




奥沢神社
世田谷区奥沢5-22-1

九品仏川緑道
九品仏浄真寺～自由が丘南口付近

宇佐神社
世田谷区尾山台2-11-3

東急目黒線・奥沢駅より徒歩１分。 東急東横線 /大井町線 自由が丘駅より徒歩30秒。 東急大井町線・九品仏 /尾山台駅より 徒歩 15分。

等々力渓谷
等々力駅付近～等々力不動尊付近

錦湯
東京都世田谷区上野毛1-17-13

玉川髙島屋S.C.
東京都世田谷区玉川3-17-1

東急目黒線・等々力駅より徒歩2分。 東急大井町線・上野毛駅より徒歩１分。 東急田園都市線/大井町線・二子玉川駅より徒歩１分

東急目黒線奥沢駅の北、自由が丘駅
から歩いても 10 分ほどの場所にあ
る「奥沢神社」。初詣も大変なにぎわ
いをみせる神社ですが、藁で作られ
た大蛇が巻き付けられた珍しい鳥居
に注目です。その大蛇が 9 月に街を
練り歩く、江戸時代中期から続く「大
蛇お練り神事」は、世田谷区指定無
形民俗文化財に指定も。災厄除けに
いいと地元の人々に愛され続ける奥
沢神社に、ぜひ足を運んでみてはい
かがでしょうか。

「奥沢神社」
住宅街の中のオアシス

東急東横線、自由が丘駅の南側に伸
びる九品仏川緑道、通称「グリーン
ストリート」。ヨーロッパ調の石畳が
続く両脇には、おしゃれな雑貨や
ファッション店が続きます。春には
桜、初秋にはキンモクセイの香り、
冬はクリスマスツリーのデコレー
ションなど、四季を通じて見どころ
もいっぱい。お散歩の途中には、木
陰のベンチでちょっとひと休みもお
すすめ。自由が丘ならではの、のん
びりとした雰囲気を味わっていただ
けます。

「九品仏川緑道」
癒しのお散歩コース

九品仏駅から歩いて 15 分ほど、石
垣に囲まれた高台にある応神天皇を
祭った宇佐神社。起源は定かではな
いものの、江戸初期には創建されて
いたと考えられている由緒ある神社
です。きれいな境内では、立派な狛
犬がお出迎えしてくれます。近隣に
は古墳が多くあり、宇佐神社の北側
にも緑に囲まれた五世紀ごろと思わ
れる八幡塚古墳があります。お買い
物や多摩川のお散歩がてら、気を充
実させてくれるパワースポットに足
を伸ばしてみては？

「宇佐神社」
三百年もの歴史

第 4 支部の癒しのスポットは、東京
23区で唯一の渓谷、等々力渓谷です。
東急大井町線等々力駅下車徒歩 2 分
という利便性も魅力です。休日には
多くの方が散策をしています。仕事
や日常に疲れた時、ふらっと心を癒
しに来てはいかがでしょうか？横穴
古墳や等々力の地名の由来になった
不動の滝、等々力不動尊等、約 1 キ
ロ程ですが、それぞれに楽しんで見
て下さい。但し、女性のハイヒール
は止めた方が良いですよ！また、ベ
ビーカーも途中は折りたたんで通っ
た方が良い所があります。

「等々力渓谷」
住宅街の中のオアシス

東急大井町線「上野毛」駅から徒歩
３分、商業施設が並ぶ上野毛通りか
ら少し入った、住宅街の一角に、銭
湯 “錦湯” は佇んでいます。近隣の
銭湯が軒並み閉鎖していく中、銭湯
の熱くて広いお風呂を好む人達が大
切に通い続ける癒しのスポットです。
最近ではお風呂がある住宅が一般的
になったせいか、ご家族連れの姿は
あまり見かけませんが、錦湯は、い
つでも上野毛地域の人達に、昔から
変わらぬ癒しを提供してくれます。

「錦湯」
大人の癒しスポット

地域でおすすめしたい癒しのあるポ
イントは二子玉川のシンボルとも言
える「玉川髙島屋 S.C.」の屋上庭園
でございます。本館屋上「フォレス
トガーデン」には人工滝があり、南
館屋上「フォレストガーデン」には
池やカフェがございます。四季折々
の草花が植えられており、通年癒さ
れるスポットです。二子玉川の再開
発が進む中で、進化する街並みを緑
豊かな屋上庭園から眺める事が出来
ます。是非、一度訪れてみてはいか
がでしょうか。

「玉川髙島屋S.C. 屋上庭園」
四季折々の草花とともに

第１支部　青年部会支部長
安田　哲也
株式会社スカイピラーアーキテクツ
世田谷区奥沢3-29-9  bloom201
TEL. 03-5754-4402
URL. http://www.skypillar.com

第２支部　青年部会支部長
仲野　貴乃
株式会社仲住販
東京都世田谷区奥沢5-28-13
TEL. 03-3721-6543
URL. http://www.nakajyuhan.com

第３支部　青年部会支部長
中岡　正裕
野村證券株式会社　自由が丘支店
東京都目黒区自由が丘2-10-9
TEL. 03-3718-3371
URL. http://www.nomura.co.jp

第４支部　青年部会支部長
中村　匡秀
東京典礼株式会社
東京都世田谷区等々力3-9-1
TEL. 03-5760-1055
URL. http://www.tokyo-tenrei.co.jp

第 5支部　青年部会支部長
兼益　宏行
共進不動産株式会社
東京都世田谷区上野毛3-1-11
TEL. 03-5707-5441
URL. http//www.c21-kyosin.com

第 6支部　青年部会支部長
高木　謙太郎
Century21 株式会社ライフステーション
東京都世田谷区玉川2-26-3 N-2ビル ３F
TEL. 03-3709-2100
URL. http://www.century21-life.com

1
Area

2
Area

3
Area

4
Area

5
Area

6
Area

INFORMATION INFORMATION INFORMATION

ACCESS ACCESS ACCESS

INFORMATION INFORMATION INFORMATION

ACCESS ACCESS ACCESS







住所 ： 世田谷区新町2-5-15 内田ビル1F　
アクセス ： 東急田園都市線　桜新町駅から徒歩約8分
電話 ： 03-5450-0505
URL ： www.feinschmecker-saitou.com

営業時間 ： 11：00～20：00 
   ランチ 11：00～14：00（平日）
    11：00～15：00（土日祝）
定休日 ： 水曜日(※祝日の場合は、翌日の木曜が振替休日)
料理一例 ： ソーセージ盛り合わせランチ  ９９０円など

住所 ： 世田谷区尾山台3-10-9 花繁ビル2F　
アクセス ： 東急大井町線　尾山台駅から徒歩約３分
電話 ： 03-3705-6250
URL ： www.sempre-pasta.com

営業時間 ： ランチ 11：00～15：00（L.O）
   ディナー　 17：00～21：00（L.O.）
定休日 ： 火曜日 (※祝日の場合は、翌日の水曜が振替休日）
料理一例 ： ランチ（１０００円～）・ディナー（２５００円～）

住所 ： 世田谷区駒沢 5-18-7　
アクセス ： 東急田園都市線　駒沢駅から徒歩約15分
   （駒沢公園より徒歩３分）
電話 ： 03-6432-1233
URL ： osteria-c3.com
営業時間 ： ランチ 11：30～15：00（L.O.14:30）

ディナー　 17：30～24：00（L.O.23：00）
定休日 ： 水曜日
料理一例 ： パスタランチ他 1,100円（税込）

シェフおすすめディナー4,000円（税込）

住所 ： 世田谷区用賀3-15-6　
アクセス ： 東急田園都市線　用賀駅から徒歩約5分
   （豆魚万さくさんの隣）
電話 ： 03-6805-6628

営業時間 ： 11：00～20：00頃（売り切れ次第終了）
定休日 ： 火曜日
商品一例 ： 一番人気は「蜂蜜とブルーチーズ」（280円）、

「クリームパン」（160円）。
   この商品目当てで来るお客様も大勢いらっしゃいます。
   他「アップルパイ」（５００円）など常時２５～３０種を用意。

通りからちょっと奥に
入口があります。

駒沢大学駅前
R246

自由通り
駒沢大学

駒沢公園 駒沢公園
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用賀中町通り
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ローソンストア１００

駒沢
第9支部

用賀
第9支部

桜新町
第11支部

尾山台
第3支部

Osteria C3（オステリアチートレ）
肉料理メインの炭火焼が楽しめるイタリアン

「HABATAKI」を御持参の方
グラスワインを２名様まで1杯サービス（ディナータイムのみ）

2013年10月にオープン後、その味が地元でも大人気のイタリアン。お
しゃれな店内はいつもお客様の笑顔と楽しい会話でにぎわっています。
多くのお客様が注文されるのは、２ヶ月熟成された但馬牛や黒豚、アグ
ー豚などの炭火焼。「オステリアチートレ」だからいただける自慢の味で
す。シェフが惚れ込んだ仕入先から届く、本物の、本当に美味しい熟成
肉や野菜だけがテーブルを彩ります。嬉しいのはそんな本格的な味が、
とても“リーズナブル”にいただけること。コストパフォーマンスのよい本
格イタリアンをぜひお試しください。1週間先まで予約でいっぱいのラン
チタイムも、時間を外せば空席の可能性があ
るので、まずはお電話を。盛り付けも美しく、ワ
インも50種類以上をご用意して皆様のお越
しをお待ちしています！ 

ベーカリーPELTA
用賀にOPENしたばかり、雑穀の旨みたっぷりベーカリー

「HABATAKI」を御持参の方
おまけプレゼント！（内容はお任せください。2014年6月末まで）

無駄なものは入れず、厳選された食材と天然酵母で一つひとつ手作りし
ている「ベーカリーPELTA」。通常は原料に小麦粉を使いますが、ここで
は小麦粉そのものよりも高価な玄麦（げんばく：お米で言う玄米）がメイ
ン。フランス製の“石臼製粉機”を使ってこの玄麦を丁寧に3度挽きし、美
味しい部分だけを取り出すなど、粉から手作りを徹底しています。さまざ
まな種類の粉やきび、あわ、ひえ、玄米などの雑穀を絶妙に混ぜ合わせ
た生地は、他にはない素朴な風味や食感に特徴のあるパンには必要な
もの。ハード系パンが中心ですが、柔らかパンやサンドウィッチなども揃
っています。あんパン、クリームパン、カレーパ
ン、ホットドッグのソーセージ、サンドウィッチ
などの具材が全て手作りなのも、美味しく安
心して食べられるとお客様に喜ばれています。
贅沢な良質素材をたっぷり使ったPELTAの
パンを、今日は食卓に並べてみませんか。

ファインシュメッカーサイトウ
本場ドイツ仕込みのハム・ソーセージを、毎日ココで手づくり中！

「HABATAKI」を御持参の方 （2014年６月末まで）
当店自慢のスライスソーセージ３枚（約５０ｇ）プレゼント

桜新町の住宅街に店を構えて１年半、“ワンランク上”のハム・ソーセー
ジをいつでも手軽に食べられると地元で評判の「ファインシュメッカー
サイトウ」。シェフの斎藤さんは、5年間の渡独中、ドイツのハム・ソー
セージにすっかり魅了され、この味を日本でも！という強い想いから、出
店を決めました。味の決め手となるスパイスはドイツから取り寄せ、その
場で手作りするから、できたてが店頭に並びます。香りや食感など一口
でお肉の美味しさが広がるハム・ソーセージは、定番味の他、新しい味
も続々登場。添加物も必要最低限、デンプン、大豆タンパク、卵、小麦粉
などの増量やつなぎは一切使わないというこ
だわりのドイツ製法を守っています。大切な人
と自宅でも美味しい料理を味わっていただき
たいから、どれも価格はリーズナブル！レストラ
ンコーナーもあるのでハム・ソーセージやドイ
ツビールの数々をその場でお楽しみください。
1枚づつ買えるドイツ風ステーキや、ギフト
セットもご用意しています。

センプレ
“センプレ”とは、いつもの場所に、いつもの味で、いつもの笑顔で、接すること

「HABATAKI」を御持参の方
ワンドリンクをサービス
１７時～は、グラスワインorグラスビールをご提供

お客様に愛されて創業1５年を迎えた尾山台の生パスタ専門店と言え
ば「センプレ」。地域の皆様はもちろん、多くのファンの口コミも絶えない
人気のお店です。センプレでは、お客様への感謝の気持ちと専門店が作
りだす”ツルッとしたのど越し””と”モチッとした食感”の生パスタと、麺に
合わせて作り出す数々のオリジナルソースが自慢。世田谷だけでなく、日
本全国の皆様に少しでも本当に美味しいこだわり生パスタをお召し上
がりいただけるよう、スタッフ一同頑張っています。
またご家庭でも生パスタと生パスタソースのセットを楽めるよう楽天市
場、ヤフーショッピング”での通販ショップ ”世田谷パスタ店”も好評！
レストランと同様、是非通販ショップにもお立寄
りください。

通販ショップ世田谷パスタ
ヤフーショップ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/pasta-sempre/

楽天市場
http://www.rakuten.co.jp/sempre-pasta/

会員企業サービス紹介会員企業サービス紹介 HABATAKI持参でサービスあるかも！HABATAKI持参でサービスあるかも！



住所 ： 世田谷区奥沢 6-16-14　
アクセス ： 東急大井町線　九品仏駅から徒歩約２分

東急東横線　自由が丘駅から徒歩約８分
東急目黒線　奥沢駅から徒歩約１０分

電話 ： 03-5758-2491
URL ： www.englishstudio.jp

開校時間 ： 11：０0～２１：00
10:00～１７：００（土曜）

休校日 ： 日曜・祝日
駐車場 ： ２台
費用など ： 詳細はお問い合わせください。（Webをご覧ください）

住所 ： 世田谷区用賀 4-13-7 グランメール２F
アクセス ： 東急田園都市線　用賀駅から徒歩約３分

電話 ： 03-57９７-０５０５
URL ： www.fivestarss.co.jp

営業時間 ： 1０：０0～１９：00
定休日 ： 水曜

住所 ： 世田谷区瀬田 2-26-7
電話 ： 03-3708-3313
URL ： www.isawahomes.co.jp

営業時間 ： 9：０0～１8：00
定休日 ： なし

住所 ： 世田谷区尾山台 2-29-17　
アクセス ： 東急大井町線　尾山台駅から徒歩約１５分

環八通り沿い
電話 ： 03-5752-4650
URL ： www.golfpartner.co.jp/940/

営業時間 ： 1０：０0～２０：00（年中無休）
駐車場 ： ３台

「いいね」をしていただくと、
１０００円商品券かボール（３個入り）プレゼント！
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傷も付きにくく、ペットのオシッコも大丈夫！！

MAP

環八通り

九品仏駅

尾山台駅
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イングリッシュスタジオ
～子どもから大人まで～　英語「で」何を学ぶのか？をテーマとした英語学習校

「HABATAKI」を御持参の方
【無料】レベルチェック、体験レッスン
入会金50％OFF（2014年6月末まで）

株式会社ファイブスターズ
一人一人のお客様に今出来る最高の物を最大の真心で！

「HABATAKI」を御持参の方
見積り金額から5%OFFさせて頂きます。（２０１４年6月末まで）

ゴルフパートナー環八尾山台店
スコアを左右するクラブは、買い替えでお得に手に入れよう！

「HABATAKI」を御持参の方
1000円商品券かボール（3個入り）プレゼント！
（2014年6月末まで）

伊佐ホームズ株式会社
「現代の日本の家」を目指しています

いよいよゴルフシーズン到来！気分も新たにNEWクラブでラウンドして
みませんか？オープンから10年目となる環八尾山台店は、中古クラブは
もちろん、お買い得な新品クラブや小物なども豊富なラインナップが自
慢。店舗ネットワークも活用し、ご希望のクラブ探しをお手伝いします。
現在、買取金額10％アップ中！「クラブを試してみたい！」という方には、
現金購入の方のみ、当日なら95％で買い取るサービスを行なっていま
す。グリップ交換も工賃無料（複数本の場合はお預かり）。日替わりセー
ルや、シーズンごとにもお得なキャンペーンを開催するので、FBをぜひ
チェックしてください。
レッスンプロなど経験豊富で明るいスタッフの丁寧なアドバイスもぜ
ひ！お得にクラブをゲットして、スコアアップを目指しましょう。

本物とは何か。
その一つの答えは、時を経ても生き続ける事、普遍的な価値を持ってい
ることではないでしょうか。無垢の木と職人技術を集積し、次世代に受
け継がれる家づくりをご提案させて頂いております。もちろん住まいに
合わせたしつらえの楽しみもまた、居心地の良い空間づくりには欠かせ
ません。
伊佐ホームズでは、玉川エリアで企業経営されて
いらっしゃるオーナー様向けに、ご自宅や、別荘、
ゲストハウス等の建築をお手伝いさせて戴き、多
様なご要望にもしっかりとお応えし、多くの企業オ
ーナー様にご支持頂いております。

リフォームに関してはさまざまな不安があります。
「リフォームしようと思うんだけど、最初はどうすればいいんだろう」、「工
事中はどうなるんだろう」、「予算もあるし、どこから手をつけたら良いか
？」、「リフォームした後も面倒を見てくれる所はないかな」･･･そんなお
声をよくお聞きします。
ファイブスターズでは、新築・リフォーム後のフローリングコーティング
をメインに、室内コーティング・リフォームを行っております。購入したマ
イホームを綺麗に長持ちさせたい、お手入れを楽にしたい、という奥様
方のご要望にお応えする、ハウスコーティング、ラインナップを取りそろ
えております。
一生に一度のマイホーム、資産を守るためにもぜひ一度お問い合わせ
ください。
また、ビジネスパートナー（協力業者・職人さん）も募集中！
詳細はホームページをご覧ください。

３０年に渡る英語教育の実績があるイングリッシュスタジオ。
１歳児親子クラスから、幼稚園、小学生、中高生、大人向けのほか、帰国
子女向けに特化したクラスがあり、現在１８０人を超える生徒が英語を
使って楽しく学んでいます。
暗記ではなく「自分で考えて問題解決する」“ライフスキル学習”をベース
とし、英語を“コミュニケーションツール”として使い、学習していることが
特徴です。
教室は九品仏駅に近い素敵な一軒家で、教師は全員ネイティブ。少人数
制なので自分のペースで学べます。壁や天井には生徒の作品やレポート
が掲示されていて、アットホームな雰囲気です。誰でも参加できる、季節
毎のイベント等開催しているので、考える力や英語力向上を目指すなら
ぜひイングリッシュスタジオにお越しください！
ビジネス英語のレベルを上げたい大人の方もお待ちしております。

会員企業サービス紹介会員企業サービス紹介 HABATAKI持参でサービスあるかも！HABATAKI持参でサービスあるかも！



田嶋社会保険労務事務所

労働保険事務組合
東京西部中小企業協会

社会保険労務士
田嶋 広人
タジマ ヒロト

１．主に厚生労働省が扱う助成金などの申請
２．毎月発生する給与計算・賞与計算
３．就業規則の作成・変更
４．労働保険・社会保険の加入・喪失

田嶋社会保険労務事務所
世田谷区大原1-44-2　Tel. 03-3485-4723

資金繰りを改善したい
とにかく業績を改善したい
売上が伸びない、減少している 頑張っているが利益が出ない

会社経営の総点検をしてみたい

あなたの周りにこんな悩みを持った社長がいる方は
私をご紹介ください。力になります。
世田谷区野毛 2-30-11-405 Tel .   03-5752-1070　Fax. 03-5752-1071
URL. www.arrows-consult ing. jp

代表取締役
・ 中小企業診断士
・ （公財）日本生産性本部
  認定経営コンサルタント

佐藤 大
サトウ マサル

株式会社アローズ

参考：東京ハローワークHP大原
第６支部

野毛
第５支部

社会保険労務士が提唱する「助成金活用術」

中小企業診断士が伝える「企業存続・発展のポイント」

主に厚生労働省が取り扱う助成金を自社で
申請する場合についてご紹介します。労働保険
に加入している法人・個人事業主にとって返済
不要の助成金はとても魅力ある制度です。しか
も原資は納めた雇用保険料の一部が財源であ
り申請した事業主に支給されています。特定求
職者雇用開発助成金は、要件を満たせば申請
書が自動的に送付されてきますが、その他の助
成金は事業主が積極的に係わらなければ貰え
ません。

まずは、ハローワーク窓口で配布されて
いる雇用関係助成金のご案内やインターネッ
トにより受けたい助成金を確定します。
その際申請する助成金（労働条件の変更が要
件となる助成金等）が事業主の未来にとって本
当のメリットがあるか確認が必要です。

次に直接受付窓口に出向き要件や提出書
類、申請書を入手して下さい。その際内容の確
認とフローチャートを作成すると良いでしょう。
申請期限は重要なので注意が必要です。

助成金は雇用保険料を納めている企業にとってある意味当然の権利であり、
この権利を無駄にする事なくスムーズに手続きを進めて企業の未来のために活用して下さい。

業種・業態を問わず、会社が存続・発展するポ
イントは共通です。そのポイントとは「ズレを解消するこ
と」。経営が思い通りにならない理由はどこかにズレが
生じているからなのです。そのようなズレが生じる理由

は世の中が変化していることに尽きます。変化に対応で
きない部分が“ズレ”となって会社に存在しています。こ
のズレを認識することは難しい。中小企業診断士（経営
コンサルタント）の仕事とは、このズレを見極めて修正す
ることです。

まずは問診、資料分析、現場を通じて経営の総点検を行うことがスタートとなります。そ

こから問題の原因・課題を追究し、最適な処方箋を出して改善支援を行っていきます。“営業力
が弱い、人が育たない、後継者がいない・・・”など、経営者の悩みは多岐に亘ります。あるいは
気付いていない課題が存在することもあります。

自身の健康診断は受けますが、会社の健康診
断を受ける経営者は少ないです。
あなたの経営に関するお困りごと、会社の健康診断
はアローズにお任せください。
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第12支部

（株） ESSE
代表取締役　七字 良仁
奥沢２-１０-６ tel. 6421-2302

奥沢駅前整骨院
院長　栗田 康
奥沢３-４６-１ １Ｆ tel. 3720-6085

小龍包カフェ千
野中 えつ子
奥沢３-３１-９ tel. 080-4884-3319

和天吉
代表者　山田 義智
奥沢３-３１-１０ tel. 6425-8152

（株） 小林エステート
営業　小林 久人
奥沢５-２７-１０ tel. 5483-1611

イングリッシュスタジオ（同） 
代表社員　加藤 千絵
奥沢６-１６-１４ tel. 5758-2491

（有） オーイーシー
代表取締役　小口 俊也
奥沢５-４１-５ tel. 6240-1500

（株） 聴き道楽
代表取締役　谷口 幸広
奥沢７-４０-２２ tel. 080-1343-8807

ピーライフ・ジャパン・インク （株） 
代表取締役　冨山 績
世田谷区等々力１-30-16-205 tel. 3705-7284

（株） プログレッシブ・コネクト
代表取締役　小峰 航
横浜市金沢区大道１-２０-２１ tel. 045-781-2537

（株） アローズ
代表取締役　佐藤 大
野毛2-30-11-405 tel. 5752-1070

福田 妙美
玉川３-２１-３-４０１ tel. 5797-9825

（同） デコポン
IT　山内 隆之
玉川台1-3-8 NIXビル2F tel. 6682-8237

（株） たまがわや
取締役　辰馬 昭夫
用賀４-１８-１１ tel. 3707-0752

山﨑司法書士事務所
山﨑 祐司
千歳台２-７-１５ tel. 6411-3825

ヨーガロ
代表取締役　福井 康司
用賀4-5-15 tel. 3700-3559

万さく
目黒 万也
用賀３-１５-６ tel. 6431-0082

ＢＡＫＥＲＹ　ＰＥＬＴＡ
代表　松井 陽明
用賀３-１５-６ tel. 6805-6628

（株） シー・スリー・デザイン
取締役　深瀬 敦巳
中野区中野2-23-1 tel. 6454-1691

大信ホーム （株） 
店長　角田 憲
玉川台２-２１-１５ tel. 5797-5855

ファインシュメッカーサイトウ
齋藤 裕司
世田谷区新町2-5-15 1F tel. 5450-0505

Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｃ³
オーナー　岡田 真
駒沢５-１８-７ tel. 6432-1233

（株） アクエリア
代表取締役　日野 直郷
深沢2-1-11　L-704号 tel. 03-6421-4065
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コヤマドライビングスクール（たまがわ花火大会）

第 2回 納涼家族交流会

参加人数は 37 万 6 千人、今年で 35 回目を迎える世田谷の夏
の風物詩「世田谷区たまがわ花火大会」に参加し、部会員家族
みんなで交流を図ろうというイベントが開催されました。迫力
ある花火が見られる広い場所とは…？玉川法人会会員でもある
「コヤマドライビングスクール」さんのスペースを確保いたし
ました。昨年同様格安で正式な有料席よりぐっとお得にお借り
することができたので参加費もお安く！まだ強い日差しが照り
つける中、部会長、副部会長、部会員が場所取りをするところ
からスタートしました。19：00～の花火の打ち上げの頃には、
食事や飲み物などを楽しくいただき、次々打ち上がる花火を満
喫。久しぶりの屋外でのイベントはやはり盛り上がります！地
域の夏の風物詩となっている花火大会はこれからも続く予定で
すので、ぜひご参加ください。

玉川区民会館大ホール

第 4回 和太鼓コンサート

我が青年部会が和太鼓コンサートを引っ張っていく立場となっ
てから最初の「和太鼓コンサート」。地域振興と居住者の交流
による地域の活性化、街づくりの一環として、和太鼓の生演奏
によるコンサートを実施するもので、毎回多くの方々にお越し
いただく公益事業です。地域住民の皆様に豊かな日本文化であ
る和太鼓の演奏を楽しんでいただくとともに、税情報をはじめ
様々な地域情報の提供を目指しています。稲城市に拠点を置く
「鼓遊」さん、東深沢小学校 PTAの方々からなる「鼓桜」さん、
そして東深沢小学校の児童が所属する「こざくら」さんが迫力
ある演奏を披露してくださいました。 毎年楽しみにしてくだ
さっている方も多いこのコンサート。今年も、470 名もの方々
が足を運んでくださり、大いに盛り上がりました

世田谷区役所 他

第 10回 せたがや未来博

産業の基盤「ものづくり」、地域の活力「ひとづくり」、豊かで
安心して暮らせる「まちづくり」を理念として開催されている
「せたがや未来博」。世田谷法人会や北沢法人会、その他団体の
青年部会の皆様を中心に協力し、実行委員会形式で企画、準備
から当日の運営まで進めています。10 回目の今年は両日合わ
せて 5000 名が来場しました。中村部会長は中庭に備えられた
舞台に立ち、会場の皆様と税金クイズを通じてコミュニケー
ション。SKT3 団体でブースを構え、お子様を中心に「税金ク
イズ」などで、税についての PR に努めました。その他にも会
場では区内学生のダンスイベントやゆるキャライベントなども
あり e-Tax 推進をサポートする「イータ君」も会場を盛り上げ
てくれました。

玉川町会会館

税務研修会・意見交換会

年に 2 回開催される税務研修会。今回は玉川税務署の高田副署
長による講演、第 5 支部部会員天坂さんのアロマに関するセミ
ナーの 2 部構成で行われました。18 時受付開始、18 時 30 分
に開会し、高田副署長の「税の役割と税務署の仕事」と題した
講演がスタート。スライドショーとともに税に関する様々なお
話をしていただきました。税務署の仕事、とても忙しそうです！
次には「仕事に役立つメンタルマネージメントのすすめ～ヒー
リングアロマ活用術～」として、実際にアロマオイルを使った
内容でした。芳香浴を楽しめるルームスプレーを一人 1 つ作る
ことができて、みんな大満足。その後は新年意見交換会へ。一
人ひとりアピールタイムも設けられ、終始和やかな雰囲気を楽
しんだ、新年最初のイベントとなりました。

発 行 者：公益社団法人 玉川法人会青年部会　/　編 集 者：株式会社さくらぐみ (第9支部)
デザイン：株式会社デザイングローブ (第9支部)・株式会社アクエリア (第12支部)
表紙写真：北見園池田生花店 (第6支部)
印　　刷：株式会社紙藤原 (第10支部)
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平成26年

4月 2日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

4月 23日 青年部会税務研修会 玉川区民会館

4月 23日 青年部会活動報告会・意見交換会 玉川区民会館

26日 世田谷法人会青年部会報告会 三茶しゃれなあど

5月 14日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

16日 東法連青連協連絡会議

5月26日 わんぱく相撲世田谷区大会 砧公園総合運動場

6月 11日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

8日 SKT連絡会議 二子玉川　ブルーブランシェ

7月 9日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー玉川ボランティアビューロー

11日 第３ブロック部会長会議

11日 和太鼓コンサート実行委員会 玉川区民会館市民活動フロア

24日 第３ブロックゴルフコンペ

8月17日 青年部会納涼家族交流会（玉川花火大会） コヤマドライビングスクール

8月 20日 青年部会全体会議 玉川町会会館

9月 10日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

9月 10日 青連協ゴルフコンペ  戸塚カントリー倶楽部

13日 SKT連絡会議 世田谷オークラボウル

25日 第３ブロック部会長会議 渋谷パンダビル

26日 和太鼓コンサート実行委員会 玉川区民会館市民活動フロア

29日 国民体育大会 大蔵総合運動場

10月 6日 第４回和太鼓コンサート 玉川区民会館ホール

10月 8日 青年部会全体会議 玉川町会会館

10月19～20日 せたがや未来博 世田谷区民会館

11月 87～ 日 第26回全国青年の集い「広島大会」 広島グリーンアリーナ

11月 12日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

11月 26日 青年部会 SKT連絡会「震災サバイバル」セミナー 成城大学 3号館 003教室

29日 せたがや未来博反省会 三茶しゃれなあど

12月 10日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

1月 ７日 玉川署長表敬訪問 玉川税務署

1月 10日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

1月 27日 青年部会税務研修会・意見交換会 玉川町会会館

2月 3日 東法連青連協全体連絡会議 都市センターホテル

2月 12日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

2月 18日 第4回 SKTボウリング大会 ＥＳＴ渋谷東口会館

18日 SKT連絡会議 ＥＳＴ渋谷東口会館

3月 10日 東法連青連協ボウリング大会 東京ドーム

3月 11日 青年部会全体会議 玉川ボランティアビューロー

3月 11日 第３ブロック青年部会連絡協議会 ＢＩＧ  ＦＵＮ平和島

3月 租税教室

3月31日 HABATAKI 発刊

ハイアットリージェンシー東京

上野

鶴舞カントリー倶楽部

青年部会 平成 25年度の主な活動レポート＆活動実績一覧




