
                  

平成２９年度 事業計画 
 

平成２９年度の事業活動基本方針 

 

公益社団法人として、また、健全な納税者団体として、事業の公益性を常に高めながら、

会員増強の推進に繋がるよう組織の課題を図る。 

適正、公平な税制と租税負担の合理化を図るため、全国法人会総連合を通じ、政府及

び国会に対し強力な要望を行い、その実現を期す。 

税務当局との相互信頼を保持しつつ、税務行政の円滑な運営に協力をし、もって申告

納税制度の発展に寄与する。 

租税負担の合理化を図り、自主申告体制を確立するため、e－Tax、eLTAXの利用促

進に努める。 

経営の合理化、生産性の向上を図り、企業の健全な発展に資するため、経営･経理・労

務に関する講習会やセミナーを開催する。 

地域に密着した活動を通じて、広く社会への貢献に取り組む。 

 

 

重点施策 

 

１.税知識の普及 

  広く一般社会に目を向けながら、公益性の高い税知識の普及を目的とした事業を展

開する。また、税知識の普及・向上はもとより、異業種間の情報交換の場として各種研

修会、講演会、実務講座などを活発に開催する。 

 

２.納税意識の高揚、税の提言に関する事業及び社会貢献活動 

  公益社団法人として、要求に応え得る健全な運営と効率的な発展を図る。 

「中野通り桜まつり」「中野にぎわいフェスタ2017」等の事業を通し、法人会の知名度の

アップに努める。部会主催の「税の川柳コンクール」「税に関する絵はがきコンクール」

「租税教室」などの活動を通し、社会貢献に努める。又、支部の社会貢献活動を通し、

法人会の知名度のアップに努める。 

 

３.福利厚生の普及推進 

  安心してより良い企業経営に専念できるよう、各種共済制度の促進に努め、財政基盤

の強化に貢献する。また、ニーズにあった福利厚生事業を実施し、会員同士の親睦を

図る。 

 

４．組織の充実・強化 

  組織強化の一環として、本年度も期間、支部別加入目標等を決めて、会員増強推進

活動を行う。本年度も、先ずは、受託三社の協力を得て、「未加入法人名簿」を廻って

頂き、その後、地区長を中心に、各支部で勧奨活動を行う。 

又、源泉研究部会、青年部会、女性部会への部会員勧奨にも力を入れる。 

 



 

具体的な事業計画 

 

●【公益目的事業１～３】 

１．税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業（公益１‐１・２・３） 

 

◎税知識の普及を目的とする事業（公益１） 

（１）「新設法人説明会」（６回開催予定）（会場：法人会館２階会議室又は中野税務署別館） 

   講師：東京税理士会中野支部税理士様＆中野税務署審理担当官様 

５月１８日：７月20日：９月21日：１１月16日：１月25日：３月29日 

 

（２）「決算法人説明会」（１０回開催予定）（会場：法人会館２階会議室又は中野税務署別館） 

講師：中野税務署審理担当官様 

４月１９日：５月17日：６月21日：７月19日：８月23日：９月20日：１０月18日 

１２月20日：１月24日：３月28日 

  

（３）「法人税・消費税申告書の書き方説明会」（４回開催予定）（於：法人会館） 

講師：中野税務署審理担当官様 

４月４日：６月６日：１０月11日：２月6日 

 

（４）「税務研修会」（社員総会の前段で開催予定）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１３F） 

開催日：５月１１日 

演題：「平成２９年度・税制改正」 

講師：斎藤会計事務所 斎藤英一先生 

 

（５）「第２５回法人税・第２６回源泉所得税実務講座」（１回開催予定）（於：署別館） 

   開催日：１０月２６日 

講師：中野税務署審理担当上席様 

   

（６）「年末調整説明会」（中野区・中野税務署・法人会の共催）（3日間） 

11月 ･ 日（中野ｾﾞﾛ小ﾎｰﾙ）、 日（野方区民ﾎｰﾙ）   

 

     

（７）「署長講演会」（新年賀詞交歓会の前段で開催予定）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１３F） 

開催日：平成３０年１月１１日 

演題：「 未定 」 

講師：中野税務署長様 

 

（８）「部会の税務研修会」 

「源泉研究部会」 

 ４月 ６日「世界の税金と日本企業」       講師：中野税務署   寺谷副署長様 

 ６月 ８日「 未定 」                講師：中野税務署    林審理上席 

 ９月 ７日「 未定 」                講師：中野年金事務所    担当者  



１１月 ２日「平成２９年度年末調整」       講師：中野税務署      審理上席  

 １月１０日「ｻﾗﾘｰﾏﾝの確定申告」        講師：中野税務署      審理上席  

 ２月 ８日「 未定 」                講師：斎藤会計事務所   斎藤先生    

 

「青年部会」 

 ４月 ７日「平成２９年度税制改正」       講師：中野税務署    高澤審理上席   

 ６月 ８日「 未定 」                講師：斎藤会計事務所    斎藤先生 

 ９月 ８日「書の幹部の皆様と意見交換会」  講師：中野税務署     幹部の皆様 

１２月 ８日「租税教室養成講座」         講師：渋谷税務署       広聴官   

２月 ９日「 未定 」                講師：斎藤会計事務所    斎藤先生   

 

「女性部会」 

   ４月 ５日「平成２９年度税制改正」       講師：中野税務署    高澤審理上席 

６月 ７日「 未定 」                講師：斎藤会計事務所   斎藤先生 

   ２月 ７日「 未定 」                講師：斎藤会計事務所   斎藤先生  

 

「支部税務研修会」 

●「春（４月）の支部別・税務研修会」（８回開催） 

講師：中野税務署・山元第1統括官様・高澤審理上席様、支部担当統括官様 

                    ※参考（昨年度：１６５名参加） 

 

●「秋（１０月）の支部別・副署長講話＆税務研修会」（８回開催） 

講師：中野税務署・副署長様・第1統括官様・審理上席様、支部担当統括官様 

                    ※参考（昨年度：１６９名参加） 

  

 

◎２．納税意識の高揚を目的とする事業（公益１－２） 

（１）「平成２９年度・事業計画（社会貢献活動）」 

１（親会）４月８日～９日「第31回・中野通り桜まつり」“税金クイズ”を実施 

＊青年部会主催の小・中学生（500名対象）で“税金クイズ”を実施 

２（支部）8月5日「鷺宮盆踊り」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

３（支部）8月6日「鍋横夏祭り：小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（青年部会・女性部会他） 

４（支部）8月25日「川島・夜店市」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

５（支部）9月15日「中野・氷川神社祭礼」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

６（支部）9月○日「沼袋･野方まちおこしｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾀ」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

７（親会）１０月７・８日「中野にぎわいﾌｪｽﾀ2016」（於：四季の森公園） 

＊青年部会主催の小・中学生（1,500名対象）で“税金クイズ”を実施 

８（支部）10月14日「野方地区まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

９（支部）10月15日「東中野地区まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

１０（支部）10月22日「丸山塚子供ﾜｲﾜｲ広場」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

１１（支部）11月12日「上高田子供まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 

１２（親会）11月13日「“税を考える週間”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺） 

１３（親会）2月16日「“確定申告期”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺） 



 

（源泉研究部会）「第６回税の川柳コンクール」 

●「今年度の応募目標：２５０作品」（昨年度の応募総数：２００作品） 

 

（青年部会）「租税教室」 

※ ６月○日「中野区租税協推進懇談会」 

●「租税教室の推進目標：１０校」（昨年度実績：７校） 

 

（女性部会）「第８回税に関する絵はがきコンクール」 

※ ６月○日「中野区租税協推進懇談会」 

●「今年度の応募目標：５００作品」（昨年度の応募総数：１４０作品） 

 

 

（２）平成28年度・事業報告（広報誌“なかの”及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる税情報の発信 

 広報誌“なかの”ＮＯ．214号（5月1日号） ◎新入会員特別研修会特集号他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．215号（7月1日号） ◎第５回通常総会特集号他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．216号（9月1日号） ◎中野税務署定期異動特集号他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．217号（11月1日号）◎役員合同会議・社会貢献活動他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．218号（1月1日号） ◎新春対談・貢献活動他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．219号（3月1日号） ◎新年賀詞交歓会特集号他 

 

 

 

◎３．税制及び税務関する調査研究並びに提言に関する事業（公益１－３） 

（１）「税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出」（全国大会の次第の中で････・） 

・理事及び税制税務委員、他税理士先生による研修会後、アンケート提出して頂く。 

「第３４回法人会全国大会（福井大会）」 （平成２９年１０月３・４・５日） 

 

（２）「第３１回全国青年の集い（高知大会）」 開催日：１１月１０日  

 

（３）「第１２回法人会全国女性フォーラム（鹿児島大会）」開催日：４月７日   （４名参加） 

 

（４）「中野税務懇談会」（会長・専務理事他出席） 

  ４月１３日、６月８日、８月○日、１０月○日、１１月○日（懇談会）、１月○日 

 

（５）「中野区経済団体連絡会議」（専務理事出席） 

   ４月○日、５月○日、６月○日、７月○日、８月○日、９月○日、１０月○日、１１月○

日、１２月○日、１月○日、２月○日、３月○日 



 

２．地域企業の健全な発展に資する事業（公益２） 

（１）『春の講演会（法人会寄席＝講談の夕べ）』４月２１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

「広岡浅子～九転十起の女～」（講師：講談師・日向ひまわり氏）  

 

（２）「第４０回初歩の簿記講習会」 ６月１２・１３・１４・１５・１６日（於：法人会館・5日間） 

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生（中野法人会々員） 

 

（３）「かんたんパソコン会計入門」（PCA会計ｿﾌﾄ)７月２６日（於：法人会館） 

  講師：㈱シンクキューブ 中川樹一郎氏 

 

（４）「中野法人会経営塾（年金あれこれ）」９月７日（於：法人会館２階） 

 講師：中野年金事務所 副所長 小林孝次氏 

  

（５）『“税を考える週間“「秋の特別講演会」』１１月２１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

「～ 未定 ～」（講師：バイマーヤンジン氏）  

 

（６）「中野法人会経営塾（  未定  ）」１１月○日（於：法人会館２階） 

 講師予定：斎藤会計事務所 斎藤英一先生 又は、㈱ｱｽﾓ 花堂浩一氏 

   

（７）「中野法人会経営塾（事業承継まるわかりセミナー）」（於：法人会館２階） 

開催日：平成３０年２月１４日 

講師：斎藤会計事務所 斎藤英一先生 

 

（８）中野区：ﾃﾗﾊｳｽＩＣＡとの共催：7月○日＆12月○日「初心者のためのパソコン講座」 

（於：専門学校東京ﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ） 

 

 

◎地域社会貢献事業（公益３） 

（１）（青年部会）「第41回わんぱく相撲大会」５月１４日（於：中野体育館）（他会・青年部会共催） 
 

（２）「障がい者就労支援セミナー」９月○日（於：中野サンプラザ）予定！！ 

   

（３）（支部）『“税を考える週間“「秋の特別講演会」』１１月１１日（於：区立第十中学校）  

「セーフテイ教室＆講演会」演奏・中野警察署＆“ 未定 ”  

 

（４）「中野区成人の集い」１月８日（於：サンプラザホール）（約１５００人参加）（協賛のみ） 

 

（５）「東京都地球温暖化対策報告書制度提出」の推進 

 

（６）「平成２９年度・事業計画（社会貢献活動）」 

１（支部）６月○日（第４・５・６支部中心） 「新井薬師駅前環境美化キャンペーン」 

２（支部）７月○日～○日「青梅街道七夕まつり」（協賛） 



 

３（親会）７月１日「社会を明るくする運動：駅頭PR活動」1日を中心に各地域で開催 

４（支部）８月5・6日（第９・１０支部）「鍋横夏まつり」「使用済切手＆不要タオル、ｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収

５（親会）１０月７・８日「中野にぎわいﾌｪｽﾀ2017」（四季の森公園） 

６（支部）１０月１４日（第８支部）「鉢植え贈呈（ﾁｬﾘﾃｲｰで）」 

７（支部）１１月○日（第4・5・6支部中心に）「新井薬師駅前環境美化キャンペーン」  

  

 

（７）（女性部会）ＣＯ2削減メニューの配布（４月８・９日＆（１０月７・８日）   

 

 

３．収益事業 

（１）生活習慣病健診の普及推進 

   ７月○・○日＆平成２８年３月○・○・○日に実施予定（会場：中野サンプラザ予定） 

   

（２）貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進（適宜実施） 

 

（３）経営者大型総合保障制度の普及推進（適宜実施）（全法連推進費補助金として…） 

 

（４）経営保全プランの普及推進（適宜実施）（全法連推進費補助金として…） 

 

（５）がん保険制度の普及推進（適宜実施）（全法連推進費補助金として…） 

 

（６）キリンビバレッジ（自販機設置）      

 

（７）PET－CTがんドッグ健診の普及推進 

  （随時）（於：中野区江古田・総合東京病院）    

 

 

４．会員の交流に資するための事業（共益） 

（１）「無料法律相談の実施（月１回）」基本的に第2水曜日に実施 

   ４月１２日、５月１０日、６月９日、７月５日、８月２日、９月６日、１０月２日、１１月９日 

１２月６日、１月９日、２月９日、３月７日 

 

（２）「その他の福利厚生事業計画」 

※ ○月 ○日｢日帰りバス研修会｣（東京ガスグループ施設見学会） 

  １１月 ７日「チャリテイゴルフコンペ」（於：  未定   ） 

   ２月１６日「チャリテイボウリング大会」（於：中野サンプラザボウル）  

    

（３）「部会主催の福利厚生事業計画」 

「源泉研究部会」 

   （その他）４月 ７日、１月１１日研修会後・懇親会を開催 

         ７月１４日、１１月２９日、３月９日役員会後・懇親会を開催  



 

「青年部会」 

７月２３日「チャリテイゴルフコンペ」（箱根： 未定  ） 

１０月１９日「チャリテイボウリング大会」（中野サンプラザボウル）  

１０月○日「チャリテイゴルフコンペ」（  未定  ） 

３月○日「チャリテイゴルフコンペ」（  未定  ） 

   （その他）４月８日、６月３日、９月２日、１２月９日、２月３日の研修会後懇親会を開催 

        ７月１８日「管外研修会」、１月２０日「新年初顔合わせ会」を開催 

「女性部会」 

７月○日「親睦事業」（谷村新司チャリテイコンサート）（於：ｵｰﾁｬｰﾄﾞﾎｰﾙ）  

１２月 ６日「親睦事業」（クリスマスの夕べ：音楽とﾃﾞｲﾅｰ）（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ・日本閣） 

（その他）４月８日、６月１日、２月１日研修会後：懇親会を開催 

 

（４）「支部主催の福利厚生事業計画」※（事業計画書を９月末迄に提出の事･･･！） 

４月１５日（第３支部）「定時総会後：懇親会」（於： 未定  ）  

６月○日（第３支部）「親睦ＢＱＱ大会」（於：宮島物産㈱屋上）   

１０月○日（第４･５･６支部）「“税を考える週間“ 未定 ”」 

１１月○日（第７支部）「“税を考える週間“ 未定 ”」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ・日本閣） 

１１月○日（第３支部）「“税を考える週間“ 未定 ”」 

１２月○日（第１１･１２支部）「“ 未定 ”」   

３月○日（第１･２支部）「“ 未定 ”」 

３月○日（第９･１０支部）「日帰りバス研修会“○○方面」 

 

５.会議等開催計画 

（１）『正副会長会』 

４月２１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ14Ｆｸﾚｾﾝﾄﾙｰﾑ）                 

５月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「総会前の役員会」  

８月２４日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

１月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「新年賀詞交歓会前の役員会」 

※３月上旬（於：法人会館）           

３月１５日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

 

（２）『支部長・部会長懇談会』（常任理事会） 

５月２２日（於：法人会館）※支部長・部会長以上 

※（受託会社との連絡協議会：推進員も参加） 

 

８月上旬（於：法人会館）※支部長・部会長以上   

１１月上旬（於：法人会館）※支部長・部会長以上 

３月中旬（於：法人会館）※支部長・部会長以上 

 

（３）『理事会』 

４月２１日（於：中野サンプラザ１４Ｆｸﾚｾﾝﾄﾙｰﾑ）（理事○名/  名） 

６月２２日（於：法人会館）（理事○名/  名）  



８月２４日（於：中野サンプラザ）（理事○名/  名） 

１１月２１日（於：中野サンプラザ）（理事○名/  名） 

３月１５日（於：中野サンプラザ）（理事○名/  名） 

 

（４）『第６回通常総会』 

５月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ） 
 

（５）『新年賀詞交歓会』 

１月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）      

 

（６）『委員会開催計画』「※組織委員会（地区長合同会議）含む」 

「総務組織委員会」 

４月 ７日（於：法人会館）「２８年度収支決算報告＆２９年度予算：会員増強の結果報告」 

５月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「総会前の役員会」     

７月○日（於：法人会館）「平成２９年度収支中間報告＆会員増強」  

１１月○日（於：法人会館）「平成２９年度収支中間報告＆会員増強」   

  １月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「新年賀詞交歓会前の役員会」 

３月○日（於：法人会館）「２９年度収支決算中間報告＆３０年度予算：会員増強の中間報告」 

 

※（役員研修会） 

６月 ２日（於：法人会館）「法人会とは…役員の役割等」 

 

※（組織・厚生：合同会議） 

６月２２日（於：法人会館）「平成２９年度会員増強及び保険の推進について」 

 

※（地区長合同会議） 

８月２２日（於：中野サンプラザ）（拡大理事会終了後）  

「会員増強の推進について」 

 

※（総務組織・厚生共益公益事業委員会：共催） 

３月１５日（於：中野サンプラザ）｢新入会員・特別研修会｣ 

 

「監査会」 

 ４月 ７日（於：法人会館）「平成２８年度・監査」 

 

「厚生委員会」（内容：受託三社との連絡協議会含む）※（共益公益事業委員会と同時開催） 

７月○日（於：法人会館）「保険推進及び事業の中間報告」   

１０月○日（於：法人会館）「保険推進及び事業の中間報告」     

 ３月○日（於：法人会館）「保険推進＆事業報告」      

 

「共益公益事業委員会」※（厚生委員会と同時開催） 

５月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「総会前の役員会」 

７月○日（於：法人会館）「事業中間報告＆今後の公益事業について」 



１０月○日（於：法人会館）「事業中間報告＆今後の公益事業について」   

１月１１日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「新年賀詞交歓会前の役員会」 

３月○日（於：法人会館）「事業報告」    

 

※（組織・厚生：合同会議）  

６月２２日（於：法人会館）「平成２９年度会員増強及び保険の推進について」 

 

※（総務組織・厚生共益公益事業委員会：共催） 

３月１５日（於：中野サンプラザ）｢新入会員・特別研修会｣ 

 

「税制税務委員会」 

７月○日（於：法人会館）「税制改正案のまとめと今後の税制改正要望活動」 

３月○日（於：法人会館）「税制改正アンケート・専門化との意見交換会」 

 

「広報委員会」 

４月２７日（於：法人会館）「７月１日号編集会議」    

７月○日（於：法人会館）「９月１日号編集会議」 

９月○日（於：法人会館）「１１月１日号編集会議」    

１１月○日（於：法人会館）「1月１日号編集会議」   

１月○日（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ日本閣）「３月１日号編集会議」    

３月○日（於：法人会館）「５月１日号編集会議」    

 

（７）部会役員会 

「源泉研究部会」 

６月８日、７月１３日、１１月２日、１１月２９日、２月８日、３月８日 

 

「青年部会」 

８月４日、１１月２日、３月９日、（他正副部会長会：随時）＆「租税教室事前ﾃﾞﾓ：数回」 

 

「女性部会」 

６月７日、１０月○日、２月９日、３月７日 

 

（８）支部定時総会＆支部役員会 

４月 ３日「第３支部・定時総会」（於：西京信金・野方支店） 

４月１０日「第７支部・定時総会」（於：西武信金・東中野支店）  
４月１１日「第１支部・定時総会」（於：西武信金・鷺宮支店）        

４月１２日「第８支部・定時総会」（於：中野ｾﾞﾛ西館小ﾎｰﾙ3Ｆ学習室1）   

４月１３日「第１１支部・定時総会」（於：西京信金・南中野支店）      

４月１３日「第１２支部・定時総会」（於：西武信金・南中野支店）      

４月１７日「第２支部・定時総会」（於：西京信金・沼袋支店）        

４月１８日「第４支部・定時総会」（於：法人会館２階）            

４月１８日「第５支部・定時総会」（於：法人会館２階）            

４月１８日「第６支部・定時総会」（於：法人会館２階）            



４月１４日「第９支部・定時総会」（於：西武信金・本町通支店）      

４月１４日「第１０支部・定時総会」（於：西武信金・本町通支店）  

 

９月○日「第１支部役員会」（於：ピアノ・ピアノ）            

９月○日「第２支部役員会」（於：藤乃）                   

９月○日「第３支部役員会」（於：慶和楼）                 

 

９月○日「第４支部役員会」（於：雛家）                  
９月○日「第５支部役員会」（於：松寿司）      

９月○日「第６支部役員会」（於：魚々楽）    

９月○日「第７支部役員会」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ日本閣）  

９月○日「第８支部役員会」（於：すず木）             

９月○日「第９･１０支部役員会」（於：ケヤキガーデン）     

９月○日「第１１支部役員会」（於：今是）             

９月○日「第１２支部役員会」（於：トロワ・フェザン）       

 

２月○日「第１支部役員会」（於：ピアノ・ピアノ）            

２月○日「第２支部役員会」（於：藤乃）                   

２月○日「第３支部役員会」（於：慶和楼）                 

２月○日「第４支部役員会」（於：雛家）                  
２月○日「第５支部役員会」（於：松寿司）      

２月○日「第６支部役員会」（於：魚々楽）    

２月○日「第７支部役員会」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ日本閣）  

２月○日「第８支部役員会」（於：すず木）             

２月○日「第９･１０支部役員会」（於：ケヤキガーデン）     

２月○日「第１１支部役員会」（於：今是）             

２月○日「第１２支部役員会」（於：トロワ・フェザン）  

※ （その他：随時） 

  

（９）「東法連第４ブロック合同会議」（担当：板橋法人会） 

○月○日（於： 未定 ）                

 

（１０）「新入会員・特別研修会」（組織・共益事業委員会共催）」３月１５日（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

 

４．東法連・全法連研修会等の開催計画 

（東法連）「“税を考える週間”東法連講演会」１０月○日（於：スクワール麹町）  

（東法連）｢キッザニア東京ＴＡＸＷＥＥＫ｣   １１月１１日～１７日（於：キッザニア東京） 

（東法連）「税務研修会」（事業･承継セミナー）１１月○日（於：京王プラザホテル）  

（東法連）「税務研修会」               ２月○日（於：京王プラザホテル） 

（全法連）｢平成３０年度税制セミナー｣   ２月○日（於：ハイアットリージェンシー東京） 

（東法連）｢税制講演会｣           ３月○日（於：京王プラザホテル） 

（全法連）「事務局セミナー」     ３月○日（於：ハイアットリージェンシー東京） 

 



 

 

※（その他：東法連関係の会合参加） 

（東法連・理事会）（宮島会長） 

（東法連・組織拡大強化特別委員会）（宮島会長） 

（東法連・特退共優績者表彰式）（宮島会長、厚生委員長、佐藤専務理事） 

（東法連・青連協：役員会、ｺﾞﾙﾌ、ボウリング大会等）（青年部会長） 

（東法連・青連協第４ブロック役員会、ｺﾞﾙﾌ､ボウリング大会等）（青年部会長） 

（東法連・女連協役員会：連絡協議会等）（女性部会長） 

（東法連・専務理事・事務局長会議）（佐藤専務理事） 

 

※（その他：東法連関係の会合参加）※（中野法人会副会長が参加対象） 

（東法連・厚生共益事業委員会）（担当者：太宰副会長） 

（東法連・公益事業委員会）（担当者：矢島副会長） 

（東法連・総務組織委員会）（担当者：横山副会長） 

（東法連・税制税務委員会）（担当者：大月副会長） 

（東法連・広報委員会）（担当者：木村副会長） 


