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「大多喜城下＆清水渓流広場散策！
道の駅たけゆらの里」
３年ぶりとなる研修バス旅行では千葉方
面に向かいました。

初夏に続き、本年２回目のバーベキュー大会をラスカ茅ヶ崎屋上のＳｕｎｎｙＴａｂｌｅで開催
しました。

３年ぶりにチャリティーゴルフ大会を開催しました。

「犬吠埼灯台＆ウォッセ２１」
３年ぶりとなる研修バス旅行では千葉方
面に向かいました。当日は強風により、犬
吠埼灯台に上ることができず残念でした。

昨年度は青年の集い
佐賀大会はコロナ禍
の影響で、部会長の
み参加が可能でした
が、今年度は事前に
参加者全員の抗原検
査が行われ、感染に
配慮して開催をしま
した。

法 人 会 の 事 業

本年２回目のゴルフ大会を開催しました。 「三島スカイウォーク散策＆三嶋大社参
拝・韮山反射炉」
３年ぶりとなる研修バス旅行は当初、大井
川鐡道のＳＬかわね路号に乗車予定でし
たが、台風15号被災による復旧が間に合
わず、行程を急遽変更して実施しました。

「深秋の養老渓谷と亀岩の洞窟＆濃溝の
滝を巡る」
３年ぶりとなる研修バス旅行では紅葉を
見に千葉方面に行きました。晴天には恵
まれましたが、全体が色付くまであと少し
といった感じでした。

３年ぶりの開催となる「税を考える」週間協賛講
演会に金田一秀穂氏をお招きし、「世界一受けた
い、おもしろ日本語授業」と題し、講演会を開催し
ました。

第57次南極地域観測隊の調
理隊員の渡貫淳子氏をお招き
し、｢南極生活で学んだ食材と
環境を大切にすること｣～食品
ロスを出さない食事とは～と
題し、研修を行いました。

おおおか税理士事務所の大岡
百合子氏をお招きし、｢インボ
イス制度の概要と電子帳簿保
存法のポイント｣と題し、研修
を行いました。

藤沢東支部研修バス旅行

10/21金 参加人数20名

茅ヶ崎三支部合同ＢＢＱ大会 (ＳｕｎｎｙＴａｂｌｅ)

10/22土 参加人数35名

第６回チャリティーゴルフ大会
(芙蓉カントリー倶楽部)

10/25火 参加人数61名

寒川支部研修バス旅行

11/29火 参加人数13名

 藤沢西支部ゴルフ大会 
(芙蓉カントリー倶楽部)

11/15火 参加人数8名

 藤沢北東支部研修バス旅行

11/20日 参加人数21名

 女性部会研修バス旅行

11/24木 参加人数26名

 第36回法人会全国青年の集い 「沖縄大会」

11/25金 参加人数8名

「税を考える」 週間協賛講演会 (ミナパーク) 

11/7月 参加人数280名

第９回藤法レディースアカデミー第２講座
（藤沢法人会館）

12/8木 参加人数30名

税務経営セミナー （藤沢法人会館）

12/15木 参加人数40名
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