
平成28年　　４月　４月 14(木） 第１回委員長・部会長会議 事務局 18:00 13(水) 産業ﾌｪｽﾀ2016実行委員会・部会 産業プラザ 18:00 4(月) 役員会 事務局 14：00 8(金) 第1回役員会 　　　 事務局 16：00

21(火) 正副会長会議 事務局 13:00 18(月) 税務研修会・活動報告会 玉川区民会館   18:00 14(木) 全国女性フォーラム（福島大会） ビッグパレット福島 14：00 22(金) 第2回役員会 　　 玉川税務署 13：30
21(木） 第1回会館建設実行委員会 事務局 14：00 20（水） 役員会 玉川区民会館   10：00 22(金) 活動報告会 玉川税務署 14：00
21(火) 第１回理事会 玉川税務署 15:00 20（水） 活動報告会・税務研修会 玉川区民会館   13：30 22(金) 第1回研修会　　　 玉川税務署 15：00

　５月 17（火） 東法連青連協定時連絡協議会 東京ドームホテル 16:00 11(水） 役員会 玉川区民会館   11：00
20（金） 産業ﾌｪｽﾀ2016実行委員会・部会 産業プラザ 18:00 11(水） 班長会 玉川区民会館   12:00

９(月) 絵はがきコンクールＷＧ 事務局 13：30

　６月 7（火） 第6回通常総会 駒澤大学記念講堂 17:30 5（日） わんぱく相撲世田谷区大会 大蔵総合運動場 9：00 2(木） 健康増進研修会 玉川町会会館　 14：00 10(金) 第3回役員会 　　 玉川税務署 14：30
7（火） 会員懇親会 駒澤大学迎賓館 18:45 15（水） 産業ﾌｪｽﾀ2016実行委員会・部会 産業プラザ 18:00 30(木） 健康増進研修会 玉川町会会館 14:00 10(金) 第2回研修会 玉川税務署 15：00

未定 和太鼓コンサート実行委員会 玉川区民会館   18：30
　7月 12（火） 第2回委員長・部会長会議 事務局 18:00 未定 全体会議 玉川周辺 18：30 未定 役員会 事務局 11：00

19（火） 正副会長会議 玉川区民会館 13:30 未定 SKT連絡会議 未定 19:00 未定 幹事会 玉川税務署 13：30
19（火） 第1回常任理事会 玉川区民会館 14:30 20（水） 産業ﾌｪｽﾀ2016実行委員会・部会 産業プラザ 18:00
19（火） 第2回理事会 玉川区民会館 15:30 未定 和太鼓コンサート実行委員会 玉川区民会館   18：30

19（火） 署新任幹部との名刺交換会　　 玉川区民会館 18:00
　８月 未定 納涼家族会 未定 17：00 19(金） 第4回役員会 玉川税務署 14：30

未定 全体会議 鎌田周辺 19：00
22(月) 産業ﾌｪｽﾀ2015実行委員会・部会 産業プラザ 18:00

　９月 8（木） 第3回委員長・部会長会議 事務局 18：00 12（月） 産業ﾌｪｽﾀ2016実行委員会・部会 産業プラザ 18:00 未定 役員会 事務局 未定 15(木) 企業訪問見学会 未定 8：00
13（火） 正副会長会議 事務局 14：00 8日9日 全国青年の集い旭川大会 旭川 9:00 未定 絵はがきコンクールＷＧ 事務局 未定 15(木) 第3回研修会 車内

13（木） 第3回理事会 玉川税務署 15：00 未定 和太鼓コンサート実行委員会 玉川区民会館   18：30 未定 絵はがきコンクールＷＧ 事務局 未定

１０月 2（日） 和太鼓コンサート 玉川区民会館大ホール 16：00 未定 バス日帰り研修会　 未定 未定 28(金) 第5回役員会 玉川税務署 13：00
4（火） 全体連絡会議 未定 16：00 未定 絵はがきコンクールＷＧ 事務局 未定 28(金) 第4回研修会 玉川税務署 13：30
6（木） 産業ﾌｪｽﾀ2015実行委員会・部会 産業プラザ 18:00 　

22（土） せたがや産業フェスタ2016 世田谷区役所中庭 9：00
１１月 未定 税を考える週間講演会 駒澤大学記念講堂 18:00 未定 SKT連絡会議 未定 未定    未定　 税を考える週間講演会手伝い 未定 未定

9（水） 納税表彰式 東郷記念館 15:30 未定 全体会議 用賀周辺 19：00 30(水） 絵はがきコンクール表彰式 玉川税務署 16：00
18（金） 第4回委員長・部会長会議 事務局 18:00 11(金) キッザニア東京ｔａｘｗｅｅｋ キッザニア東京 9:00
24（木） 正副会長会議 事務局 13:00 14-18 第30回SKT連絡会 未定 18：00
24（木） 第2回常任理事会 玉川税務署 14:00 の間

１２月 24（木） 第4回理事会 玉川税務署 15:00 2日（金） 年末懇親会 未定 18:00 未定 役員会 未定 11：00
6(火) 青連協交流ゴルフコンペ 未定 未定 未定 班長会 未定 12：00
未定 正副忘年会 未定 未定

平成29年　  １月 20(金) 新春記念講演会・新年賀詞交歓会 セルリアンタワー東急ホテル 17:30 未定 全体会議 深沢周辺 18：30 27(金) 第6回役員会 玉川税務署 14：30
18(水） 第5回委員長・部会長会議 事務局 18:00 未定 新年税務研修会・意見交換会 未定 18:30 27(金) 第5回研修会 玉川税務署 15：00
26(木) 正副会長会議 事務局 14:00 未定 租税教室 管内小学校 未定
26(木) 第5回理事会 玉川税務署 15:00
26(木) 第1回役員推薦委員会 未定 18：00

　２月 未定 第2回役員推薦委員会 玉川区民会館 18：00 未定 租税教室 管内小学校 未定 未定　 ＳＫＴ連絡会 当番会（玉川） 未定

15(水) SKT連絡会議・交流会 未定 18：00 未定　 絵はがきコンクール反省会 未定 未定
未定 全体会議 奥沢周辺 18：30

　３月 16（火） 第6回委員長・部会長会議 事務局 18：00 未定 租税教室 管内小学校 未定 未定 役員会 玉川区民会館   11：00
23（木） 正副会長会議 玉川区民会館 13：00 31(金) HABATAKI第57号 未定 幹事会 玉川区民会館   13：30
23（木） 第3回役員推薦委員会 玉川区民会館 14：00 未定 全体会議 尾山台周辺 18：30
23（木） 第6回理事会 玉川区民会館 15：00

平成28度本部・部会・行事予定表
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