官屋敷 22

4月21日 年次報告会 (株)儘田組会議室 10

6月17日 役員会 (株)儘田組会議室 10

8月28日 交流研修会 品川・船清 30

9月02日 役員会 (株)儘田組会議室 7

12月02日 役員会 (株)儘田組会議室 10

1月28日 臨時役員会
銀座アスター 6

3月14日 護身術講習＆交通安全教室 世田谷警察署 10

4月22日 年次報告会 (株)儘田組会議室 19

5月29日 合同役員会 事務局会議室 9

6月24日 役員会 事務局会議室 10

7月15日 合同役員会 (株)儘田組会議室 7

7月27日 講演会 駒澤大学講堂 59

9月22日 役員会 事務局会議室 9

10月04日 ふれあいフェスタ 小泉公園 10

12月06日 祭リンピック 松丘小学校 6

1月20日 役員会 事務局会議室 8
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地区事業報告 実 施 日 事 業 名 場  所 人 員

4月16日 年次報告会 けやき 19

7月30日 役員会 事務局会議室 10

10月15日 役員会 円 10

11月1,2日 楽市楽座 東急世田谷線　世田谷駅前 17

11月12日 講演会 (株)東京メガネ会議室 43

1月23日 役員会 円 11

4月11日 年次報告会 プラッツ砧会議室 17

8月22日 役員会 プラッツ砧会議室 16

10月31日 講演会 成城ホール 51

12月19日 役員会 プラッツ砧会議室 14

2月24日 役員会 プラッツ砧会議室 13

4月28日 年次報告会 祖師谷街づくりセンター 15

6月04日 施設見学会 お台場 46

9月25日 役員会 けんじい 10

10月26日 祖師谷フェスティバル 祖師谷商店街 10

12月11日 役員会 キッチンCORK 10

3月4,5日 宮城野サミット 宮城野 17

4月23日 年次報告会 成城ホール 13

3月05日 研修会 野村證券成城支店会議室 31
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