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 平成１９年度事業報告 

１．概 況 
  平成１９年度は、当初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

業活動のサポートはもとより、部会とともに事業内容等に創意工夫を凝らし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１９年５月２５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３８

回通常総会を開催しました。会員総数２，２６３名のうち会員総数１，１８１名（含む委任状）

の過半数出席により適法に成立、平成１８年度事業報告・収支決算報告及び平成１９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１９年５月２８日に世田谷税務署と世田谷都税事務所に申告、５月３０日に納税、

平成１９年６月２９日に資産総額変更・役員補充の登記を完了、６月２９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２９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１９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１９年 ４月２７日  総会提出議案の承認の件他 

        ７月２７日  総会報告の件、会員増強運動実施要領の件他 

        ９月２６日  会員増強運動について 

          １２月１２日   平成２０年度事業計画（案）、策定スケジュールの件他 

平成２０年 ３月２６日  平成２０年度事業計画案収支予算案の策定 
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（ロ）常任理事会 

平成１９年 ４月１６日  総会の運営について 

       ７月１８日  総会報告の件、会員増強運動実施要領の件 

       ９月１２日  事務局参加費、修繕費について、他 

１１月２８日  平成２０年度事業計画（案）策定スケジュールの件他 

平成２０年 ３月１９日  平成２０年度事業計画案収支予算案の策定 

（ハ）正副会長会 

平成１９年 ４月１６日  常任理事会審議事項の検討他 

          ７月１８日  常任理事会審議事項の検討他 

          ９月１２日  常任理事会審議事項の検討他 

         １１月２８日  常任理事会審議事項の検討他 

      平成２０年 ３月１９日  常任理事会審議事項の検討他 

（ニ）八委員長会    

      平成１９年 ７月 ２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 ８日  各委員会報告と提案 

      平成２０年 ２月 ７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２０年 １月２９日  演題「マネジメント管理者に期待されていることは」  

                   講師 世田谷税務署長 玉淵 光敏 氏 

  （ヘ）監査会 

      平成１９年 ４月２５日  平成１８年度会計監査 

   （ト）総務委員会会議 

      平成１９年 ４月１０日  総会提出議案の検討 

            ６月１２日  総会報告 

            ９月２０日  事務局修繕費、他 

           １１月２６日  世田谷法人会新年の集いについて、平成２０年度事業計画案

策定 

      平成２０年 １月１７日  平成２０年度事業計画予算案策定 

ハ. その他 

（イ）表彰関係 

第３８回通常総会において、会長から会員増強功労３名、会活動推進功労５名、福利

厚生制度推進功労６名、４支部（団体）に表彰状、特別表彰状過去３年連続上位３位内

に入った２支部、特別表彰過去最高会員獲得の１支部に表彰状を贈呈しました。 

平成１９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１名・感謝状３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            ３件 

会員家族の死亡によるもの         ０件 

＊事務局に申請のあったもの 

（ハ）法人会全国大会 

９月２７日新潟県新潟市において開催。当会より５名参加 

ニ. 東法連行事の参加 

    平成２０年３月１１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、本年度は１０７社の入会があり平成２０年３月３１

日現在の会員数は２，２１６社で加入率２３.１％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。 

イ．会員増強特別月間 

   ９・１０・１１月 

ロ．組織委員会会議等 

   平成１９年 ４月１０日  平成１８年度事業報告並びに収支決算と平成１９年度事業計画 

         ６月１３日  平成１９年度会員増強の取り組み方について 

         ７月２７日  役員合同顔合せ会 

        １０月１９日  会員増強運動の中間報告と今後の対策 

        １２月１０日  会員増強運動の最終報告と今後の対策 

   平成２０年 １月１６日  平成２０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１９年 ９月２１日  ビジネス交流会 

    平成２０年 ３月 ７日  ビジネス交流会 

ニ．東法連行事の参加 

平成２０年  ２月１２日  全体委員会 
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（３）税制委員会関係 

９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２０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しました。 

イ．法人会全国大会 

平成１９年度 税制改正要望大会（兼、法人会全国大会） 

平成１９年 ９月２７日  新潟朱鷺メッセ  ５名出席 

ロ．税制改正要望アンケートの実施 

    平成１９年 ４月２６日  送付 

          ５月３１日  締切 

ハ．税制委員会会議等 

平成１９年 ４月 ６日  平成１９年度の事業計画 

          ６月 １日  平成２０年度税制改正アンケート提出 

          ７月２７日  合同顔合わせ会 

    平成２０年 １月２２日  平成２０年度事業計画（案）等の策定 

          ３月２６日  平成２１年度税制改正アンケートの実施（回収５月２０日） 

 ３月２６日  平成２０年度税制改正（案）説明会開催 

        講師 不動産鑑定士・税理士 井出 真 氏 

ニ．税制改正要望陳情 

平成１９年１０月２６日  地元選出衆議院議員（越智たかお先生） 

     １０月２６日  世田谷区長 

  １２月 ６日  世田谷区議会議長 

ホ．全法連・東法連講演会行事の参加 

    平成１９年 ７月１７日  東法連第１回税制全体委員会 

         １０月２３日  東法連「税制シンポジウム」  

    平成２０年 ２月１３日  全法連「平成２０年税制委員セミナー」 

          ２月２７日  東法連「全体委員会」 

           

（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」季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２０年３月１日号は「アニュアルリポート２００７」で平成１９年活動報告を行いました。

ちらし封入規定を定め会員皆様のサービス向上に務めました。 

クロスワードクイズは多数の応募があり好評を得ました。 
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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１９年 ５月 １日  第２６５号 Ａ４版 カラー １２ページ 

          ７月 １日  第２６６号 Ａ４版 カラー １２ページ 

          ９月 １日  第２６７号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

         １１月 １日  第２６８号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

    平成２０年 １月 １日  第２６９号 Ａ４版 カラー １２ページ 

          ３月 １日  第２７０号 Ａ４版 カラー ２４ページ 
  ロ．ホームページ 

    定期更新・・・毎月  臨時更新・・・必要に応じて随時 

ハ．広報委員会等 

    平成１９年 ４月 ５日  第２６５号校正・第２６６号編集 

          ６月 ６日  第２６６号校正・第２６７号編集 

          ７月２７日  合同顔合せ会 

          ８月 １日  第２６７号校正・第２６８号編集・アニュアルリポートについて 

          ９月１１日  臨時広報委員会、会報規定について 

         １０月 ３日  第２６８号校正・第２６９号編集  

         １２月 ６日  第２６９号校正・第２７０号編集 

    平成２０年 １月２３日  臨時広報委員会、平成２０年度予算について 

          ２月 ６日  第２７０号校正・第２７１号編集 

ニ．街頭広報 

    平成２０年 ２月１９日  確定申告書早期提出 

          ２月２６日  確定申告書早期提出 

          ３月 ４日  確定申告書期限内提出 

          ３月１１日  確定申告書期限内提出 

 ホ. 東法連行事の参加 

    平成２０年 ３月 ３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１９年４月１８日・６月２２日・８月２３日・１０月２６日・１２月７日・  

平成２０年２月２２日                  計６回 延参加  ６５名  

（ロ）決算法人説明会(毎月１回) 

平成１９年４月１１日・５月１１日・６月６日・７月３日・８月３日・９月７日・１０月３

日・１１月２日・１２月６日 

平成２０年１月９日・２月６日・３月１８日       計１２回 延参加 ３０７名   

（ハ）講演会 

平成１９年１１月１３日   世田谷税務協議会主催 

               講師 玉淵光敏氏・中嶋 貞治氏 

                   演題「考えよう！税の意義と役割」・「料理番組の裏表」 

                             参加 ２００名 

  （ニ）実務講座 

平成１９年１０月１８日    講師 白﨑 潤一郎氏 

             演題 「ピンピンコロリで長生きする方法」  

参加 ２７名 

  （ホ）パソコン研修会 

     平成１９年 ６月１１・１２日 ワード、エクセル初級編 

                                         参加２６名 

（へ）異業種交流会     

   平成２０年９月２１日        ビジネス交流会           参加 ２６名 

        平成２０年３月 ７日            ビジネス交流会             参加  ３２名 

 （ト）税務記帳指導（毎月第２金曜日）               計１２回 延参加 ９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１９年 ４月１２日   平成１８年度事業報告と平成１９年度事業計画 

       ７月２７日   合同顔合わせ会 

       ８月 ７日   秋の実務講座について 

平成２０年 １月２４日   平成２０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・ボウリング大会も引き続き開催し、好評を得ました。 

民謡教室では、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。 
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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。 

イ. 成人病健診 

   平成１９年５月１０日・１１日・１２日・１１月２６日・２７日   計５日間 

   全日本労働福祉協会に委託                    受診者２０５名 

ロ. 法人会経営者大型保障制度の推進 

   平成２０年３月末現在の契約件数                  １，５３３件 

               契約額             ３１７億６百万円 

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 １３６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 １０５名参加 

ル. 老人ホーム慰問                         ３回実施 

ヲ．都市銀行融資斡旋 

ワ．中小企業向け貸倒保証制度の斡旋 

カ．ボウリング大会 １１月２７日  

ヨ．１泊旅行会   １０月１４・１５日（日光、鬼怒川） 

タ．厚生委員会会議 

   平成１９年 ４月１９日  平成１９年度事業計画 

         ７月２７日  合同顔合わせ会 

         ８月 ６日  １泊研修旅行について 

        １１月２０日  ボウリング大会実施要領について 

   平成２０年 １月３０日  平成２０年度事業計画案策定 

  レ．東法連行事の参加 

    平成１９年 ８月２８日  会員増強・大型保障制度推進合同会議 

    平成２０年 ２月２５日  厚生全体委員会 

          ３月 ４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・部会に働きか

け活発に社会貢献活動を実施しました。 
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イ．事業 

    平成１９年 ４月 １日  下馬南桜まつり 

          ４月 ５日  太子堂租税教室本棚３個 

          ６月１６日  老人ホーム慰問（喜多見ホーム南山会） 

          ７月１４日  第２ブロック地域の分化資産を活用した交流、情報発信活動（租

税教育、お手玉教室等） 

          ８月１１日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

          ９月 ８日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

          ９月 ９日  太子堂ふれあい祭り 

         １０月１３日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

      １０月２０・２１日  税金クイズ（せたがや未来博） 

         １１月 ２日  老人ホーム慰問(フレンズケアセンター) 

         １１月１０日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

         １２月 ８日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

    平成２０年 １月１２日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

          ２月 ６日  老人ホーム慰問（ホスピア三軒茶屋）  

          ２月 ９日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

          ３月 ８日  第２ブロック地域の文化資産を活用したお手玉教室 

   ロ．東法連行事の参加 

    平成２０年 ２月２８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１９年 ４月 ６日  平成１８年度事業報告・１９年度事業計画 

          ７月２７日  合同顔合わせ会 

    平成２０年 １月２５日  平成２０年度事業計画案等策定 

          ３月１２日  予算使用のガイドライン作成 

  

（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１９年 ７月２７日  合同顔合せ会 

   平成１９年 ８月２１日  決算内容の勉強会 

      １１月１４日  財務の仕方 

平成２０年 ２月 ７日  予算検討会 

      ２月２７日  予算報告会 
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（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を行い、租税の啓蒙活動に貢献しました。 

イ. 総会 

平成１９年４月１８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２８回総会を４８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１９年 ６月 ９日    ゴルフ大会 

７月１９日   第１回定例研修会 

９月１５・１６日   納涼家族会（群馬県川場村） 

       ９月２１日   異業種交流会 

       ９月２７日    第２回定例研修会及び署との顔合わせ会 

１０月２０日   第４回せたがや未来博 

         ２１日       〃   

１２月 ７日    忘年会           

平成２０年  ２月１５日   第３回定例研修会 

３月 ７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 ２１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。 

     今年は創立３０周年にあたり『花をさかせる（努力･苦労･成功）』を合言葉に部会員との輪を作 

り、新たな発見・交流の場を作って参りました。また、本部の会員増強運動にも積極的に協力し、 

昨年に引き続き、健康と親睦を図るため、フラダンスの練習を行い、老人ホームで披露し地域 

社会に貢献致しました。 

     本部の総会・新年賀詞交歓会・八委員会（総務・組織・税制・広報・研修・厚生・社会貢献･財 

務）へ女性部会の立場で参加協力致しました。青年部会の事業である定例研修会・忘年会へも参 

加させて頂き部会相互の親睦も図って参りました。 

     今後も研修会等の部会活動を通じ、さらなる組織の輪を広げて参りますので、ご支援の程よろし 

くお願い致します。 
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イ．総会 

     平成１９年４月２６日午後２時からキャロットタワー２６階会議室において第３０回総会を

開催いたしました。２６名が出席し平成１８年度事業報告・収支決算報告並びに平成１９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。 

ロ．研修会等 

    平成１９年 ４月２１日    演題 「民謡あれこれ」   

 講師  佐藤 松千恵 様 （佐藤松子一門・ＣＢＳソニー専属） 

          ７月１９日  青年部会 主催 定例研修会               

演題 （自己を知り、他者を理解する～私って誰。 

    私にとってあなたとは？～) 

講師  大高電設（株） 大高 治 様    

          ９月２･３日   演題 「健康ストレッチ」                             

                         講師 （有）シャルウィ 横田 康子 様 

                             ビデオ研修 （施設見学会時、車中ビデオ研修） 

・｢企業にとって環境問題とは！｣ 

・「環境問題にどう取り組むか！」 

９月２７日  青年部会 主催 署との意見交換会及び定例研修会    

演題 「日本酒雑学～酒を飲むと何故寅になるか～」 

                講師 世田谷税務署 署長 玉渕 光敏 様       

１０月１１日  演題「運気の上がる観葉植物の置き方とお手入れ方法」  

 講師  東京植木（株） 横溝 美果 様 

        １１月１３日  世田谷税務協議会主催「特別講演会」に参加        

                演題 「考えよう！税の意義と役割」 

                講師  世田谷税務署 署長 玉渕 光敏 様 

                演題 「料理番組の裏表」 

                講師  中嶋 貞治  様 

        １２月 ７日  青年部会 主催 忘年会  （駒沢 Birdie Nana）       
   平成２０年 ２月１５日  青年部会 主催 定例研修会 

                日産自動車横浜工場・キリンビール工場視察       

         ３月２６日  税制委員会主催                     

                演題「中小企業における事業承継」  

               講師  井出 真  様 

ハ．施設見学会 

    平成１９年 ９月２･３日  群馬県川場村区民健康村 「ふじやまビレジ」 

ニ．社会貢献活動 

     平成１９年 ６月１６日  老人ホーム慰問（南山会 喜多見ホーム）   
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          １１月 ２日  老人ホーム慰問（フレンズケアセンター）   

     平成２０年 ２月 ６日  老人ホーム慰問（ホスピア三軒茶屋）   

ホ．役員会 

     平成１９年 ４月 ９日  総会議案の検討及び役割分担        

           ６月２１日  施設見学会について          

           ９月２６日  臨時正副部会長会 来期事業について    

          １０月１１日  来期事業計画について           

     平成２０年 １月１８日  来期事業計画及び予算策定について     
へ．ＳＫＴ関係 

     平成１９年 ４月 ６日  (社)玉川法人会 女性部会３０周年式典     

     平成２０年 ２月２０日  ＳＫＴ連絡協議会（玉川法人会担当）     

・上野毛 五島美術館 視察               

・「環境対策の取り組みについて」          

講師 世田谷区役所 担当官              

           ３月１８日  (社)北沢法人会 女性部会３０周年式典    

（北沢タウンホール）                        

ト．全法連・東法連関係 

     平成１９年 ４月 ５日  第２回全国女性フォーラム  熊本大会  

           ４月２６日  第３回女性フォーラム実行委員会  (全法連会館)         

           ７月２３日  第４回女性フォーラム実行委員会 （明治記念館）  

                                 第５回女性フォーラム実行委員会 （明治記念館） 

          ７月２７日  環境問題を考える講演会           (グランドアーク半蔵門)          

          １１月２７日  第５回女性フォーラム実行委員会  （全法連会館）        

     平成２０年 ２月１９日  第６回女性フォーラム実行委員会 （全法連会館）               

           ３月２４日  第７回女性フォーラム実行委員会  (全法連会館)             

      
（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４回にわたり開催しました。今後も経営者、

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１９年 ６月１５日  新入社員フォローアップ研修 

         税の仕組みから源泉所得税まで＆ビデオ研修 参加者 ２６名 

  第２回 平成１９年１０月 ５日  実務講座 給与編 

                              参加者 ２７名 

第３回 平成１９年１１月 ８日  平成１９年分源泉所得税年末調整について  

                               参加者 ４６名 
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第４回 平成２０年 ２月 ５日  平成１９年分確定申告書の書き方 

                                参加者 １８名 

ロ．役員会 

平成１９年 ４月２０日  平成１８年度事業報告・平成１９年度事業計画及び予算 

１２月 ７日  平成２０年度事業計画（案） 

平成２０年 １月１８日  平成１９年度事業報告・並びに収支報告について 

             平成２０年度事業計画（案）及び予算（案）の策定について 
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実 施 日 事 業 名 場  所 人  員
 4月 9日 第１ブロック支部長会 金寿し 7
 6月25日 第１ブロック支部長会 金寿し 7
 9月 5日 第１ブロック支部長会 燕来香 8
11月21日 第１ブロック日帰り研修会 横浜 31
 3月13日 第１ブロック支部長会 燕来香 7
 8月22日 第２ブロック支部長会 世田谷山観音寺 9
 3月20日 第２ブロックお楽しみ会 世田谷山観音寺 20
 8月 6日 第３ブロック支部長会 大松寿し 8
 9月 4日 第４ブロック支部長会 品芳斉 11
12月 4日 第３・４ブロック研修会 ル･ジャルダン 34
10月 4日 第５・６ブロック支部長会 高山電機  5

ブロック事業報告
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ブロック 支  部 実 施 日 事 業 名 場  所 人 員
池尻南  4月13日 池尻南支部役員会 八代井亭 7
池尻南  8月 2日 池尻南、北、三宿研修会 大同支部支社 5
池尻南  9月11日 池尻南支部役員会　 八代井亭 7
池尻南  2月18日 池尻南支部役員会 サモアール 7
池尻北  8月 2日 池尻南、北、三宿研修会 大同支部支社 1
三宿  8月 2日 池尻南、北、三宿研修会 大同支部支社 9
三宿 10月11日 三宿支部役員会 支部長事務所 5
三宿 10月19日 三宿支部役員会 支部長事務所 5
三宿 10月23日 三宿支部役員会 支部長事務所 4
三宿 11月 6日 三宿支部役員会 支部長事務所 3
太子堂  4月13日 太子堂支部総会 やぶ新 14
太子堂  6月 5日 太子堂役員会 銀座アスター 14
太子堂  7月26日 太子堂支部役員会 サウンドシステム 10
太子堂  8月29日 太子堂支部役員会 アルマ橋 15
太子堂 10月 2日 太子堂支部研修会 太子堂区民ホール 18
太子堂 12月 4日 太子堂支部役員会 燕来香 10
下馬東 10月13日 下馬東支部役員会 ヌーべ 7
下馬南  9月24日 下馬南支部 Nishi屋寮 7
下馬南  2月21日 下馬南支部役員会 みよし寿司 6
下馬南  3月20日 下馬南支部総会 世田谷山観音寺 8
下馬南  4月 1日 下馬南支部総会 世田谷山観音寺 13
三軒茶屋東  7月11日 三軒茶屋東支部役員会 Fu 8
三軒茶屋東 10月 4日 三軒茶屋東支部役員会 セブン 6
三軒茶屋東  1月16日 三軒茶屋東支部役員会 一期 9
野沢  6月20日 野沢支部役員会 えいらく 5
野沢  7月12日 野沢支部役員会 ふらい亭 4
野沢  9月19日 野沢支部役員会 えいらく 5
野沢 12月20日 野沢支部役員会 えいらく 5
野沢  2月14日 野沢支部役員会 アルマ橋 3
野沢  3月31日 野沢支部役員会 第一工務店事務所 2
上馬西  7月 9日 上馬西支部役員会 忍庭　泉 11
上馬西  9月12日 上馬西支部役員会 上馬区民フロアー 10
上馬西  9月18日 上馬西支部役員会 宝古堂本店 7
上馬西 10月16日 上馬西支部役員会 上馬区民フロアー 8
上馬西 11月29日 上馬西支部役員会 八皇苑 7

若林  4月24日 若林支部総会 喜庄 8
若林  9月11日 若林支部役員会 喜庄 10
若林  9月18日 若林支部役員会 協進印刷事務所 7
若林  3月13日 若林支部役員会 喜庄 9
世田谷東  4月13日 世田谷東、西支部総会 品芳斉 12
世田谷東 10月 5日 世田谷東支部役員会 品芳斎 7
世田谷西  4月13日 世田谷東、西支部総会 品芳斉 6
世田谷西  8月23日 世田谷西支部役員会 尾花 9
世田谷西  9月25日 世田谷西支部役員会 かつ善 7
世田谷西 11月 9日 世田谷西支部役員会 垣内 9
弦巻東  4月 7日 弦巻東支部役員会 舟よし 5
弦巻東 10月 6日 弦巻東支部役員会 舟よし 5
弦巻東  1月 7日 弦巻東支部役員会 舟よし 10
弦巻西  4月11日 弦巻西支部総会 華屋与平 7
弦巻西 10月26日 弦巻西支部役員会 神田寿司 6

支部事業報告
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上馬西  2月2・ 3日 上馬西支部研修旅行 伊豆弓ヶ浜
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桜丘  6月22日 桜丘役員会 あじさい 6
桜丘  9月15日 桜丘支部役員会 参商会事務所 5
桜丘 10月 6日 桜丘支部研修会 柏屋 8
桜丘  1月23日 桜丘支部役員会 あじさい 6
砧  6月13日 砧支部役員会 祖師谷商店街組合 7
砧  6月19日 砧支部研修会 山梨県 29
砧  9月18日 砧支部役員会 高山電機 7
砧 10月 4日 砧支部役員会 高山電機 8
砧 10月16日 砧支部役員会 高山電機 7
砧 12月 3日 砧支部役員会 由良 7
祖師谷  4月 3日 祖師谷支部役員会 やきとりまか 9
祖師谷  6月10日 祖師谷支部役員会 素庵 14
祖師谷  9月11日 祖師谷支部研修会 横浜 15
祖師谷  9月27日 祖師谷支部役員会 亀龍軒 12
祖師谷 10月30日 祖師谷支部役員会 やきとりまか 13
祖師谷 11月30日 祖師谷支部役員会 素庵 17

上祖師谷 10月13日 上祖師谷支部役員会 紫水園事務所 4
上祖師谷 10月27日 上祖師谷支部役員会 紫水園事務所 4
上祖師谷 11月10日 上祖師谷支部役員会 紫水園事務所 4
上祖師谷  2月 2日 上祖師谷支部役員会 あさの屋 5
成城南  4月20日 成城南支部役員会 焼肉ロード 4
成城南  7月 6日 成城南、北支部役員会 成城会館 8
成城南  9月 9日 成城南、北研修会 伊豆高原 16
成城南  1月28日 成城南、北支部役員会 焼肉ロード 5
成城南  3月28日 成城南、北役員会 やきにく工房 5
成城北  7月 6日 成城南、北支部役員会 成城会館 8
成城北  9月 9日 成城南、北研修会 伊豆高原 5
成城北  1月28日 成城南、北支部役員会 焼肉ロード 6
成城北  3月28日 成城南、北役員会 やきにく工房 5
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祖師谷  3月 3・4日 祖師谷支部研修会 箱根


