平成28年度事業報告
委員会名

開催日

総 務

28.04.06

役員会

平成28年度事業計画、予算案の検討

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか8名

28.04.13

27年度会計監査

収支決算書、領収書確認、照合

三島田方法人会事務所

井村部会長、和田監事、事務局

28.04.13

第1回理事会

平成28年度事業計画、予算案の審議

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか20名

28.04.18

27年度会計監査

収支決算書、領収書確認、照合

三島田方法人会事務所

梶山監事、事務局

28.05.06

合同定時総会打合せ

会場、料理、設備等確認

ブケ東海三島

井村部会長、古屋女性部会長ほか
2名 事務局2名

28.05.11

第2回理事会

議案審議、第4回定時総会資料確認

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか17名

28.05.20

青年部会、ＯＢ会・女性部会合同
第3回定時総会

平成27年度事業報告並びに収支決算報告、平成28年度事業計
画並びに収支予算の件

ブケ東海三島

井村部会長ほか24名

28.06.08

第3回理事会

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか19名

28.07.13

第4回理事会

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか21名

28.08.10

第5回理事会

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか21名

28.08.25

三島税務署表敬訪問

自社紹介、青年部活動状況、地域経済動向

三島税務署２階署長室

井村部会長ほか6名 事務局1名

28.09.14

第6回理事会

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか23名

28.10.12

第7回理事会

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか18名

28.11.09

第8回理事会（移動）

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

みんなのハワイアンズ

井村部会長ほか20名

28.12.14

第9回理事会（移動）

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

ホテルサンバレー富士見

井村部会長ほか20名

29.01.11

第10回理事会

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

三島商工会議所3階会議室

井村部会長ほか20名

29.01.25

総務委員会

平成28年度歓送迎会の準備について

三島田方法人会事務所

菊地副部会長、望月委員長、西島さんの3名

29.02.08

第11回理事会(移動）

会員拡大事業、議案審議、各委員会報告

蔵屋鳴沢

井村部会長ほか19名

29.03.08

第12回理事会

会員拡大事業、新役員候補の審議、審査

三島商工会議所4階会議室B

三村部会長ほか20名

29.03.13

総務委員会

平成28年度歓送迎会の準備（内容、役割分担
等）について

三島田方法人会事務所

菊地副部会長、望月委員長、西島、佐藤さん
の4名

29.03.31

歓送迎会

新入会員・卒業生の歓送迎会

おんふらんす

青年部会37名ほか総勢53名

29.02.08

第１回広報拡大委員会

「はばたけ未来人」〈増刊号）発刊について

三島田方法人会事務所

杉澤委員長

28.04.26

第１回研修委員会

今年度研修委員会事業スケジュール確認
全国青年の集い「旭川大会」及び研修旅行

三島田方法人会事務所

渡邉副部会長、兼子委員長ほか７
名

28.05.31

第2回研修委員会

三島商工会議所４階会議室Ｃ

渡邉副部会長、兼子委員長ほか５
名

28.06.28

第3回研修委員会

三島田方法人会事務所

渡邉副部会長、兼子委員長ほか ６
名

28.08.30

第4回研修委員会

三島田方法人会事務所

渡邉副部会長、兼子委員長ほか ５
名

連絡協議会、租税教室プレゼン、部会長サミットほか

旭川グランドホテルほか

井村部会長ほか２１名参加

広報拡大
研

修

事業・会議

28.09.08～11 全国青年の集い旭川大会

議題・内容

全国青年の集い「旭川大会」及び研修旅行
全国青年の集い「旭川大会」及び研修旅行
全国青年の集い、税務研修会、東部5署

会

場

出 席 者

28.09.26

第5回研修委員会

税務研修会、環富士山交流会、東部5署

三島田方法人会事務所

渡邉副部会長、兼子委員長ほか ４
名

28.10.25

第２回ＯＢ会合同税務研修会

法人税に関する誤りやすい主な事例
講師 三島税務署一統括 浅井 敦彦様

三島商工会議所４階会議室Ｄ

税務研修会３０名参加

28.10.31

第6回研修委員会

東部5署管内情報交換会、環富士山交流会

三島田方法人会事務所

渡邉副部会長、兼子委員長ほか ７
名

28.11.12

環富士山交流会

富士山を囲む法人会青年部の情報交換会

びゅーお、沼津深海水族館、サン
セットクルーズと船上懇親会

井村部会長ほか１２名参加

28.11.21

第7回研修委員会

東部5署管内情報交換会

三島田方法人会事務所

渡邉副部会長、兼子委員長ほか ８
名

28.12.26

第8回研修委員会

東部5署管内情報交換会

三島田方法人会事務所

井村部会長、渡邉副部会長、兼子
委員長ほか ５名

29.01.31

第9回研修委員会

東部5署管内情報交換会

サンバレー富士見

井村部会長、渡邉副部会長、兼子
委員長ほか７名

29.02.17

東部五署管内情報交換会

青年部会活動状況、活動方針、運営上の問題点等討議

サンバレー富士見

東部５法人会より総勢53名参加

会員親睦

28.05.27

第１回会員親睦委員会

第1回会員相互情報交換会（ソフトボール大会）
第２回会員相互条項交換会（家族会）の検討

串特急伊豆長岡店（高野コミュニティー）

鈴木副部会長、神田委員長ほか１
０名

28.07.06

第１回会員相互情報交換会

チャリティーソフトボール大会、懇親会

天城ドーム、百笑の湯

ソフトボール3チーム29名
懇親会32名参加

28.09.22

第２回会員相互情報交換会

鳴沢氷穴、西湖いやしの里根場ほか

鳴沢氷穴、西湖いやしの里根場、山麓園（ろば
た串焼き）ほか

参加者46名（大人33名子供13名）

28.09.28

第２回会員親睦委員会

第3回会員相互情報交換会の検討

串特急伊豆長岡店（高野コミュニティー）

鈴木副部会長、神田委員長ほか６
名

28.11.07

４団体親睦ボーリング大会

４団体親睦ボーリング大会（幹事青色申告会）

ジョイランドボウルみしま

参加者１５名

28.12.14

第３回会員相互情報交換会

チャリティーゴルフコンペ&忘年会

大仁カントリー、富士見ハイツ

チャリティーゴルフコンペ１８名参加
親会４７名参加

29.03.30

「きららか」へのチャリティー記念植樹

ソフトボール大会、ゴルフコンペ＆忘年会でのチャリティー募金
で「きららか」への植樹を行う 昨年からの継続事業活動

児童発達支援センターきららか

井村部会長、鈴木副部会長、事務局2名

第１回地域交流・租税教育委員会

今期、年間予定行事と行事内容確認

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか5名

28.04.18

キャリア教育打合せ

伊豆総合高校との第１回打合せ（商品開発）

伊豆総合高校 太田教頭、商業科
主任佐藤、商品開発担当天野

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、伊丹副
委員長

28.04.25

キャリア教育打合せ

伊豆総合高校との第２回打合せ（商品開発）

商業科主任佐藤、商品開発担当天
三田筆頭、平野委員長
野

28.05.19

第２回地域交流・租税教育委員会

本年度の活動方針、租税教室、キャリ教育

三島商工会議所3階会議室

28.05.23

キャリア教育打合せ

伊豆総合高校との第３回打合せ（商品開発）

商業科主任佐藤、商品開発担当天 井村部会長、三田筆頭、平野委員
野
長、伊丹副委員長

28.05.31

第３回地域交流・租税教育委員会

租税教室開催希望校の提出、講師の依頼
キャリア教育における商品開発について

三島商工会議所4階会議室Ｃ

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか6名

28.06.20

キャリア教育打合せ

商品開発担当講師と高校側との打合せ
授業内容について学校側との意見交換

有馬校長、松井副校長、商業科主
任佐藤、商品開発担当天野

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、伊丹副
委員長、川村結里子

28.07.05

第4回地域交流・租税教育委員会

伊豆総合高校におけるキャリア教育について
商品開発の講義事前練習

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか6名

28.07.08

租税教室打合せ

函南東小学校実施に向けた最終打合せ

函南東小学校担当窓口斉藤先生

井村部会長、三田筆頭、平野委員
長

28.07.13

キャリア教育実施

伊豆総合高校で授業（商品開発）実施
12名受講

有馬校長、松井副校長、商業科主
任佐藤、商品開発担当天野

廣田会長、土屋、荻野副委員長
井村部会長ほか青年部9名

28.07.19

函南東小学校租税教室（28年度第1回目）

函南東小学校6年生135名〈４クラス）を対象に２ 函南東小学校 石井校長、斉藤、廣
クラス合同を２時限実施 講師伊丹雅人
田先生ほか参観

廣田会長、井村部会長、三田筆頭、平野委員
長、伊丹副委員長

28.08.08

キャリア教育打合せ

伊豆総合高校との第５回打合せ（商品開発）

商品開発担当天野先生

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、伊丹副
委員長、川村結里子

28.08.12

第5回地域交流・租税教育委員会

租税教室開催校、キャリア教育今後の活動

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか5名

28.09.05

キャリア教育打合せ

伊豆総合高校との第６回打合せ（商品開発）

商品開発担当天野、商業科主任佐
藤先生

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、川村結
里子

28.09.05

第６回地域交流・租税教育委員会

租税教室のあり方、キャリア教育商品開発

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか3名

28.09.06

租税教室講師養成講座

小学校での租税教室の進め方

三島税務署

三田筆頭、平野委員長、伊丹副委員長

28.09.21

キャリア教育授業への参加

伊豆総合高校との第７回打合せ（商品開発）

商品開発担当天野先生

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、川村結
里子

28.10.07

第7回地域交流・租税教育委員会

租税教室開催、キャリア教育について

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか4名

28.10.17

キャリア教育授業への参加

商品コンセプトについて検討、打合せ 第８回

商品開発担当天野、商業科主任佐
藤先生

井村部会長、三田筆頭、平野委員長

28.10.23

地域貢献事業（修善寺駅前清掃活動）

伊豆総合高校生徒会との合同清掃

修善寺駅北口周辺

井村部会長ほか17名参加、親会役員2名、 女
性部会4名参加

28.10.27～28

租税教室講師説明会

租税教室を担当する講師を対象にした研修会

三島商工会議所会議室

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか13名
参加

28.11.04

第8回地域交流・租税教育委員会

キャリア教育実施に向けた事前準備

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか6名

28.11.09

キャリア教育実施

ビジネス基礎コース選択2年生を対象に実施 給
伊豆総合高校５，６時限目
与明細、会社経営シュミレーション

28.11.14

キャリア教育授業への参加

商品企画プレゼンに向けての打合せ 第９回

商品開発担当天野、商業科主任佐
藤先生

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、川村結
里子さんの4名参加

28.12.02

第9回地域交流・租税教育委員会

向山小学校での租税教室開催、キャリア教育について

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか４名

28.12.12

キャリア教育実施

地元特産素材による商品企画プレゼン

商品開発担当天野先生

廣田会長、土屋副会長、井村、三田、平野、望
月、古川さん 事務局２名参加

28.12.20

第10回地域交流・租税教育委員会

租税教室、キャリア教育、全国大会に向けた今後の展開、方針
について

三島田方法人会事務所

三田筆頭、平野委員長、望月、伊丹副委員長
ほか４名

地域交流 28.04.01

懇

廣田会長、井村部会長、三田筆頭、平野委員
長、伊丹副委員長

井村部会長、三田筆頭、平野委員長ほか7名
事務局2名、親会、ＯＢ会より2名参加

支部会

県

連

東海法連

29.01.18

第11回地域交流・租税教育委員会

租税教室実施状況、キャリア教育商品化に向けた今後の展開

三島田方法人会事務所

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、望月、
伊丹副委員長ほか２名

29.02.08

キャリア教育実施

塩崎敬子デザイン事務所の塩崎さんを講師にパッケージデザイ
ン、ターゲット、コンセプト等について講義を行う

商品開発担当天野先生

井村部会長、三田、平野ほか3名、廣田会長、
荻野副会長、事務局1名参加

29.03.03

租税教室報告会

租税教室の映像放映、活動状況、活動報告、来
パッパトリア
年度への課題検討、情報交換

井村部会長、三田、平野ほか20名、事務局1名
参加

29.03.09

キャリア教育実施

商品開発した試作品の講評、法人会からのアドバイス

商品開発担当天野先生、有馬校長

井村部会長、三田筆頭、平野委員長、川村結
里子、事務局1名参加

29.03.12

地域貢献活動（修善寺大掃除）

伊豆総合高校生徒会との合同清掃

修善寺駅北口周辺

井村部会長,平野委員長ほか7名、事務局1名
参加

28.07.29

三島地区5支部合同支部会

28年度租税教室、各行事への参加要請

おんふらんす

伊丹、塩川、室伏の各支部長ほか
14名参加

28.09.17

伊豆支部支部会

28年度租税教室、会員拡大推進

やまもと

金刺支部長ほか7名参加

28.09.28

大仁支部支部会

28年度租税教室、会員拡大推進

大仁商工会議所

矢本支部長ほか3名参加

28.10.19

韮山支部支部会

28年度租税教室、会員拡大推進

牛成

加藤支部長ほか6名参加

28.12.07

向山小学校租税教室（28年度2
校目）

函南東小学校6年生116名〈3クラス）を対象に２
時限実施
講師 永田 裕二

中村教頭、学年担当教師4名参観

井村部会長ほか8名参加

29.01.10

中郷小学校租税教室（28年度3
校目））

中郷小学校6年生70名（2クラス合同）を対象に１
校長、学年担任教師2名参観
時限実施 講師 鈴木 信哉

井村部会長ほか5名参加

29.01.11

三島東小学校租税教室(28年度 三島東小学校6年生70名(2クラス）を対象に2時
校長、学年担任教師2名参観
4校目）
限実施
講師 土屋 利絵

井村部会長ほか3名参加

29.01.12

大仁北小学校租税教室（28年度 大仁北小学校6年生50名(2クラス）を対象に1時
学年担当教師2名参観
5校目）
限実施
講師 神田 優治

土屋副会長、三田筆頭ほか5名参加

29.01.13

熊坂小学校租税教室（28年度6
校目

三田筆頭ほか4名参加

29.01.17

函南西小学校租税教室（28年度 函南西小学校6年生87名〈3クラス）を対象に2時
校長、教頭、担当教師3名参観
7校目）
限実施
講師 望月 健太朗

井村部会長ほか4名参加

29.01.17

三島北小学校租税教室（28年度 三島北小学校6年生126名（4クラス）を対象に1
8校目）
時限実施
講師 冨川 恭平

平井副会長、井村部会長ほか4名参加

29.01.17

韮山南小学校租税教室（28年度 韮山南小学校6年生50名（2クラス）を対象に1時
学年担当教師2名参観
9校目）
限実施
講師 内田 成彦

三田筆頭、加藤支部長ほか3名参加

29.01.19

三島坂小学校租税教室（28年度 三島坂小学校6年生15名（1クラス）を対象に1時
学年担当教師1名、父母10名参観
10校目）
限実施
講師 平野 英昭

三田筆頭、平野委員長、事務局鈴木3名参加

29.01.20

大仁小学校租税教室（28年度11 大仁小学校6年生94名（3クラス）を対象に１時限
飯田教頭、学年担当教師ほか4名
校目）
実施
講師 土屋 昭

土屋副会長、土屋雄三支部長、井村部会長、
三田筆頭ほか7名参加

29.01.27

長岡南小学校租税教室（28年度 長岡南小学校6年生99人（3クラス）を対象に1時
12校目）
限実施
講師 西島 常祥

校長、学年主任、担当教師等6名参観

三田筆頭、平野委員長、菊地、鈴木副部会長
ほか4名参加

29.01.28

伊豆支部支部会（第2回）

租税教室、会員増強、支部役員の改選

やまもと

金刺支部長、三田筆頭ほか10名参加

29.01.28

三島西部支部会

次年度役員改選、会員拡大ほか

パッパトリア

塩川支部長ほか5名参加

29.02.02

三島西小学校租税教室（28年度
13校目）

内田校長、6年担当田代主任の2名参観

荻野副会長、石渡監事、浅井１統括、古屋女
性部会長、井村部会長ほか8名の青年部員

29.03.07

三島東部支部支部会

来年度支部長選出、会員拡大

三十飛

井村部会長、平野委員長、土屋賢太郎、佐藤
和博、矢岸 泰男さんの5名

28.04.28

青連協第１回常任理事会

青年部会常任理事会（定時総会準備ほか）

ホテルシティオ静岡

井村部会長1名

28.06.01

青連協第4回定時総会

第４回青年部会定時総会（事業、決算報告）

静岡グランドホテル中島屋

青年部2名、女性部会3名、荻野、
平井副会長、 事務局2名

28.07.22

青連協第2回常任理事会

情報交換会、全国青年の集い、高知大会租税
教育活動発表について

ホテルシティオ静岡

井村部会長1名

28.08.29

青連協第26回情報交換会

情報交換会（税の使い道、新しい租税教育活動の構築ほか）

グランディエール・ブケトーカイ

井村部会長ほか青年部4名、事務局1名

28.06.24

東海法連青連協常任理事会

東海法連青年部会連絡協議会「定時総会及び情報交換会」

ホテルキャッスルプラザ（名古屋）

井村部会長、平野委員長2名

熊坂小学校6年生19名〔1クラス）を対象に1時限
学年担当教師1名参観
実施
講師 山田 勇

三島西小学校6年1組31人を対象に1時限実施
講師 川名 正洋

校長、教頭、担当教師4名参観

