
公益社団法人浜松東法人会 平成 26年度事業報告 

 

 自 平成 26 年 4 月  1 日 

 至 平成 27 年 3 月 31 日 

 

平成 26 度は、4 月の消費税増税により個人消費が伸び悩み、7～9 月期の国内総生産(GDP)の実質成

長率が年換算でマイナスとなりましたが、10 月の日本銀行による追加金融緩和以降は、円安・株高

が進行し、緩やかな回復基調に入り、10～12 月期の実質成長率は 3 期ぶりにプラス成長になりまし

た。そのような中、安部首相は景気回復を優先するために、消費税の先送りを決断し、「アベノミク

ス」の信を問う形で、衆議院の解散・総選挙に踏み切りましたが、先行きに対する不可実性が高まっ

ています。 

公益社団法人浜松東法人会におきましては、税に関する活動に軸足を置きながら会員のみならず地

域事業者の自己研鑽、地域社会への貢献活動を展開するとともに、組織基盤の充実に努めました。 

 

Ⅰ．公益目的事業について 

１．税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業（公 1） 

（１）税制・税務に関する研修会・講演会・セミナー事業 

１）税制・税務に関する実務研修会 

税制・税務に関する実務研修会につきましては「法人会本来の活動」と位置づけ、浜松東税

務署のご協力を得て、新設法人説明会 2 回 14 社、決算法人説明会 6 回 281 社、改正税法説明

会 2 回 286 社、年末調整説明会 3 回 85 社、項目別税法研修会（税制関係）2 回 235 社を開催

しました。また調査部所管法人研修会1回14社を開催し、計16回 915社の参加がありました。 

２）税制・税務に関する講演会・セミナー 

講演会としては浜松東税務署長の特別講演会1回57名及び法人一統括の税制講演会1回 12

名を開催し、計 2回 69人の参加がありました。 

 

（２）税制・税務の普及広報活動 

１）広報誌「East」の発行 

当法人会では年 3 回広報誌を発行しており、平成 26 年度の発行状況は以下の通りです。又、

関係団体協賛研修会のチラシを広報誌へ差込み告知をしたり、研修会受付にて配付し、関係団

体研修会への呼びかけを積極的に行いました。 

・広報誌 91 号（春夏号） 平成 26年 5 月 9 日発行  発行部数 5,200 部 

・広報誌 92 号（秋冬号） 平成 26年 9 月 9 日発行  発行部数 5,200 部 

・広報誌 93 号（新春号） 平成 27年 1 月 7 日発行  発行部数 5,200 部 

２）「税を考える週間」広報活動 

「税を考える週間」（11 月 11 日～11 月 17 日）を中心に法人会の PR と税の啓蒙活動を行いま

した。また、税の啓発用マンガ本を広く配付し、法人会ポスターを役員へ配り会社へ掲示する

などお願いしました。 

（３）税の啓発及び租税教育事業 

１）第 8 回 子ども税金クイズフェスタの開催 

租税教育活動の主目的である、｢税の大切さ」の PR はもとより｢法人会活動」をも、広く

PR する目的で開催しております。浜松市内の各小学校、あるいは各スポーツ少年団に参加依

頼を行い、予定通り大きな規模で開催できました。 

      ・開催日  平成 26年 8 月 6日（水） 

      ・対 象  小学生 1～6 年生 

      ・場 所  浜松市教育文化会館（はまホール） 

      ・内 容  第 1部 税金教室（浜松東税務署員が税金博士に扮しクイズを出題） 

  第 2 部 おたのしみ映画会「おまえうまそうだな」上映 

      ・参加者  児童・保護者 950 名、他関係者 30 名、計 980 名 

      ・後援者  国税庁、浜松市、浜松市教育委員会、中日新聞東海本社 

報告事項 



２）支部税金クイズ大会 

ａ）第１支部天竜ブロック 税金クイズの開催 

天竜区二俣町での「天竜産業観光まつり」に協賛。物産展に「浜松東法人会」として出

店し来場者に、「税金クイズ」に挑戦してもらい、併せて「税の大切さ」と法人会活動の

PR を行いました。 

・開催日  平成 26年 11 月 3日（月・祝） 

・場 所  天竜区二俣町 クローバー通り商店街 

・内 容  「税金に関するクイズ」に参加してもらい、法人会活動の PRを行う。 

・対 象  小学生を主体とした一般来場者 

・参加者  800 名 

ｂ）第１支部北遠ブロック 税金クイズ大会の開催 

天竜区佐久間地区の産業祭「フェスタさくま」に協賛。まつりのイベントとして地元小

学生を対象に「税金クイズ大会」を開催しました。参加者には「税金」について勉強にな

ったと好評でした。 

・開催日  平成 26年 11 月 9 日（日） 

・場 所  天竜区佐久間自治センター 

・内 容  「税金」に関する○×式クイズを行い、成績上位者 10 名を表彰 

・対 象  小学生を主体とした一般来場者 

・参加者  100 名 

３）第 4 回「税に関する絵はがきコンクール」の実施 

女性部会が中心となって、浜松市内の小学生を対象に、第 4 回「税に関する絵はがきコン

クール」を実施いたしました。審査は浜松東税務署員を交え平成 27 年 1月 27 日に行いまし

た。また応募作品を平成 27 年 3 月 18 日～23日の間、遠鉄百貨店に掲示しました。 

・開催期間  平成 26年 10 月 1日～12 月 20 日 

・応募方法  直接持参、または郵送にて受付 

・応 募 数  777 枚 

・審査結果  最優秀賞 1 名、税務署長賞 1名、女性部会長賞 2名、 

優秀賞 3 名、佳作 6名 

・後 援 者  国税庁、浜松市、浜松市教育委員会 

  （４）税制改正への提言事業 

    １）税制改正要望書の関係機関への提出 

      平成27年度税制改正要望事項については、会員から税制に関する意見要望を取りまとめ、

税制委員会が中心となって作成し、一般社団法人静岡県法人会連合会、公益財団法人全国法

人会総連合に上申しました。また、公益財団法人全国法人会総連合では税制改正要望大会を

開催するとともに、決議された要望事項を有効なものとするために国レベル、県連レベル、

単位会レベルで関係機関等に対し要望活動を行いました。当法人においても浜松市をはじめ

国政に対し平成 26年 12 月 8 日に要望書提出を行ないました。 

    ２）東海税理士会浜松東支部との連絡協議会 

      浜松東税務署管内における正しい税知識の普及、納税意識の高揚並びに e-Tax の利用率向

上等を目的に、当会役員並びに東海税理士会浜松東支部役員で平成 26年 11 月 26 日に連絡協

議会を開催しました。 

    ３）全国青年の集い 

     全国の青年経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達成す

るための情報交換、意見交換並びに議論を行う全国青年の集いが平成 26 年 11 月 21 日に開催

され、当法人からも青年部会の代表が参加しました。 

４）全国女性フォーラム 

      全国の女性経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達成す

るための情報交換、意見交換並びに議論を行う全国女性フォーラムが平成 26 年 4 月 10 日に

開催され、当法人からも女性部会の代表が参加しました。 

 



２．地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業（公２） 

 （１）講座・講演会・セミナー事業 

会員をはじめ一般企業及び市民を対象として、経済・経営・地球環境問題、健康維持等をテー

マとした講座、セミナーを、専門的知識を有する講師により実施しました。 

   １）経営・経済に関する講座等 

    ａ）経理実務講座 

簿記講習会 6回 161 名、パソコン講習会 2回 79名、ビジネスマナー講座 2回 25名を開催

し、計 10回 265 名が受講しました、 

ｂ）項目別研修会 

税制以外の項目別研修会は 3 回開催し 420 名が受講しました。 

    ｃ）経済講演会 

平成 26 年 6 月と 11月、平成 27 年 2 月の 3回開催し、404 名が聴講しました。 

   ２）環境・健康・文化に関する講演会等 

      遠州鉄道に共催して健康セミナーを開催し、272 名が聴講しました。 

また、新春恒例のチャリティー講演会を公益社団法人浜松西法人会と合同にて下記の日程に

て開催しました。 

・開催日  平成 27 年 1月 20 日（火） 

・場 所  浜松市中区 アクトシティ浜松 大ホール 

・演 題  「笑顔のもとに笑顔が集まる」    

・講 師  林家 たい平 氏 

・参加者  1,228 名  

   ３）インターネットセミナー 

2,715 回の利用（アクセス）がありました。 

 

 （２）地域イベントへの協賛事業 

１）第 16回 公益社団法人浜松東法人会杯争奪 浜松キッズ U-9 8 人制サッカー大会の支援 

サッカーを通じ人間関係を学び、スポーツの楽しさ、体力強化、フェアプレー精神の涵養等

を基本としている一般財団法人静岡県サッカー協会の主旨に賛同し大会を支援しています。 

・開催日  平成 26 年 8月 30 日（土）～平成 26年 10 月 12 日（土） 

・内 容  小学 3年生を対象とした最年少の公式戦 

予選リーグ、2 次リーグ、決勝トーナメントを行い成績上位の 8 チームを表彰 

・主 催  一般財団法人 静岡県サッカー協会西部支部 

・協 賛  公益社団法人 浜松東法人会、青年部会 

・参加者  68 チーム 選手 956 名 

２）第 11回 養護児童支援陶芸教室の実施 

養護児童施設「和光寮」の子供達に、青年部会員と静岡文化芸術大学陶芸部の学生がサポ

ートし、「まねきねこ」を制作しました。作品は静岡文化芸術大学祭『碧風祭』において販売

し、福祉活動資金に充てています。 

・開催日  平成 26 年 8月 3 日（日） 

・協 力  あい工房㈱、静岡文化芸術大学陶芸部 

・参加者  39 名 

 

 （３）体験活動事業 

１）第 13回 健康ハイキングの実施 

平成 26 年度は奥大井の大自然を満喫しながら、長島ダム周辺と接阻峡を散策しました。途

中、日本で唯一のアプト式鉄道にも乗車しました。 

・開催日  平成 26 年 11 月 8 日（土） 

・場 所  長島ダム、接阻峡 

・参加者  89 名 

２）テーブルマナー講座 

     会員、一般市民を対象に、平成 26 年度はロシア料理をテーマに開催しました。食する場合

の礼儀作法、あるいは食に対する考え方等を理解することで、参加者自身の食に対する知識の



向上を図り、市民生活の向上や、地域活性化に寄与することを目的としています。 

・開催日  平成 26 年 11 月 5日（水） 

・場 所  ホテルコンコルド浜松 

・参加者  33 名 

 

 （４）地域社会への寄付・寄贈事業 

   １）地域福祉への寄付・寄贈 

    ａ）浜松市社会福祉協議会へチャリティー募金の寄付 

平成 27年 1月 20日に開催された新春チャリティー講演会の場でお寄せ頂いた善意 (合計

14 万円）を、平成 27 年 2 月 23 日に浜松市社会福祉協議会へ寄付いたしました。 

ｂ）公益財団法人結核予防会へ「使用済切手」の寄贈 

女性部会が地域社会貢献活動のひとつとして、使用済切手の回収を継続して実施しており、

平成 26 年度は各事業活動の開催ごとに、数多くの会員から持ち寄っていただいた 30Kg もの

使用済切手を、海外の医療援助や施設作りの資金に役立ててもらう為、平成 26年 7月 25 日

に公益財団法人結核予防会へ寄贈いたしました。 

 

Ⅱ．収益事業について 

３．会員のための福利厚生事業（収１） 

 （１）簡易保険団体保険料払込制度に係る集金業務 

総務省所管の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に移管された簡易保険団体保険料

払込制度に係る集金業務を当法人が行っています。団体取扱いによる割引制度が適用されること

で、地域企業に働く者の福利厚生の充実に寄与することを目的としており、当法人会は、この制

度により割り引かれた保険料6～7%のうち、4%を被保険者である会員に還付し、残額を手数料収

入としています。 

（２）会員及びその従業員の健康診断斡旋事業 

会員である経営者及びその従業員の健康管理促進のため、医療法人弘遠会「すずかけセントラル

病院」に委託し「健康測定」、「健康指導」等を含む、生活習慣病検診、人間ドック、各種がん

検診等「定期健康診断」事業を行っています。当法人会は、全会員に対し、実施日・場所等の周

知を行なっており、健診結果実績に応じた受取事務手数料を検診受診料収入として計上していま

す。平成 26 年度は、8 月 1、5、7 日及び 3 月 13,14 日の計 5 日間実施し、約 300 名にご利用いただき

ました。 

 

Ⅲ．その他の事業（相互扶助等事業）について 

４．会組織の充実を図ること及び全国各地の法人会との連携強化を図る事業、会員支援のための親

睦・交流等に関する事業（他１） 

本事業は、全国各地の法人会との連携強化及び会員支援のための親睦・交流を目的として、会員

間の情報交換や会員相互の親睦を行う他、会員のみに限定した研修会、講演会等の事業を行ってい

ます。 

 

（１）会員交流会（第24回 会員の集い） 

・開催日  平成27年2月17日（水） 

・場 所  ホテルコンコルド浜松 

・参加者  215 名 

（２）支部別新会員勧奨会議 

    ａ）第1支部 

・開催日  平成26年9月5日（金） 

・場 所  天竜 「納涼亭」 

・参加者  27 名 

    ｂ）第2支部～第6支部 

・開催日  平成26年9月8日（月） 



・場 所  ホテルクラウンパレス浜松 

・参加者  47 名 

（３）支部視察見学会   （第１支部が年1回実施） 

・開催日  平成26年7月20日（日） 

・場 所  韮山反射炉と地ビール工場見学 

・参加者  27 名 

（４）部会企業交流会    

    ａ）青年部会忘年会 

・開催日  平成26年12月2日（火） 

・場 所  濱しょう 

・参加者  25 名 

    ｂ）青年部会卒業式 

・開催日  平成27年3月18日（水） 

・場 所  凛花 

・参加者  16 名 

    ｃ）女性部会観劇会・教養講座 

・開催日  平成26年9月1日（月） 

・場 所  アクトシティ大ホール 

・参加者  28 名 

ｄ）青年部会ゴルフ会    

・開催日  平成26年4月5日（土）他 4回開催 

・場 所  浜松カントリークラブ他 

・参加者  延べ 19 名 

    ｅ）青年部会県西部地区法人会との交流会  

・開催日  平成26年10月24日（金） 

・場 所  航空自衛隊浜松基地見学 

・参加者  9 名 

    ｆ）女性部会他法人会との交流会   

・開催日  平成27年1月22日（木） 

・場 所  日本平ホテル 

・参加者  22 名 

（５）表彰事業 

一般社団法人静岡県法人会連合会では、表彰規程に基づいて法人会の基本理念を十分に理

解し、永年にわたり納税意識の高揚と税知識の普及等法人会活動、研修会等に参加され、貢献

された方々のご功績に対し、一般社団法人静岡県法人会連合会会長が表彰しております。平成

25 年度当法人会関係では、功労法人 4社、功労役職員１名に対し、11月 13 日（木）ホテルク

ラウンパレス浜松において、杉浦会長より表彰状の伝達を行いました。 

功労法人表彰者 

・荒沢㈱         代表取締役社長  荒澤 光彦 様 

・桐屋印刷㈱       代表取締役社長  郡司 貴史様 

・㈲水野鉄工       代表取締役社長  水野 浩 様 

・㈱渥美製材所      代表取締役社長  渥美 隆一郎 様 

・五常園㈲        代表取締役社長  秋山 充宏 様 

・㈱静岡メイカン     代表取締役社長  鳥居 保之 様 

・㈱アルファプロジェクト 代表取締役社長  伊達 隆昭 様 

功労役職員表彰名簿 

・高重鋼材㈱       常務取締役    髙木 美幸 様 

  （６）ビデオライブラリー事業 
     当会事務所に、教材となるビデオを備え置き、会員企業経営の活性化に貢献することを目的

として無料貸出しを実施しました。主に会員企業の会議資料、社員教育の教材、勉強会の資料

等として使用されています。 
 



＜事業関係付表＞ 

 

１．会員状況 

（１）会員増強運動 

平成 26 年度も 9 月から 12 月までの 4 ヶ月間、組織基盤強化のための会員増強運動を展開いた

しました。長期化する経済不況の影響をうけ、会社整理、清算から経費削減を理由とした退会が

相次ぐ中、「法人会活動の PR」を行なうなど、懸命に獲得運動を展開いたしましたが、会費未納

先の退会処理を行ったため、前年度比マイナスの結果になりました。今後におきましては、これ

まで以上に法人会活動を活発に展開し、当会の自己 PRに努め、早期に加入率 70％台を回復すべ

く努めてまいります。 

 

ａ）会員数及び加入率の推移  

年  月 所管法人数 会員数 加入率 

平成 22年 12 月末 7,610 社 5,216 社 68.5％ 

平成 23年 12 月末 7,576 社 5,222 社 68.9％ 

平成 24年 12 月末 7,519 社 5,225 社 69.5％ 

平成 25年 12 月末 7,502 社 5,227 社 69.7％ 

平成 26年 12 月末 7,499 社 5,015 社 66.9％ 

 

ｂ）会員異動状況  

平成 25 年 12 月末 会員数 5,227 社 

平成 26 年 入会数  189 社 

  〃 脱会数  401 社 

平成 26 年 12 月末 会員数 5,015 社 

 

    
 

ｃ）青年部会・女性部会の会員数 

年  月 青年部会 女性部会 

平成 26年 3 月末 45 人 65 人 

平成 27年 3 月末 44 人 63 人 



２．研修関係 

・税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業（公 1） 

開催日 行事名 会場 講師 ／ コース名 実績 

26. 4.11 決算法人説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 52 社

26. 6. 4 新設法人説明会 浜松東税務署 浜松東税務署 大橋上席調査官 5 社

26. 6. 9 決算法人説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 46 社

26. 6.18 改正税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 161 社

26. 6.20 税務講演会 サーラシティ浜松 浜松東税務署 東山法人一統括 17 名

26. 6.24 改正税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 125 社

26. 8.19 決算法人説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 45 社

26. 9. 1 項目別税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 桑原弘和署長 116 社

26.10. 7 項目別税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 廣瀬泉也統括官 119 社

26.10.15 決算法人説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 11 社

26.11.17 特別講演会 サーラシティ浜松 浜松東税務署 桑原弘和署長 57 名

26.11.18

～19 
年末調整説明会 浜松商工会議所 浜松東税務署 59 社

26.11.19 
名古屋国税局調査

部所管法人研修会 
静岡グランドホテル中島屋 

名古屋国税局調査部  

谷口勝司部長 他 
14 社

26.11.20 年末調整説明会 浜北文化センター 浜松東税務署 26 社

26.12. 3 新設法人説明会 浜松東税務署 浜松東税務署 大橋上席調査官 9 社

26.12.15 決算法人説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 24 社

27. 2.12 決算法人説明会 浜松市総合産業展示館 北館 浜松東税務署 大橋上席調査官 103 社

・地域の社会経済社会環境の整備改善等を図るための事業（公２） 

開催日 行事名 会場 講師 ／ コース名 実績 

26. 6.23 経済講演会 ホテルクラウンパレス浜松 静岡大学准教授 原田賢治 氏 148 名

26. 5.29 

～ 6.30 
パソコン講座 パソコンスクール A-GOOD ここだけ教えてコース 他多数 44 名

26. 6.11 

～ 6.12 
マナー講座 ホテルコンコルド浜松 総務課長 青野泰之 氏 25 名

26. 7. 2 簿記講座 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 28 名

26. 7. 8 簿記講座 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 27 名

26. 7.16 簿記講座 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 28 名

26. 7.18 簿記講座 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 25 名

26. 7.23 簿記講座 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 27 名

26. 7.28 簿記講座 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 26 名

26. 9.10 項目別税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 税理士 尾藤芳彰 氏 143 社

26. 9.17 項目別税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 社会保険労務士 村松貴通 氏 146 社

26. 9.24 項目別税法説明会 浜松市総合産業展示館 北館 教育ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大野晴己 氏 131 社

26.11. 4 

～12. 5 
パソコン講座 パソコンスクール A-GOOD ここだけ教えてコース 他多数 35 名

26.11.13 経済講演会 ホテルクラウンパレス浜松 
静岡県西部地域しんきん経済研

究所 間淵公彦 氏 
41 名



27. 1.20 
新春チャリティー

講演会 
アクトシティ浜松 大ホール 落語家 林家たい平 氏  1228名

27. 2.17 経済講演会 ホテルコンコルド浜松 
沢根スプリング㈱社長 

沢根孝佳 氏 
215 名

27. 2.24 健康セミナー えんてつホール タレント 山田邦子 氏 272 名

 

２．諸会議関係 

（１）第 2回定時総会 

・開催日  平成26年6月23日（月） 

・場 所  ホテルクラウンパレス浜松 

・内 容 

議事   第 1号議案  平成 25年度事業報告承認の件 

第 2 号議案  役員選任（案）承認の件 

報告事項 平成 25年度収支決算報告 

平成 26 年度事業計画 

平成 26 年度収支予算 

         平成 26年度業務執行理事 

平成 27 年度税制改正要望事項 

会員増強運動の表彰 

講演会  想定地震・津波と今後の防災対策について 

講師 静岡大学防災総合センター 准教授 原田 賢治 氏 

（２）理事会・委員会 

開催日 行事名 内容 会場 

26. 4. 3 税制委員会 平成 27 年度 税制要望事項 事務局 

26. 4. 8 広報委員会 広報誌 91号（春・夏）編集 事務局 

26. 4.18 広報委員会 広報誌 91号編集・校正 事務局 

26. 4.21 監査会 平成 25年度活動内容について 事務局 

26. 4.23 理事会 第 2 回 定時総会について ホテルコンコルド浜松 

26. 7.10 子どもﾌｪｽﾀ準備委員会 子どもフェスタについて 事務局 

26. 7.25 広報委員会 広報誌 92号（秋・冬）編集 事務局 

26. 8.20 広報委員会 広報誌 92号編集・校正 事務局 

26.10.29 健康ハイキング委員会 健康ハイキングについて 事務局 

26.11. 4 正副会長会 会員の集いについて 事務局 

26.11.13 理事会 会員増強運動について ホテルクラウンパレス浜松 

26.11.26 
東海税理士会との 

情報交換会 
ｅ-Ｔａｘ利用推進について ホテルクラウンパレス浜松 

26.12. 5 税制委員会 平成 28 年度 税制要望事項 幸村 

26.12.10 広報委員会 広報誌 93号（新春）編集 事務局 

26.12.17 広報委員会 広報誌 93号編集・校正 事務局 

27. 1.13 理事会 福利厚生制度推進連絡協議会 ホテルクラウンパレス浜松 

27. 2.23 正副会長会 平成 27 年度 事業委計画等 事務局 

27. 3. 4 税制委員会 平成 28 年度 税制要望事項 事務局 

27. 3.13 理事会 平成 27 年度 事業委計画等 ホテルクラウンパレス浜松 

27. 3.20 税制委員会 平成 28 年度 税制要望事項 事務局 

27. 3.25 税制委員会 平成 28 年度 税制要望事項 事務局 



（３）関係機関等の会議 

開催日 行事名 会場 参加者名 

26. 4.10 全国女性フォーラム サンポートホール高松 辻村部会長 他 

26. 4.18 県連事務局長会議 静岡市 静銀駅南支店 伊熊専務理事 

26. 4.22 県連女連協役員会 静岡市 ホテルシティオ静岡 辻村部会長 他 

26. 4.25 県連青連協役員会 静岡グランドホテル中島屋 秋山部会長 他 

26. 5. 9 県連税制・政務委員会 静岡グランドホテル中島屋 日内地税制委員長 

26. 5.16 県連総務委員会 プリヴェ静岡ステーション 山下総務委員長 

26. 5.22 県連理事会 ホテルセンチュリー静岡 杉浦会長 他 

26. 5.23 県連税制委員会 静岡グランドホテル中島屋 日内地税制委員長 

26. 5.28 青・女連協定時総会 静岡グランドホテル中島屋 各部会長 他 

26. 6.13 県連理事会 ホテルセンチュリー静岡 杉浦会長 他 

26. 6.13 県連通常総会 ホテルセンチュリー静岡 杉浦会長 他 

26. 6.27 東海法連青連協 定時総会 名古屋市ホテルキャッスルプラザ 秋山部会長 他 

26. 7. 3 県連広報委員会 静岡グランドホテル中島屋 杉山広報委員長 

26. 7. 9 県連事務局長会議 静岡市 静銀駅南支店 伊熊専務理事 

26. 7.15 県連共益事業推進委員会 プリヴェ静岡ステーション 内藤組織副委員長 

26. 7.18 女連協役員会 静岡市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙﾌﾞｹﾄｰｶｲ 辻村部会長 

26. 7.23 県連事務担当者会議 静岡市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙﾌﾞｹﾄｰｶｲ 日高事務局長 

26. 7.25 青連協役員会 ホテルシティオ静岡 秋山部会長 

26. 9.19 県連公益事業推進委員会 プリヴェ静岡ステーション 伊熊専務理事 

26. 9.26 県連厚生事業等推進委員会 静岡市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙﾌﾞｹﾄｰｶｲ 伊東厚生委員長 

26.10. 3 女連協情報交換会 静岡グランドホテル中島屋 辻村部会長 他 

26.10. 9 県連事務局長会議 静岡市 静銀駅南支店 伊熊専務理事 

26.10.16 全法連全国大会 栃木県総合文化センター 杉浦会長 他 

26.10.28 青連協情報交換会 静岡グランドホテル中島屋 秋山部会長 他 

26.11.20 

～11.21 

全法連青連協 

青年の集い －広島大会－ 
秋田県民会館 秋山部会長 他 

27. 1.16 県連事務局長会議 静岡グランドホテル中島屋 日高事務局長 

27. 1.16 県連事務担当者会議 静岡グランドホテル中島屋 事務局職員 

27. 1.29 県連運営研究会 ホテルアソシア静岡 杉浦会長 他 

27. 2. 3 県連広報委員会 プリヴェ静岡ステーション 杉山広報委員長 

27. 2.10 県連公益事業推進委員会 静岡市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙﾌﾞｹﾄｰｶｲ 日高事務局長 

27. 2.13 県連公益事業推進委員会 静岡グランドホテル中島屋 鈴木組織委員長 

27. 2.24 県連厚生事業等推進委員会 静岡市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙﾌﾞｹﾄｰｶｲ 伊東厚生委員長 

27. 2.25 女連協役員会 プリヴェ静岡ステーション 辻村部会長 

27. 2.26 青連協役員会 ホテルシティオ静岡 秋山部会長 

27. 3. 6 東海法人会連合会大会 岐阜グランドホテル 杉浦会長 他 

27. 3.12 県連税制委員セミナー 静岡市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙﾌﾞｹﾄｰｶｲ 日内地税制委員長 他

27. 3.17 県連総務委員会 プリヴェ静岡ステーション 日高事務局長 

27. 3.24 県連理事会 ホテルセンチュリー静岡 杉浦会長 他 



 

平成 26 年度事業報告 付属明細書 

 

 

平成 26 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条

第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成し

ない。 

 

平成２７年６月   

公益社団法人 浜松東法人会   


