
開催日 事　業　名 事　業　内　容 会　　場
参加
者数

４月～3月 決算法人説明会 正しい決算と申告、税法、申告手続き等 練馬産業会館 中止

４.7.10.1月 新設法人説明会 起業法人経営者への税法、申告手続き等 練馬産業会館 中止

11月13日 源泉教室（源） 年末調整ＤＶＤ上映会 区民・産業プラザ 37

9月9日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 北町西小学校 68

9月12日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 豊玉東小学校 50

9月15日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 南が丘小学校 72

9月24日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 中村西小学校 69

10月12日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 高松小学校 115

12月2日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 旭町小学校 42

12月12日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 泉新小学校 103

12月19日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 春日小学校 51

1月9日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 豊玉第二小学校 38

1月14日 租税教室支援（青） 小学6年生への租税教育支援 開進第四小学校 88

【納税意識の高揚を目的とする事業】＜公益：公1－2＞

4月～3月 税の相談室 四方税理士による税の疑問等の解決・指導（1回/2ケ月） 事務局会議室 5

10月18日 練馬まつり 税金＆健康クイズ ─ 中止

11月18日 税を考える週間区民の集い 講演会(岩渕税務署長講演)、税金クイズ 練馬産業会館 43

12月 税の作文コンクール 法人会長賞：土田さん　中学校3年 ─ ─

1月26日 税に関する絵はがきコンクール 選考会・表彰上申（税務署長賞：福嶋さん小6年） 練馬産業会館 338

7月1日 広報誌発行 第166号夏号（4,100部） 法人会事務局 ─

10月5日 広報誌発行 第167号秋号（4,100部） 法人会事務局 ─

12月21日 広報誌発行 第168号冬号（4,100部） 法人会事務局 ─

3月26日 広報誌発行 第169号春号（4,100部） 法人会事務局 ─

1月13日 確定申告広報活動 広報活動（マスク550部） 練馬東税務署 15

1月26日 税に関する絵はがきコンクール 選考会・表彰上申（署長賞：福嶋さん） ココネリ研修室1 13

2月10日 税に関する絵はがきコンクール 練馬区教育長賞贈呈 豊玉東小学校 2

2月12日 税に関する絵はがきコンクール
練馬都税事務所長賞贈呈、女性部会長賞
贈呈、青年部会長賞贈呈

高松小学校 4

2月12日 税に関する絵はがきコンクール
練馬東税務署長賞贈呈、練馬区長賞贈
呈、法人会長賞贈呈

仲町小学校 3

〈部会事業〉

〈部会事業〉
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【税知識の普及を目的とする事業】＜公益：公1－1＞

《本部事業》

《本部事業》



開催日 事　業　名 事　業　内　容 会　　場
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【税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業】＜公益：公1‐3＞

10月8日 法人会全国大会（岩手大会） 令和3年度税制改正に関する提言 盛岡市民文化ホール 中止

11月18日 区への税制改正要望 令和3年度税制改正に関する提言 練馬区役所 4

11月18日 国会議員への税制改正要望 令和3年度税制改正に関する提言 議員事務所 3

11月6日 全国青年の集い（青） ─ 松江市総合体育館 中止

11月25日 女性フォーラム愛媛大会（女） 「夏井いつきの句会ライブ」講師：夏井いつき 氏 アイテムえひめ 中止

8月26日 東法連青連協全体連絡会議 租税教育活動事例発表、大型保障制度など ハイアットリージェンシー東京 0

8月27日 女性部会全体連絡会議 税に関する絵はがきコンクール」結果発表、講演会 東京ドームホテル 0

【地域企業の健全な発展に資する事業】＜公益：公2＞

4月 セミナーオンデマンドサービス 経営、経済等インターネットセミナー 東法連 ─

8/19～11/4 初級簿記研修会 日商簿記3級能力取得（全12回） 練馬産業会館 127

2月4日 法人会講演会 「夢は必ずかなう」舞の海秀平 氏 練馬文化センター 中止

【地域社会への貢献を目的とする事業】＜公益：公3＞

5月28日 被害者支援都民センター賛同 賛助会員賛同金3万円 (公社)被害者支援都民センター ─

通年 収集ボランティア活動 使用済み切手延97.0㎏ ジョイセフ ─

1月11日 区成人の日の集い協賛 ジョイポリスパスポート券6組 練馬文化センター・南町小学校 ─

3月17日 防犯ハンドブック寄贈 小学生対象「こんなときどうしよう」 管内小学校 ─

10月2日 環境問題研修会（女） カットクロスで作るクリスマスリース飾り講習会 ココネリ研修室1 25

【会員の交流・福利厚生に資するための事業】＜共益：他1＞

5月28日 法人会ゴルフ大会 会員の交流・親睦 平成倶楽部鉢形城コース 中止

6月9日 総会交流会 会員の交流・親睦 Hカデンツァ 中止

11月16日 納税表彰式 納税功労者の表彰 練馬東税務署 8

1月14日 賀詞交歓会 会員交流・親睦、公益社団法人祝意 ホテルカデンツァ光ヶ丘 中止

4月～3月 法律相談 顧問弁護士による健全な企業経営等支援 顧問弁護士 1

【公益事業等を補完するための事業】＜共益：収1＞

9月8・9・11・12日 健康診断 会員の健康増進（4日間） 産業会館・ｶﾃﾞﾝﾂｧ 253
3月・2・3・6日 健康診断 会員の健康増進（3日間） 産業会館・ｶﾃﾞﾝﾂｧ 173

4月～3月 優申会事務 会事業・活動支援、事務処理 法人会事務局 ─

《本部事業》
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開催日 事　業　名 事　業　内　容 会　　場
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【総会等会議】＜公益・共益：公1、他1、法人会計＞

4月23日 ＃1正副会長会議 第1回理事会について 法人会事務局 8

6月9日 ＃2正副会長会議 第9回通常総会進行確認 Ｈカデンツァ 8

6月9日 第9回社員総会 令和元年度収支決算承認・事業報告 Ｈカデンツァ 33

7月17日 ＃3正副会長会議 当面の事業概要について 法人会事務局 8

10月27日 ＃4正副会長会議 当面の事業概要について 勇の里 8

12月7日 ＃5正副会長会議 理事会提案書 練馬産業会館 8

1月13日 ＃6正副会長会議 当面の事業概要について 書面決議 8

3月4日 ＃7正副会長会議 令和2年度事業総括、令和3年度事業概要 練馬産業会館 8

6月26日 ＃1常任理事会 令和2年度業計指針、支部事業・予算書の概要等 練馬産業会館 中止

10月28日 ＃2常任理事会 令和2年度上半期事業、会員増強委推進活動状況 練馬産業会館 中止

4月23日 ＃1理事会 令和2年事業報告、決算書及び総会運営 練馬産業会館 52

9月8日 ＃2理事会 会員増強活動等当面の事業 Ｈカデンツァ 33

12月7日 ＃3理事会 年度後半事業の進め方 決議の省略 52

3月16日 ＃4理事会 令和2年度事業計画・収支予算書ほか Ｈカデンツァ

4月16日
総務委員会
ｅ-Ｔａｘ推進協議会

通常総会上程議案、 ｅ-Ｔａｘ年度推進目標と推進策 法人会事務局 中止

11月25日
総務委員会
ｅ-Ｔａｘ推進協議会

令和2年度上半期収支、ｅ-Ｔａｘの現状・利用促進 練馬産業会館 6

3月9日
総務委員会
ｅ-Ｔａｘ推進協議会

理事会上程議案、ｅ-Ｔａｘの現状・利用促進 法人会事務局 中止

5月13日 ＃1税制委員会 平成令和3年度税制改正要望(案) 法人会事務局 5

11月18日 ＃2税制研修委員会 税を考える週間区民の集い、令和3年度税制改正要望について 練馬産業会館 10

2月4日 ＃3税制研修委員会 令和2年度事業総括、令和3年度事業概要 練馬文化センター 中止

12月7日 ＃1厚生委員会 令和2年度親睦ハイキング概要 法人会事務局 中止

6月16日 ＃1広報委員会 第166号夏号編集校正、第167号秋号企画 法人会事務局 7

9月15日 ＃2広報委員会 第167秋号編集校正、第168冬号企画 ココネリ研修室3 12

11月26日 ＃3広報委員会 第168号冬号編集校正、第169号春号企画 練馬産業会館 11

2月25日 ＃4広報委員会
第169号冬号編集校正、第170号春号企画
令和2年度広報事業概要

練馬産業会館 11

3月10日 ＃2社会貢献委員会 令和2年度事業総括、令和3年度事業概要 練馬産業会館 12

10月16日 3支部役員会 令和2年度事業計画について 宮ぎ 6

2月1日 5支部役員会 今年度・次年度事業について 給食センター富貴 6

3月1～5日 5支部役員会文書打合せ 令和3年度事業案について 各副地区長 38

10月12日 2支部豊玉第1・3地区合同役員会 会員増強活動について 和歌里 10

10月28日 4支部北町西地区役員会 今後の事業について 北町地域集会所 9

11月10日 3支部氷川台地区役員会 今後の事業について 惣八鮨 6

11月24日 4支部錦北町東地区役員会 会員増強活動について 春日 6

3月17日 2支部豊玉第3地区役員会 会員増強活動反省会 和歌里 5

3月19日 2支部豊玉第1地区役員会 会員増強活動反省会 和歌里 3

7月3日 正副部会長会議（青） 令和2年度事業について 法人会事務局 5

7月27日 正副部会長会議（源） 源泉教室等の事業について ココネリ研修室 5

7月29日 正副部会長会議（女） 令和2年度事業について ココネリ研修室 6
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