
（第３号議案） 

平成２平成２平成２平成２６６６６年度年度年度年度    事業事業事業事業計画計画計画計画    

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

 

事業活動 基本方針 

１．公益社団法人として、また、健全な納税者団体として、事業の公益性を常

に高めながら、会員増強の推進に繋がるよう組織の課題を図る。 

２．適正、公平な税制と租税負担の合理化を図るため、全国法人会総連合を通   

  じ、政府及び国会に対し強力な要望を行い、その実現を期す。 

３．税務当局との相互信頼を保持しつつ、税務行政の円滑な運営に協力をし、

もって申告納税制度の発展に寄与する。 

４．租税負担の合理化を図り、自主申告大成を確立するため、自計主義を徹底

し、誠実な記帳と申告の指導に努める。 

５．経営の合理化、生産性の向上を図り、企業の健全な発展に資するため、経

営・経理・労務に関する講習会やセミナーを開催する。 

６．地域に密着した活動を通じて、広く社会への貢献に取り組む。 

 

 

 

重点施策 

１．本年度の事業活動は、公益法人として広く一般社会に目を向けながら納税

意識の向上と地域社会に密着した貢献活動に積極的に取り組む。 

 また、従来の諸施策を見直し、会員の要求に応え得る健全な運営と効率的な

発展を図る。 

２．組織の強化・充実については、経済環境の悪化を反映して、会員減少にあ

るため、会活動の一層の活性化と会員の維持拡大を最重要課題とする。 

 特に、支部・部会活動については、会員のニーズに合った活動を推進し、徹

底して会員増強を推進する。 

３．会員企業の福利厚生事業の拡大は、経営の安定と雇用対策を助成し、且つ

財政基盤の強化に寄与するため、一層の普及推進に努める。また、新規の会

員獲得に繋がるような福利厚生事業を推進する。 

 



平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    事業計画事業計画事業計画事業計画    

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係）（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係）（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係）（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係）    

 

【公益目的事業】 

１．税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

◎（公益１－①）税知識の普及を目的とする事業 

 （１）「新設法人に対する法人税・源泉所得税に関する説明会」（奇数月・年６回） 

 （２）「決算法人に対する法人税・消費税・源泉所得税に関する説明会」（１１回） 

 （３）「法人税・消費税申告書の書き方説明会」（４回） 

 （４）「租税教室」（青年部会） 

 （５）「税制改正に関する税法及び取扱通達の説明会」（改正の都度） 

 （６）「署長講演会」（１回） 

 （７）「年末調整説明会」（３日間）（共催：中野税務署・中野区役所） 

 （８）「中野税務署担当官及び税理士先生による税務研修会」 

 （９）「源泉研究部会・青年部会・女性部会・支部単位の税務研修会」（１６回） 

 （10）「第２２回法人税実務講座」（１回） 

 （11）「第２３回源泉所得税実務講座」（１回） 

 （12）「国税電子申告・納税システム（ｅ‐Ｔａｘ）＆（ｅＬＴＡＸ）の普及推進」 

 

◎（公益１－②）納税意識の高揚を目的とする事業 

 （１）「中野にぎわいフェスタ・中野通り桜まつりで税金クイズを実施」 

 （２）「地域イベントで税金クイズを実施」（共催：青年部会・女性部会） 

 （３）「“税を考える週間”及び“確定申告期の冒頭“での駅頭広報活動」 

（４）「“税を考える週間”セーフテイー教室＆特別講演会を開催」 

（５）「税に関する絵はがきコンクールの実施」（主催：女性部会） 

（６）「税に関する川柳コンクールの実施」（主催：源泉研究部会） 

（７）「税に関する作文コンクールの実施」（共催：中野納税貯蓄組合） 

（８）「ホームページ及び広報誌上による税情報の発信」 

 

◎（公益１－③）納税意識の高揚を目的とする事業 

 （１）「税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出」 

 （２）「全国青年の集い」 

 （３）「全国女性フォーラム」 

 （４）「中野税務懇談会での連絡協議会」 

 （５）「中野租税教育推進協議会での連絡協議会」 



２．地域企業の健全な発展に資する事業 

◎（公益２）地域企業の健全な発展に資する事業 

 （１）「第３７回初歩の簿記講習会」（延５日間） 

 （２）「第１９回パソコン講習会」（延４日間） 

 （３）「パソコン講座」（共催：中野区、専門学校東京ﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞテラハウスＩＣＡ） 

（４）「パソコン教室等」（会場：まなびじゅく）（偶数月に開催） 

（５）「経営者のための実務セミナー・経営セミナーの開催」 

 

 

３．地域社会への貢献を目的とする事業 

◎（公益３）地域社会への貢献を目的とする事業 

 （１）「地球温暖化対策への取組み活動」（省エネセミナーの開催） 

   （地球温暖化対策報告書制度の提出推進・ＣＯ2削減メニュー３３の配布） 

（２）「健康セミナーの開催」（４月） 

（３）「“税を考える週間”での関連行事の開催」（１１月） 

（４）「中野の逸品グランプリの応援」 

（５）「中学生の職場体験の推進」（随時） 

 

 

４．公益事業を補完するための収益を目的とする事業＆福利厚生事業 

（１）「簡易生命保険団体保険料払込制度に係る集金事務」 

（２）「生活習慣病健康診断の普及推進」（７月＆翌年３月） 

（３）「経営者大型総合保障制度、経営保全プラン、がん保険の普及推進」 

（４）「貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進」（与信管理対策セミナーを実施） 

（５）「全会員を対象に５つの福利厚生事業を実施」（7月・8月・11月・12月・2月）   

（６）「福利厚生事業の利用促進」（セコム・週刊ダイヤモンド等購読推進） 

（７）「  〃  」（ラフォーレ倶楽部・プリンス系ホテル等） 

（８）「  〃  」（企業情報・格付情報照会、帰宅支援マップ、海外販路拡大支援サービス等） 

 

 

５．その他 

（１）「信濃中野法人会との交流」（全国大会開催時） 

（２）「他会との共催・後援等で新たな事業を推進」 

 

 

 

６．委員会の開催                         （各３回） 



平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    事業計画事業計画事業計画事業計画    

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係（公益事業委員会＆厚生・共益事業委員会関係を除を除を除を除くくくく））））    

１．総務・組織委員会 

 （１）通常総会                          （５月） 

（２）正副会長会                         （５回） 

（３）常任理事会                         （２回） 

（４）理事会並びに役員合同会議（拡大・理事会）          （５回） 

（５）新年賀詞交歓会                       （１月） 

（６）ｅ－Ｔａｘ及びｅＬＴＡＸの利用推進 

（７）事務局体制の充実強化 

（８）組織の充実強化に資するための調査・研究 

（９）会員の増強に必要な資料・情報の提供 

（10）会員増強推進デイ 

（11）会員増強功労者に対する表彰 

（12）各部会の組織強化 

（13）地区長会議、支部役員会（会員増強）を開催 

（14）委員会の開催                        （３回） 

 

２．税制・税務委員会 

 （１）税制に関する調査研究並びに情報の提供 

 （２）税制に関する要望事項の取りまとめ 

 （３）税務行政に対する要望意見の具申 

 （４）税制改正要望大会への参加 

 （５）税制講演会、税制セミナーへの参加 

 （６）関係外部機関との連絡・強調 

 （７）委員会の開催                        （２回） 

 

３．広報委員会 

 （１）情報誌“なかの”の発行                   （６回） 

 （２）“ほうじん”無料配布（全法連編）              （４回） 

 （３）ホームページの更なる活用 

 （４）フォト・コンテストの実施 

 （５）フォト・コンテスト入賞作品の展示 

 （６）委員会の開催                        （６回） 



11 （公益１－１）税知識普及事業 21 （公益２）地域企業貢献事業 41 （共益）会員交流事業
12 （公益１－２）納税意識高揚事業 31 （公益３）地域社会貢献事業 51 （法人）管理費
13 （公益１－3）税提言・情報収集事業 61 （収益）福利厚生事業

月

4 中野通り桜まつり（4～、5・6日＝税金ｸｲｽﾞ） 12 各支部：定時総会 51 青年部会･第４ﾌﾞﾛｯｸ連絡協議会（16日） 51
書き方説明会 11 〃各支部・税務研修会 11 源泉研究部会・研修会 11
総務委員会 51 第１支部・社会貢献活動 ― 〃源泉研究部会・第39回定時総会 51
拡大・監査会 51 〃（鉢植え贈呈（チャリテイーで）） 31 〃源泉研究部会・交流会 41
中野税務懇談会 13 青年部会・研修会 11
決算法人説明会 11 〃青年部会・第34回定時総会 51
理事会 51 〃青年部会・交流会 41
第15回健康セミナー（講師：羽山隆次氏） 31 女性部会・研修会 11
〃　終了後：交流会 41 〃女性部会・第33回定時総会 51
中野青色申告会総会後・交流会 51 〃女性部会・交流会 41

第9回全法連女性フォーラム（香川県） 13

5 広報委員会（７/１号編集会議） 51 東法連青連協定時連絡協議会 51
正副会長・総務・事業合同役員会 51 　〃　終了後・交流会 41
〃（第1部）税務研修会（税制改正） 11 青年部会・第４ﾌﾞﾛｯｸ総会（9日） 51
〃（第2部）第3回通常総会 51 　〃　終了後・交流会 41
〃（第3部）感謝状贈呈式 51
〃（第4部）祝賀ﾊﾟｰﾃｲｰ 41
新設法人説明会 11
決算法人説明会 11
東法連・理事会＆特退共評議員会 51
（LG：後援）地域で考える防災対策 31
中野区商店街連合会総会後・交流会 51
中野区観光協会総会後・交流会 51
野方防火管理・防災協力会総会後・交流会 51

6 書き方説明会 11 第４・５・６支部社会貢献活動 ― 女性部会・研修会 11
中野税務懇談会 13 〃（薬師駅前環境美化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ） 31 源泉研究部会・研修会 11
決算法人説明会 11 第４支部・有志ゴルフコンペ 41 〃終了後・役員会 41
第37回初歩の簿記講習会Aｺｰｽ 21 第９中央・９本町･10支部有志ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 41 青年部会・研修会 11
第37回初歩の簿記講習会Bｺｰｽ 21 〃終了後・交流会 51
正副会長会（於：法人会館） 51 東法連・青連協ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 41
〃拡大常任理事会（　〃　） 51
〃理事会（　〃　） 51
〃省エネセミナー 31
東法連・通常総会 51
〃東法連・感謝状贈呈式・祝賀会 51
租税教育推進協議会 13
社会を明るくする運動推進委員会 31
中野工産会講演会総会後・交流会 51
東京税理士会総会後・交流会 51
中野間税会総会後・交流会 51
納税貯蓄組合総会後・交流会 51

7 社会を明るくする運動駅頭PR活動＆ｲﾍﾞﾝﾄ 31 第９・１０支部・社会貢献活動(七夕協賛） 31 東法連・青連協定時連絡協議会 51
第19回ﾊﾟｿｺﾝ講習会（Wordｺｰｽ） 21 源泉研究部会・役員会 51
第19回ﾊﾟｿｺﾝ講習会（ExceLｺｰｽ） 21 〃終了後交流会 41
ﾊﾟｿｺﾝ教室（共催：中野区・ﾃﾗﾊｳｽICA) 21 東法連・女連協定時連絡協議会 51
生活習慣病健診 61 青年部会・親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 41
新設法人説明会 11 青年部会・管外研修会 51
決算法人説明会 11
広報委員会（9/１号編集会議） 51
総務・組織委員会 51
厚生・共益事業委員会 51

平成２６年度・月別事業計画平成２６年度・月別事業計画平成２６年度・月別事業計画平成２６年度・月別事業計画
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

本　　　　　　　　　　　　　部 支　　　　　　　　　　　　　部 部　　　　　　　　　　　　　会



11 （公益１－１）税知識普及事業 21 （公益２）地域企業貢献事業 41 （共益）会員交流事業
12 （公益１－２）納税意識高揚事業 31 （公益３）地域社会貢献事業 51 （法人）管理費
13 （公益１－3）税提言・情報収集事業 61 （収益）福利厚生事業

月

7 税制・税務委員会 51
公益事業委員会 51
●日帰りバス研修会 41

8 中野税務懇談会 13 第１支部・社会貢献活動 ― 青年部会・役員会 51
正副会長会 51 〃（鷺宮盆踊り）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12
〃役員合同会議（拡大理事会）（兼・地区長会議） 51 第９・１０支部・社会貢献活動 ―
〃会員増強：進発式 41 〃（鍋横夏祭り・不要ﾀｵﾙ等回収） 31
決算法人説明会 11 〃（鍋横夏祭り）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12
●家族感謝デイ 41 第１１・１２支部社会貢献活動 ―

〃（川島商店街：夜店市）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12

9 広報委員会（9/１号編集会議） 51 第1・2・3・4支部社会貢献活動 ― 女性部会・役員会（署内） 13
新設法人説明会 13 〃（沼袋・野方まちおこしｼﾞｬｽﾞ）（税金ｸｲｽﾞ） 12 〃女性部会・役員会（ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 51
決算法人説明会 11 第5・6・7・8支部社会貢献活動 ― 源泉研究部会・研修会 21
ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ導入セミナー 21 〃（氷川神社祭礼）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12 〃終了後・役員会 51
臨時・中野税務懇談会 21 各支部：役員会 51 青年部会・研修会 21
東法連・理事会＆特退共評議員会 51 〃終了後：交流会 41 〃終了後・交流会 41
中野法人会・一日会員勧奨デイ 11 第９・１０支部有志ゴルフコンペ 41

10 第31回法人会全国大会（栃木県・宇都宮大会） 13 第1・2・3・4支部社会貢献活動 ― 青年部会・親睦ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 41
書き方説明会 11 〃（野方地区まつり）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12 〃（チャリテイーで開催） 31
厚生・共益事業委員会 51 第1・2・3・4支部社会貢献活動 ― 女性部会・第5回税の絵はがきｺﾝｸｰﾙ審査会 12
公益事業委員会 51 〃（丸山塚・子供広場）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12
中野にぎわいフェスタ 12 第７支部社会貢献活動 ―
第２２回法人税実務講座 11 〃（東中野地区まつり）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12
第２３回源泉所得税実務講座 11 第８支部・社会貢献活動 ―
決算法人説明会 11 〃（鉢植え贈呈（チャリテイーで）） 31
商工会議所・会員大会＆懇親会 51 各支部：講話＆税務研修会 11
東法連”講演会” 11

11 ”税を考える週間”第９・１０支部社会貢献活動（於：十中） ３１ 第4・5・6支部・社会貢献活動 ― 源泉研究部会・研修会 11
”税を考える週間”駅頭PR活動 12 〃（上高田地区祭り・子供祭り）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12 〃終了後・役員会 51
広報委員会（新年号・編集会議） 51 第4・5・6支部社会貢献活動 ― 第26回法人会全国青年の集い・部会長サミット 13
総務・組織委員会 51 〃（薬師駅前環境美化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ） 31 〃第26回法人会全国青年の集い 13
”税を考える週間”秋の特別講演会 31 第9中央・9本町・10支部有志ゴルフコンペ 41
平成26年度納税表彰式 51 第11・12支部・社会貢献活動 ―
都税事務所感謝状贈呈式 51 〃（神明：氷川市）（税金ｸｲｽﾞ実施） 12
ｅｰＴaｘ講習会（検討中） 11
与信管理対策セミナー 21
●会員親睦ﾁｬﾘﾃｲｰゴルフコンペ 41
年末調整説明会 11
中野税務懇談会 13
新設法人説明会 11

12 正副会長会（於：法人会館） 51 源泉研究部会・役員会 51
〃拡大常任理事会（　〃　） 51 女性部会・研修会＆交流会 31
〃理事会（　　　　〃　　　　） 51 青年部会・研修会 12
税の作文・第5回税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ表彰式 12 〃終了後・交流会 41
第3回税の川柳ｺﾝｸｰﾙ審査 12 青年部会・忘年会 41
●会員親睦ﾁｬﾘﾃｲｰｸﾘｽﾏｽの夕べ 41 東法連・青連協第4ﾌﾞﾛｯｸﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 41

1 野方警察署：武道始＆小宴 51 源泉研究部会・研修会 11
正副会長・総務・事業合同役員会 51 〃源泉研究部会・新年初顔合わせ会 41
署長・講演会 11 青年部会・新年初顔合わせ会 41
〃新年賀詞交歓会・祝賀会 41 青年部会・租税教室 11
〃第3回税に関する川柳ｺﾝｸｰﾙ表彰式 12 青年部会（青年会議所・新年会） 51
〃ﾌｫﾄ・コンテスト表彰式 31
中野税務懇談会 13

本　　　　　　　　　　　　　部 支　　　　　　　　　　　　　部 部　　　　　　　　　　　　　会



11 （公益１－１）税知識普及事業 21 （公益２）地域企業貢献事業 41 （共益）会員交流事業
12 （公益１－２）納税意識高揚事業 31 （公益３）地域社会貢献事業 51 （法人）管理費
13 （公益１－3）税提言・情報収集事業 61 （収益）福利厚生事業

月

1 新設法人説明会 11
決算法人説明会 11
中野青色申告会・新年会 51
東法連・受章祝典＆祝賀会 51
東京税理士会中野支部・新年会 51
中野区商店街連合会・新年会 51
中野間税会・新年会 51
納税貯蓄組合連合会・新年会 51

2 書き方説明会 11 女性部会・研修会 11
”確定申告期”駅頭PR活動 12 〃終了後・役員会 41
ｅｰＴaｘ講習会 11 東法連・女連協全体連絡協議会 41
決算法人説明会 11 源泉研究部会・研修会 11
東法連・各委員会開催 51 〃終了後・役員会 41
全法連・税制セミナー 21 青年部会・研修会 11
正副会長会 51 〃終了後・交流会 41
拡大理事会（事業計画＆予算審議会） 51
●会員親睦ﾁｬﾘﾃｲｰ支部対抗ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 41
新入会員特別研修会 51
〃新入会員・特別交流会 41

3 広報委員会（５/1号/編集会議） 51 各支部：役員会 51 青年部会親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 41
厚生・共益事業委員会 51 〃終了後・交流会 41 東法連・青連協全体連絡協議会 51
公益事業委員会 51 青年部会・租税教室 11
税制・税務委員会 51 東法連・青連協ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 41
全法連・事務局セミナー 51 〃終了後・交流会 41
東法連・税制講演会 12 源泉研究部会・役員会 51
東法連・理事会＆特退共評議員会 51 青年部会・役員会 51
全法連・事務局セミナー 51 女性部会・役員会 51
東法連・理事会＆特退共評議員会 51
新設法人説明会 11
決算法人説明会 11
（主催：区商連）中野逸品グランプリ表彰式 31
特別区民税・都民税通知書納付書封筒へPR 12
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ広報誌による税情報の発信 12
経営者大型保障制度他の推進 61
簡易保険の推進 61
総務・組織委員会（※４月に開催） 51

本　　　　　　　　　　　　　部 支　　　　　　　　　　　　　部 部　　　　　　　　　　　　　会



月月月月 第1支部第1支部第1支部第1支部 第２支部第２支部第２支部第２支部 第３支部第３支部第３支部第３支部 第４支部第４支部第４支部第４支部 第５支部第５支部第５支部第５支部 第６支部第６支部第６支部第６支部 第７支部第７支部第７支部第７支部 第８支部第８支部第８支部第８支部 第９中央支部第９中央支部第９中央支部第９中央支部 第９本町支部第９本町支部第９本町支部第９本町支部 第１０支部第１０支部第１０支部第１０支部 第１１支部第１１支部第１１支部第１１支部 第１２支部第１２支部第１２支部第１２支部
4444

○部会「税務研修会＆定時総会」○部会「女性部会・全国女性ﾌｫｰﾗﾑ４月１０日（香川県）」○部会「税務研修会＆定時総会」○部会「女性部会・全国女性ﾌｫｰﾗﾑ４月１０日（香川県）」○部会「税務研修会＆定時総会」○部会「女性部会・全国女性ﾌｫｰﾗﾑ４月１０日（香川県）」○部会「税務研修会＆定時総会」○部会「女性部会・全国女性ﾌｫｰﾗﾑ４月１０日（香川県）」
●親会「春の健康セミナー講師：羽山隆次氏」（４月22日）●親会「春の健康セミナー講師：羽山隆次氏」（４月22日）●親会「春の健康セミナー講師：羽山隆次氏」（４月22日）●親会「春の健康セミナー講師：羽山隆次氏」（４月22日）
定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会 定時総会
税務研修会 税務研修会税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会
（鉢植え贈呈ﾁｬﾘﾃｲー）

5555

6666
◆親会「講演会又は、研修会」（新規①）（６月下旬）◆親会「講演会又は、研修会」（新規①）（６月下旬）◆親会「講演会又は、研修会」（新規①）（６月下旬）◆親会「講演会又は、研修会」（新規①）（６月下旬）
○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「税理士先生による・税務研修会」

7777 ●親会「社会を明るくする運動（駅頭PR活動・各地区のイベント）」●親会「社会を明るくする運動（駅頭PR活動・各地区のイベント）」●親会「社会を明るくする運動（駅頭PR活動・各地区のイベント）」●親会「社会を明るくする運動（駅頭PR活動・各地区のイベント）」
●親会「ﾊﾟｿｺﾝ講習会」●親会「ﾊﾟｿｺﾝ講習会」●親会「ﾊﾟｿｺﾝ講習会」●親会「ﾊﾟｿｺﾝ講習会」

◎（福利厚生事業①）親会「日帰りバス研修会」（７月○日）　　　　　　　　　　　　◎（福利厚生事業①）親会「日帰りバス研修会」（７月○日）　　　　　　　　　　　　◎（福利厚生事業①）親会「日帰りバス研修会」（７月○日）　　　　　　　　　　　　◎（福利厚生事業①）親会「日帰りバス研修会」（７月○日）　　　　　　　　　　　　

8888
◎（福利厚生事業②）親会「家族感謝デイ」（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（８月○日）　　　　　　　　　　　　◎（福利厚生事業②）親会「家族感謝デイ」（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（８月○日）　　　　　　　　　　　　◎（福利厚生事業②）親会「家族感謝デイ」（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（８月○日）　　　　　　　　　　　　◎（福利厚生事業②）親会「家族感謝デイ」（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（８月○日）　　　　　　　　　　　　
●親会「役員合同会議（会員増強進発式）」（８月２８日）　●親会「役員合同会議（会員増強進発式）」（８月２８日）　●親会「役員合同会議（会員増強進発式）」（８月２８日）　●親会「役員合同会議（会員増強進発式）」（８月２８日）　
（鷺宮盆踊･税金ｸｲｽﾞ）

9999 ●親会「ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ導入セミナー」●親会「ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ導入セミナー」●親会「ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ導入セミナー」●親会「ISOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ導入セミナー」
○部会「税理士先生他による・税務研修会」並びに「専門家による研修会」○部会「税理士先生他による・税務研修会」並びに「専門家による研修会」○部会「税理士先生他による・税務研修会」並びに「専門家による研修会」○部会「税理士先生他による・税務研修会」並びに「専門家による研修会」
○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール募集締切り」○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール募集締切り」○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール募集締切り」○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール募集締切り」
役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会

月月月月 第1支部第1支部第1支部第1支部 第２支部第２支部第２支部第２支部 第３支部第３支部第３支部第３支部 第４支部第４支部第４支部第４支部 第５支部第５支部第５支部第５支部 第６支部第６支部第６支部第６支部 第７支部第７支部第７支部第７支部 第８支部第８支部第８支部第８支部 第９中央支部第９中央支部第９中央支部第９中央支部 第９本町支部第９本町支部第９本町支部第９本町支部 第１０支部第１０支部第１０支部第１０支部 第１１支部第１１支部第１１支部第１１支部 第１２支部第１２支部第１２支部第１２支部
10101010

●親会「社会貢献事業（震災復興フェア）」（1０月25・26日）●親会「社会貢献事業（震災復興フェア）」（1０月25・26日）●親会「社会貢献事業（震災復興フェア）」（1０月25・26日）●親会「社会貢献事業（震災復興フェア）」（1０月25・26日）

税務研修会 税務研修会税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会
（東中野祭･税金ｸｲｽﾞ） （鉢植え贈呈ﾁｬﾘﾃｲｰ） （氷川市･税金ｸｲｽﾞ） （氷川市･税金ｸｲｽﾞ）

11111111

○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール審査会」○「源泉研究部会：研修会（年調）」○部会「全国青年の集い１１月２１日（秋田県）」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール審査会」○「源泉研究部会：研修会（年調）」○部会「全国青年の集い１１月２１日（秋田県）」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール審査会」○「源泉研究部会：研修会（年調）」○部会「全国青年の集い１１月２１日（秋田県）」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール審査会」○「源泉研究部会：研修会（年調）」○部会「全国青年の集い１１月２１日（秋田県）」

12121212 ○部会「青年部会＆女性部会：研修会、源泉研究部会：役員会」　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」○部会「青年部会＆女性部会：研修会、源泉研究部会：役員会」　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」○部会「青年部会＆女性部会：研修会、源泉研究部会：役員会」　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」○部会「青年部会＆女性部会：研修会、源泉研究部会：役員会」　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」
○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール表彰式（於：中野区役所内）」（１２月１０日）○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール表彰式（於：中野区役所内）」（１２月１０日）○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール表彰式（於：中野区役所内）」（１２月１０日）○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール表彰式（於：中野区役所内）」（１２月１０日）

1111
○部会「源泉研究部会：研修会（確定申告）」○部会「源泉研究部会：研修会（確定申告）」○部会「源泉研究部会：研修会（確定申告）」○部会「源泉研究部会：研修会（確定申告）」
○部会「青年部会・租税教室」○部会「青年部会・租税教室」○部会「青年部会・租税教室」○部会「青年部会・租税教室」

2222

●親会「税理士先生による・税務研修会」●親会「税理士先生による・税務研修会」●親会「税理士先生による・税務研修会」●親会「税理士先生による・税務研修会」
○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「青年部会・租税教室」○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「青年部会・租税教室」○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「青年部会・租税教室」○部会「税理士先生による・税務研修会」○部会「青年部会・租税教室」

◆親会「講演会又は、研修会」（新規③）（２月下旬）◆親会「講演会又は、研修会」（新規③）（２月下旬）◆親会「講演会又は、研修会」（新規③）（２月下旬）◆親会「講演会又は、研修会」（新規③）（２月下旬）

3333

役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会

●親会「社会貢献活動（にぎわいフェスタ）」（１０月11・12日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「社会貢献活動（にぎわいフェスタ）」（１０月11・12日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「社会貢献活動（にぎわいフェスタ）」（１０月11・12日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「社会貢献活動（にぎわいフェスタ）」（１０月11・12日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」

●親会「初歩の簿記講習会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「初歩の簿記講習会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「初歩の簿記講習会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「初歩の簿記講習会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」

◎（福利厚生事業③）親会「（ﾁｬﾘﾃ◎（福利厚生事業③）親会「（ﾁｬﾘﾃ◎（福利厚生事業③）親会「（ﾁｬﾘﾃ◎（福利厚生事業③）親会「（ﾁｬﾘﾃｲｲｲｲｰゴルフコンペ）」（１１月○日）ｰゴルフコンペ）」（１１月○日）ｰゴルフコンペ）」（１１月○日）ｰゴルフコンペ）」（１１月○日）

（薬師駅前環境美化）

○女性部会「第5回税の絵はがきコンクール募集開始」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集開始」「役員会」 ○部会「青年・管外研修会」○女性部会「第5回税の絵はがきコンクール募集開始」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集開始」「役員会」 ○部会「青年・管外研修会」○女性部会「第5回税の絵はがきコンクール募集開始」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集開始」「役員会」 ○部会「青年・管外研修会」○女性部会「第5回税の絵はがきコンクール募集開始」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集開始」「役員会」 ○部会「青年・管外研修会」

（鍋横夏祭･タオル回収他）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度・事業計画一覧（１表）平成２６年度・事業計画一覧（１表）平成２６年度・事業計画一覧（１表）平成２６年度・事業計画一覧（１表）

◎（福利厚生事業⑤）親会「（ﾁｬﾘﾃ◎（福利厚生事業⑤）親会「（ﾁｬﾘﾃ◎（福利厚生事業⑤）親会「（ﾁｬﾘﾃ◎（福利厚生事業⑤）親会「（ﾁｬﾘﾃｲｲｲｲｰボウリング大会）」（２月○日）ｰボウリング大会）」（２月○日）ｰボウリング大会）」（２月○日）ｰボウリング大会）」（２月○日）

●親会「第３１回法人会全国大会・栃木県・宇都宮大会」（１０月16・17日）●親会「第３１回法人会全国大会・栃木県・宇都宮大会」（１０月16・17日）●親会「第３１回法人会全国大会・栃木県・宇都宮大会」（１０月16・17日）●親会「第３１回法人会全国大会・栃木県・宇都宮大会」（１０月16・17日）

◎（福利厚生事業④）親会「（クリスマスの夕べ）」（１２月２日）◎（福利厚生事業④）親会「（クリスマスの夕べ）」（１２月２日）◎（福利厚生事業④）親会「（クリスマスの夕べ）」（１２月２日）◎（福利厚生事業④）親会「（クリスマスの夕べ）」（１２月２日）

●親会「新年賀詞交歓会（第１３回ﾌｫﾄ･ｺﾝﾃｽﾄ、第３回税の川柳ｺﾝｸｰﾙ表彰式）＆祝賀会」（１月８日）●親会「新年賀詞交歓会（第１３回ﾌｫﾄ･ｺﾝﾃｽﾄ、第３回税の川柳ｺﾝｸｰﾙ表彰式）＆祝賀会」（１月８日）●親会「新年賀詞交歓会（第１３回ﾌｫﾄ･ｺﾝﾃｽﾄ、第３回税の川柳ｺﾝｸｰﾙ表彰式）＆祝賀会」（１月８日）●親会「新年賀詞交歓会（第１３回ﾌｫﾄ･ｺﾝﾃｽﾄ、第３回税の川柳ｺﾝｸｰﾙ表彰式）＆祝賀会」（１月８日）

●親会「公益社団法人・第３回通常総会＆懇親会」（前段で”税務研修会”）●親会「公益社団法人・第３回通常総会＆懇親会」（前段で”税務研修会”）●親会「公益社団法人・第３回通常総会＆懇親会」（前段で”税務研修会”）●親会「公益社団法人・第３回通常総会＆懇親会」（前段で”税務研修会”）

（◎＝厚生委員会主催、共催＝部会事業）

（薬師駅前環境美化）

（丸山塚祭り･税金ｸｲｽﾞ）

●「与信管理対策ｾﾐﾅｰ」　　　　　●「与信管理対策ｾﾐﾅｰ」　　　　　●「与信管理対策ｾﾐﾅｰ」　　　　　●「与信管理対策ｾﾐﾅｰ」　　　　　

（野方祭り･税金ｸｲｽﾞ）

（子ども祭り･税金ｸｲｽﾞ）

●親会「中野通り桜まつり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「中野通り桜まつり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「中野通り桜まつり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「中野通り桜まつり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎「パソコン教室・まなびじゅく」

（氷川神社･税金ｸｲｽﾞ）

（体操後･税金ｸｲｽﾞ）

◆親会「講演会又は、研修会」（新規②）（８月上旬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」◆親会「講演会又は、研修会」（新規②）（８月上旬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」◆親会「講演会又は、研修会」（新規②）（８月上旬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」◆親会「講演会又は、研修会」（新規②）（８月上旬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」

七夕祭り･（協賛のみ）

（鍋横夏祭り･税金ｸｲｽﾞ） （川島・夜店市・税金ｸｲｽﾞ）

（ｼﾞｬｽﾞ祭･税金ｸｲｽﾞ）

○部会「青年部会・租税教室」○部会「青年部会・租税教室」○部会「青年部会・租税教室」○部会「青年部会・租税教室」

○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール審査会」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集締切り」○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール審査会」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集締切り」○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール審査会」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集締切り」○女性部会「第５回税の絵はがきコンクール審査会」○源泉研究部会「第３回税の川柳コンクール募集締切り」

●親会「法人税・源泉所得税実務講座」●親会「法人税・源泉所得税実務講座」●親会「法人税・源泉所得税実務講座」●親会「法人税・源泉所得税実務講座」

●親会「”税を考える週間”（秋の特別講演会・講師＝○○○○氏）　●親会「税を考える週間（秋のセーフテ●親会「”税を考える週間”（秋の特別講演会・講師＝○○○○氏）　●親会「税を考える週間（秋のセーフテ●親会「”税を考える週間”（秋の特別講演会・講師＝○○○○氏）　●親会「税を考える週間（秋のセーフテ●親会「”税を考える週間”（秋の特別講演会・講師＝○○○○氏）　●親会「税を考える週間（秋のセーフテイーイーイーイー教室）（於：区立第十中学校）教室）（於：区立第十中学校）教室）（於：区立第十中学校）教室）（於：区立第十中学校）

●親会（主催：区商連●親会（主催：区商連●親会（主催：区商連●親会（主催：区商連）「社会貢献活動（逸品ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ発表）」）「社会貢献活動（逸品ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ発表）」）「社会貢献活動（逸品ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ発表）」）「社会貢献活動（逸品ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ発表）」

●親会「新入会員特別研修会＆交流会」●親会「新入会員特別研修会＆交流会」●親会「新入会員特別研修会＆交流会」●親会「新入会員特別研修会＆交流会」
●親会「社会貢献活動（２･１６確定申告・駅頭PR活動）」「e-Tax講習会」　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「社会貢献活動（２･１６確定申告・駅頭PR活動）」「e-Tax講習会」　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「社会貢献活動（２･１６確定申告・駅頭PR活動）」「e-Tax講習会」　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」●親会「社会貢献活動（２･１６確定申告・駅頭PR活動）」「e-Tax講習会」　　　　　　　　　　◎「パソコン教室・まなびじゅく」


