
第1号議案

4月2日 会計監査 事務局
4月11日 第1回常任理事会　 事務局
4月18日 第１回理事会 静岡商工会議所会館
4月25日 令和元年度青年部会総会 中島屋ホテル 106名

平成30年度決算・事業報告承認
令和元年度予算・事業計画案承認
役員改選

5月9日 第2回常任理事会 事務局
5月9日 委員長会 府中かしわで
5月16日 第2回理事会 静岡商工会議所会館
5月16日 会員ｻﾎﾟｰﾄ委員会 とんからり
5月20日 会員交流委員会 ペガサート
5月23日 会員拡大委員会 たぬき
5月24日 5月例会　 担当　研修室 ペガサート

演題　小さな会社を強くするブランドづくり 87人
講師　静岡県立大学教授　岩崎邦彦

5月24日 研修室　合同委員会 山葵
6月6日 第3回常任理事会 事務局
6月6日 委員長会 やさい亭
6月13日 第3回理事会 静岡商工会議所会館
6月13日 会員ｻﾎﾟｰﾄ委員会 なりかつ
6月19日 社会貢献委員会 ペガサート
6月20日 県連　青連協総会 中島屋ホテル
6月27日 ６月例会　　　担当会員拡大委員会 ホテルセンチュリー静岡

令和の時代もGOGO拡大　法人会参加メリット 101人

7月4日 第４回常任理事会 事務局
7月4日 委員長会 車や
7月11日 第4回理事会 静岡商工会議所会館
7月12日 広報ﾈｯﾄ委員会 ペガサート
7月18日 7月例会　　　担当　広報ネット委員会 ペガサート 75名

演題　中小企業のための本当に使える広報戦略
講師　九州ベンチャー大学代表　栢野　克己　かやの　かつみ

7月18日 広報ネット委員会 一代目
7月25日 社会貢献委員会 教育会館
8月1日 委員長会 千石
8月6日 静岡税務署長へ表敬訪問　常任理事 静岡税務署
8月7日 会員交流委員会 ふしみや
8月8日 第5回常任理事会　 事務局
8月21日 社会貢献委員会 ペガサート
8月22日 第5回理事会 静岡商工会議所会館
8月29日 8月例会　　　担当　会員交流委員会 カフェレストラン　クリーム

納涼会　参加して絆を深めよう 106人
ゲスト　あやまんJAPAN

9月4日 U45交流会 おだっ喰い
9月5日 第6回常任理事会 事務局
9月5日 委員長会 おだっ喰い
9月12日 地域渉外委員会 かまど
9月18日 租税教育プロジェクト会議 教育会館
9月19日 第6回理事会 静岡商工会議所会館
9月20日 税務署主催　租税教育講師養成講座
9月27日 会員ｻﾎﾟｰﾄ委員会 そば半
9月28日 第14回e-Tax杯PK大会　　担当　社会貢献委員会　西ヶ谷運動場 総参加

　PK大会小学３．5．6年　12チーム　　小学生67名参加 　 166人
　学年別ＰＫ大会　税金クイズ　ゲスト　ガネーシャ静岡　他　

10月3日 委員長会 それなり
10月4日 経営者研修委員会 寿し政
10月6日 親睦ゴルフコンペ 愛鷹シックスハンドレッド
10月10日 第７回常任理事会 事務局
10月17日 第７回理事会 静岡商工会議所会館
10月17日 会員ｻﾎﾟｰﾄ委員会 サンセットカフェ

令和元年度 事業報告書　
平成31年4月1日～令和２年3月31日



10月21日 県連情報交換会　県連青年部30周年 ブケトーカイ
10月24日 10月例会　　担当　経営者研修委員会　 静岡商工会議所会館 139名

演題　挑戦なくして成功なし　未来に向かってチャレンジ
講師　サッカー日本代表コーチ　斉藤俊秀

10月31日 青年部主催　租税教室講師養成講座 教育会館
10月31日 会員拡大委員会 ポナペティ
11月6日 第８回常任理事会 事務局
11月7日 委員長会 かめや
１１月7・8日 全国青年の集い　大分大会 大分市内 8名
11月14日 地域渉外委員会 躍飛
11月21日 １１月例会　  担当　　地域渉外委員会 アソシア 128名

地域活性化シンポジウムⅢ
発表　VELTEX静岡　他

11月21日 会員拡大委員会 好矢
11月27日 社会貢献委員会 三幸園
11月28日 租税教室講師研修　模擬授業 ペガサート
12月5日 第９回常任理事会 事務局
12月5日 委員長会 赤官兵衛
12月12日 会員交流委員会 ホルモンやまだ
12月14日 第９回理事会 静岡商工会議所会館
12月19日 12月例会　　担当  税務研修委員会 教育会館　無庵 86人

演題　　　不易流行　
講師　　　　静岡税務署　　五百田　生雄　署長

1月9日 第１０回常任理事会 事務局
1月9日 委員長会 静岡焼肉酒場したゴコロ
1月16日 第１０回理事会 静岡商工会議所会館
11月～1月 各学校単位の租税教育研修　計9回開催 ペガサート
12月12日 井宮北小学校 租税教室 　授業 3クラス81人
1月16日 番町小学校 租税教室 　授業 3クラス85人
1月17日 長田北小学校 租税教室 　授業 3クラス90人
1月23日 宮竹小学校 租税教室 　授業 4クラス108人
1月28日 葵小学校 租税教室 　授業 3クラス105人
1月29日 千代田東小学校 租税教室 　授業 2クラス76人

以上6校18クラス　545人の授業を受け持ち

1月23日 1月例会　　担当　会員ｻﾎﾟｰﾄ委員会 第一ホテル 95人
新春賀詞交歓会　令和だよ全員　SHOW GO
中国雑技団　常玉星　じょうぎょくせい変面ショー

1月23日 視察交流委員会 かまど
1月24日 会員拡大委員会 三笑亭本店
1月25日 地域渉外委員会 chevys steak
2月6日 第１１回常任理事会 事務局
2月6日 租税教育反省会 炙之介
2月13日 第１１回理事会 静岡商工会議所会館
2月13日 視察交流委員会 かまど
２月22.23日 2月例会　　　　　担当　視察交流委員会 白樺湖池の平ホテル泊　24人

リニア見学センター視察
白樺湖2IN1　　スキー・スノ－ボード　ワカサギ釣り体験

2月24日 視察交流委員会 とみた屋
2月27日 会務室会議 ペガサート
3月2日 臨時常任理事会 事務局
3月5日 第１２回常任理事会 三笑亭本店
3月7日 税務研修委員会 三笑亭本店
3月12日 ３月例会　　担当　会務室 クーポール会館　は延期

19名の卒業予定者　 110名の登録があった
各委員会にて卒業 委員会

3月26日 第12回理事会 静岡商工会議所会館


