
月日 事業名内容 会場

4月3日 広報委員会　(再校正) 事務局

5日 総務委員会 事務局

9日 正副会長会議 事務局

9日 監査会 東金商工会館

9日 理事会 東金商工会館

10日 新設法人説明会 東金商工会館

13日 山武ブロック　役員会 米作

16日 税制委員会 事務局

23日 県法連　第1回総務委員会 ポートプラザちば

25日 全国女性フォーラム　富山大会 富山産業展示館

5月9日 決算法人説明会 東金商工会館

15日 県法連　第1回理事会 ポートプラザちば

17日 千葉県税理士会東金支部　総会 エストーレホテルアンドテニスクラブ

19日 厚生委員会　県外一泊研修視察 長野県　信州方面

20日 厚生委員会　県外一泊研修視察 長野県　信州方面

24日 （一社）東金青色申告会　総会 東金青色申告会

28日 篠木雄司　氏　講演会 東金文化会館

28日 第7回　定時総会 東金文化会館

28日 臨時理事会 東金文化会館

28日 理事会報告 東金文化会館

28日 交流会 エストーレホテル

30日 山武郡市納税貯蓄組合連合会　総会 東金税務署

6月4日 広報委員会　(企画) 事務局

5日 税制委員会 事務局

5日 総務委員会 事務局

6日 厚生委員会 事務局

7日 広報委員会　企業インタビュー (有)秋山加工所

7日 県法連　第1回税制委員会 ポートプラザちば

10日 山武税務懇話会　税務連絡協議会 東金税務署

11日 マナー＆電話応対講座 東金商工会館

11日 東金税務署との意見交換会 一幸

12日 女性部会　役員会 事務局

13日 研修委員会 事務局

13日 青年部会　役員会 事務局

14日 源泉部会　研修会 東金商工会館

14日 源泉部会　役員会 事務局

14日 山武郡市租税教育推進協議会総会 東金市役所

16日 親睦旅行 長野県　信州方面

17日 親睦旅行 長野県　信州方面

18日 県法連　総会・役員大会 三井ガーデンホテル千葉

19日 パソコン研修 (有)齋藤ニュースサービス

20日 e-Tax推進委員会 事務局

20日 東金第3支部　役員会 寿々木

21日 青年部会　研修会 東金市中央公民館

21日 青年部会　懇親会 みつはし

21日 山武税務懇話会　役員会 東金税務署

26日 パソコン研修 (有)齋藤ニュースサービス

27日 広報委員会　(校正) 事務局

27日 青年・女性連協理事会・合同講演会・懇親会 三井ガーデンホテル千葉

7月2日 決算法人説明会 東金商工会館

3日 県法連　第1回　事務局長会議 京成ホテルミラマーレ　千葉

3日 福利厚生制度推進会議 京成ホテルミラマーレ　千葉

4日 新設法人説明会 東金商工会館

5日 広報委員会　(再校正) 事務局

6日 東金第4支部　役員会 じゃんけん

9日 総務委員会 事務局

11日 正副会長会議 みつはし

事業内容



月日 事業名内容 会場

11日 税務署職員交代挨拶 事務局

13日 山武ブロック　役員会 米作

17日 コーチングセミナー 東金商工会館

17日 研修委員会　意見交換会 ちむにぃ

19日 ブロック長・支部長会議 東金商工会館

19日 理事会 東金商工会館

19日 合同専門委員会 東金商工会館

19日 福利厚生制度推進会議 東金商工会館

19日 交流会 東金商工会館

22日 チャリティーゴルフ視察プレー ヌーヴェルゴルフ倶楽部

23日 全法連　総務委員会 全法連会館

25日 大網白里ブロック　役員会 岩勢

29日 組織委員会 事務局

29日 東金ブロック　役員会 みつはし

8月2日 健康診断(全日本労働福祉協会) 横芝光町　健康づくりセンタープラム

5日 厚生委員会 事務局

5日 青年部会　役員会 事務局

6日 県法連　第1回組織委員会 ポートプラザちば

6日 健康診断(全日本労働福祉協会) 東金商工会館

7日 健康診断(全日本労働福祉協会) 東金商工会館

20日 広報委員会　(企画) 事務局

21日 税務連絡協議会 東金税務署

21日 税務連絡協議会　意見交換会 東金商工会館

26日 東金第2支部　役員会 ことのや

26日 県法連　第2回　事務局長会議 ポートプラザちば

28日 広報委員会　署長インタビュー 東金税務署

9月3日 理事会 東金商工会館

3日 会員増強会議 東金商工会館

3日 交流会 東金商工会館

4日 山武税務懇話会　定期総会 東金商工会館

4日 山武税務懇話会　役員会 東金商工会館

5日 厚生委員会 事務局

5日 決算法人説明会 東金商工会館

10日 東彰会　役員会 みつはし

13日 青年部会　役員会 事務局

13日 県法連　第１回広報委員会 ポートプラザちば

24日 東彰会　臨時役員会 みつはし

25日 東金第1支部　役員会 きらく

25日 県法連　全国大会　実行委員会 ポートプラザちば

26日 女性部会　署長講話 東金商工会館

26日 女性部会　絵はがきコンクール審査会 東金商工会館

27日 青年部会　研修会 東金商工会館

27日 青年部会　懇親会 みつはし

28日 東金第4支部　役員会 じゃんけん

28日 横芝光・芝山ブロック　役員会 あづま庵

10月1日 広報委員会　(校正) 事務局

1日 県法連　青年連協　第１回常任理事会 ポートプラザちば

1日 山武税務懇話会役員会兼連絡協議会 東金税務署

3日 全国大会 津市産業・スポーツセンター

3日 東金第2支部　役員会 ことのや

5日 九十九里ブロック　役員会 汐見

5日 山武第5支部　役員会 うおとも

8日 広報委員会　(再校正) 事務局

8日 チャレンジe-Tax研修会 東金税務署

11日 租税教室講師養成講座 東金税務署

11日 女性・源泉部会共催　日帰り視察旅行 都庁展望台・迎賓館赤坂離宮

11日 山武ブロック　役員会 米作

11日 芝山支部　役員会 和楽

15日 正副会長会議 田中商店

16日 女性部会　フラダンス直前練習 東金商工会館



月日 事業名内容 会場

16日 女性部会　フラダンス発表・タオル寄贈 青松苑

17日 新設法人説明会 東金商工会館

23日 金融機関との意見交換会 かくじゅう

24日 源泉部会　年末調整説明会 東金商工会館

25日 ブロック長・支部長激励訪問 役員経営会社

27日 山武第1・第2支部　合同役員会 居酒屋フジトラ

28日 広報委員会　企業インタビュー (株)土屋

28日 県法連　第2回理事会 ポートプラザちば

28日 東京国税局との連絡協議会 ポートプラザちば

28日 東京国税局との連絡協議会　懇親会 ポートプラザちば

29日 東彰会　総会 東金商工会館

30日 パソコン研修 東金商工会館

31日 県法連　第3回　事務局長会議 ポートプラザちば

11月1日 横芝光第2支部　役員会 尾州

1日 大網白里第2支部　役員会 岩勢

1日 決算法人説明会 東金商工会館

4日 東金第3支部　役員会 寿々木

6日 会員増強運動成績検討会議 東金商工会館

7日 広報委員会　(企画) 事務局

7日 税制提言活動及びAED寄贈(九十九里町) 九十九里町役場

7日 税制提言活動(山武市) 山武市役所

7日 東京国税局　納税表彰式 KKRホテル東京

7日 青年部会長ウェルカムパーティー レンブラントホテル大分

8日 全国青年の集い iichiko総合文化センター

8日 東金第4支部　役員会 一幸

10日 山武税務懇話会　街頭PR ベイシア大網白里店

10日 山武税務懇話会　街頭PR 東金サンピア

11日 納税表彰式　従事者事前説明会 東金税務署

12日 税制提言活動(東金市) 東金市役所

12日 税制提言活動（芝山町） 芝山町役場

12日 税制提言活動（横芝光町） 横芝光町役場

13日 大網白里第1支部　役員会 岩勢

14日 納税表彰式 東金商工会館

15日 山武ブロック税務座談会 米作

17日 山武税務懇話会　PR活動 東金市役所　駐車場

18日 県法連　第2回組織委員会 ポートプラザちば

19日 大網白里ブロック税務座談会 大網白里市中央公民館

19日 青年部会　租税教育活動　デモンストレーション 事務局

19日 青年部会　忘年会 笑福

20日 九十九里ブロック税務座談会 南風荘

22日 横芝光・芝山ブロック税務座談会 中国ダイニング冨士屋

25日 山武税務懇話会連絡協議会 東金税務署

26日 県法連　女性連協30周年記念大会 京成ホテル　ミラマーレ千葉

26日 東金ブロック税務座談会 東金市中央公民館

27日 税制提言活動(大網白里市) 大網白里市役所

12月4日 広報委員会　(校正) 事務局

9日 県立入検査 東金商工会館

10日 広報委員会　(再校正) 事務局

11日 e-Tax推進委員会 事務局

11日 県法連　第1回女性連協常任理事会 ポートプラザちば

13日 税制委員会 事務局

13日 大網白里第1支部　役員会 岩勢

17日 青年部会　租税教育活動 東金市立正気小学校

17日 大網白里第2支部　役員会 岩勢

19日 県法連　第4回　事務局長会議 ポートプラザちば

19日 福利厚生連絡協議会 ポートプラザちば

20日 県法連　役員懇談会 ちばぎんクラブ

25日 正副会長会議 津留八

25日 正副会長　懇親会 津留八

1月7日 東金税務署へ年始挨拶 東金税務署



月日 事業名内容 会場

7日 金融機関　会員増強御礼訪問 金融機関　６行

8日 東金商工会議所　祝賀式 東金商工会館

9日 総務委員会 事務局

9日 研修委員会 事務局

9日 青年部会　租税教育活動 山武市立成東小学校

14日 厚生委員会 事務局

15日 組織委員会 事務局

15日 源泉部会　役員会 事務局

16日 決算法人説明会 東金商工会館

17日 新設法人説明会 東金商工会館

20日 青年部会　役員会 事務局

21日 女性部会　役員会 事務局

22日 全法連　賀詞交歓会 帝国ホテル

24日 理事会 蓬莱閣

24日 合同専門委員会 蓬莱閣

24日 福利厚生制度推進会議 蓬莱閣

24日 祝賀会 蓬莱閣

27日 県法連　賀詞交歓会 三井ガーデンホテル千葉

2月3日 県法連　第1回厚生委員会 ポートプラザちば

4日 広報委員会　企業インタビュー 三栄メンテナンス(株)・空の湯

4日 東金ブロック　社会貢献活動　図書寄贈 東金市立丘山小学校

4日 東金ブロック　社会貢献活動　図書寄贈 東金市立源小学校

5日 健康診断(全日本労働福祉協会) 東金商工会館

6日 健康診断(全日本労働福祉協会) 東金商工会館

7日 健康診断(全日本労働福祉協会) 山武市　松尾ふれあい館

7日 第1回　事務局職員研修 ポートプラザちば

12日 全法連　税制セミナー ハイアットリージェンシー東京

14日 源泉部会　意見交換会 宴

17日 厚生委員会 事務局

17日 女性部会　意見交換会 プレジール

17日 社会貢献活動　防犯ホイッスル寄贈 山武市教育委員会

18日 広報委員会　(企画) 事務局

19日 社会貢献活動　防犯ホイッスル寄贈 横芝光町教育委員会

20日 社会貢献活動　防犯ホイッスル寄贈 芝山町教育委員会

21日 第2回　事務局職員研修 ポートプラザちば

22日 木樽　正明氏講演会 蓬莱閣

22日 新入会員のつどい 蓬莱閣

24日 横芝光・芝山ブロック　役員会 あづま庵

25日 全法連　総務委員会 全法連会館

25日 社会貢献活動　防犯ホイッスル寄贈 東金市教育委員会

25日 県法連　第2回税制委員会 ポートプラザちは

26日 税制委員会　税務研修会 東金商工会館

27日 社会貢献活動　防犯ホイッスル寄贈 九十九里町教育委員会

28日 社会貢献活動　防犯ホイッスル寄贈 大網白里市教育委員会

28日 大網白里ブロック　役員会 岩勢

3月3日 総務委員会 事務局

6日 山武ブロック　社会貢献活動　図書寄贈 山武市立大富小学校

6日 山武ブロック　社会貢献活動　図書寄贈 山武市立成東小学校

7日 山武ブロック　役員会 焼肉　マルゲン

9日 正副会長会議 事務局

9日 理事会 東金商工会館

10日 横芝光・芝山ブロック　社会貢献活動　ベンチ寄贈 光文化の森公園　芝生広場

12日 九十九里ブロック　社会貢献活動　ベンチ寄贈 海の駅　九十九里

13日 九十九里ブロック　役員会 まるに

14日 東金第4支部　役員会 ドンパン

25日 広報委員会　(校正) 事務局

26日 青年部会　役員会 事務局

26日 横芝光・芝山ブロック　ゴルフコンペ 山田ゴルフ倶楽部

27日 県法連　第3回理事会 三井ガーデンホテル千葉


