
委員会・部会活動のご報告（11月・12月）

広 報 委 員 会

委　 員　 会
11/29　15：00～ 16：30　
機関紙　１、２月号編集会議、他
(公社 ) 神奈川法人会　研修室

総 務 委 員 会

委　 員　 会
11/21　16：00～ 17：00
来年度事業計画について　他
新横浜国際ホテル
厚 生 委 員 会

委　 員　 会
11/29　15：00～ 17：00　
ワンコインスポーツについて　他
新横浜国際ホテル
組 織 委 員 会

決 算 法 人
説 明 会

12/ ６   13：30～ 16：00　
トラック会館

新 設
法人説明会

12/ ８   13：00～ 16：30　
( 公社 ) 神奈川法人会　研修室
青 年 部 会

役　 員　 会 12/ ７   16：00～ 17：00　
大同生命保険㈱新横浜支社
女 性 部 会

役　 員　 会

11/17  14：00～ 15：00　
絵はがきコンクール、 新春の集いについて 他
12/15  13：20～ 14：30　
絵はがきコンクール、 新春の集いについて 他
神奈川税務署３階

《支部》活動報告

11/7 年末調整説明会

11/8　年末調整説明会 （神奈川区）

11/9　年末調整説明会 （神奈川区）

11/14 　年末調整説明会 （港北区）

《部会》活動報告

源泉部会

13：30 ～15：45　
於　かなっくホール
テーマ：年末調整－その年最後の
　　　   源泉徴収事務
講師：神奈川税務署法人課税第三部門
　　　堀上席国税調査官
参加人数　75 名

13：50～16：00　かなっくホール
参加人数　243名

午前の部　10：00～12：15
午後の部　13：50～16：00　かなっくホール
参加人数　321名

午前の部　10：00～12：15
午後の部　13：50～16：00　港北公会堂
参加人数　450名

城郷支部

羽沢菅田支部

11/3　城郷フェスティバル
11/16   支部研修会

12/15  絵はがきコンクール表彰式

於　城郷小学校
わたがし販売、
牛乳パック卓球
参加人数　11名

7：30～18：00
山梨方面 
（山梨県立リニア見学セン
ター  他）
参加人数　31名

17：30～19：30
於　ソシア21
テーマ：北朝鮮暴発と現下の世界情勢に
おける日本の生きる道
講師：元法務省公安調査庁勤務
　　   勝沼　雅弘氏
参加人数　34 名

16：00～17：00
於　神奈川税務署

日吉・綱島西・綱島東支部

綱島西・綱島東支部

13：30～15：00
於：川崎信用金庫綱島支店
テーマ：「IoT 技術の動向と環境
情報システム」
講師：慶應義塾大学理工学部
物理情報工学科教授　
松本　佳宣氏
参加人数　39名

横浜ポートサイド支部
反町支部

11/9　支部研修会 11/29 支部研修会
17：30 ～20：30
於：神奈川トヨタ自動車本社10F
テーマ 「税のワンポイントアドバイス」
講師：神奈川税務署　法人課税第一部門
佐藤上席国税調査官
テーマ「ＮＨＫ放送 グレートレース最難
関カナダユーコン横断 566 キロ」
講師：アドベンチャーレーサー
樺澤　秀近氏
参加人数　27名

18：30～21：00　
於　雷鳴堂ビル６階
テーマ：白い杖と限りなき前進　
講師：町田氏
テーマ：九星気学で読み解く2017年　
講師：彩世りえな氏
参加人数　20名

樽大曾根・大倉山支部

11/10　２支部合同研修会
18：00 ～21：00
於：ザ・ニューオークラ
【税制セミナー】
講師：神奈川税務署法人課税
第一部門佐藤上席国税調査官
【健康セミナー】
テーマ：先進医療について
講師：アフラック生命保険
　　   千田　健太氏
参加人数　28 名

大口西・東支部

11/15　２支部合同研修会 11/10 全国青年の集い

11/20 租税教室

18：00 ～20：00
於　神ノ木地区センター
テーマ：座ったままできる体操
講師：メガロス神奈川トレーナー
　　　柴田真知子氏
テーマ：餃子一筋 65 年
講師：寺尾屋食堂
         金井　辰巳氏
参加人数　60 名

於　高知県民ホール
記念講演
テーマ：走ることで伝える大
切な事 ～夢・出会い・絆～
講師：お笑いタレント 
間　寛平氏  
参加人数　15 名

8：30～
於　横浜税関・
　　東京税関等
税の使われ方を小学
生に知ってもらい、体
験してもらいました
参加人数　50 名

女性部会

青年部会

厚生委員会

税制委員会

（公財）全国法人会総連合が取りまとめた平成 30 年度税制改正
に関する提言に関して、当会選挙区である小此木八郎・鈴木けい
すけ両衆議院議員に提言してまいりました。

18：00～19：30
於：新横浜国際ホテル
講師：セントラルスポーツ
　　　中丸千晶氏
ピラティスとヨガを組み合わせ
たオリジナルレッスン
参加人数　43名

11/29  ワンコインスポーツ

11/20  税制委員会からのお知らせ

《本会》活動報告

（敬称略）

　平成 29 年度第 3 回神
奈川法人会ゴルフ会コンペ
は、平成 29 年12月13日
（水） 戸塚カントリークラブ
において開催されました。
　晴天に恵まれ絶好なゴル
フ日和、ゴルフを楽しみま
した。続いての懇親会では、お互いの健闘を称え、親睦
を深めた一日でした。
　以下熱戦の結果は下記のとおりです。
　神奈川法人会ゴルフ会では、会員の募集をしています。
ご希望の方は事務局までお電話ください。
【事務局】　ＴＥＬ：０４５－６３３－７６６６

氏　　名 アウト イ　ン グロス ハンデ ネット

優　勝 喜多村京子 54 51 105 29 76

準優勝 松浦 政興 41 46 87 9 78

３　位 矢﨑 愼治 54 59 113 35 78

神奈川法人会第127回親善ゴルフコンペ
12月13日（水）戸塚カントリー倶楽部

ゴルフ会だより

　神奈川法人会の活動報告（2017年11月－12月）

11/8　３支部合同バス研修会
11/28   ２支部合同研修会


