
【平成２９年度】 

 ３月 

１日（木） １２：００～ 幡多法人会 総務委員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

８日（木） １２：３０～ 全法連 財務委員会 （全法連会館） 

１２日（月）１２：００～ 高知県連 予算理事会 （午前 11 時～研修会  ホテル日航高知旭ロイヤル） 

１５日（木）１２：００～ 幡多法人会 予算理事会 （新ロイヤルホテル四万十４F） 

１６日（金）～２６日（月）税に関する絵はがきコンクール 応募作品展示 （フジグラン四万十） 

１８日（日）１４：００～ 幡多法人会中村支部 社会貢献 記念植樹（八束地区防災拠点基地・八束保育園） 

 ２月 

１日（木） １４：０５～ 租税教室 （拳ノ川小学校） 

６日（火） １０：４０～ 租税教室 （中浜小学校） 

７日（水） １０：３０～ 租税教室 （東中筋小学校） 

７日（水） １５：００～ 幡多女性部会 社会貢献 鉢花贈呈 （中村税務署確定申告会場） 

７日（水）～３月１５日（木）  税に関する絵はがきコンクール 受賞作品展示 （中村税務署） 

８日（木） １４：００～ 租税教室 （大用小学校） 

８日（木）        高知県連女連協 役員会 

９日（金） １０：３０～ 租税教室 （入野小学校） 

１５日（木）１０：４０～ 租税教室 （下田小学校） 

２０日（火）１０：３５～ 租税教室 （山奈小学校） 

２６日（月）１６：４０～ 高知県 青連協役員会 （ザ・クラウンパレス新阪急高知） 

２６日（月）１８：００～ 青年の集い高知大会 報告会 （ザ・クラウンパレス新阪急高知） 

２７日（火）１２：００～ 高知県連 総務委員会 （高知商工会館） 

１月 

４日（木）        仕事始め 

５日（金） １８：００～ 中村商工会議所 互礼会 （新ロイヤルホテル四万十） 

２１日（日）１０：００～ 県下統一クリーンデー 中村支部 （安並運動公園） 

２３日（火）１０：４０～ 租税教室 （西土佐小学校） 

２９日（月）１２：３０～ 公益法人研修会 （高知県庁） 

３０日（火）１０：３５～ 租税教室 （三浦小学校） 

３０日（火）１６：００～ 高知県連 正・副会長会議 （ザ・クラウンパレス新阪急高知） 

 １２月 

４日（月） １５：３０～ 幡多法人会 正・副会長、委員長、正・副部会長、支部事務局合同会議（やまさき料理店） 

５日（火）  ８：４０～ 租税教室 （三原小学校） 

５日（火） １４：００～ 支部税務研修会・決算研修会 （宿毛商工会館） 

６日（水） １４：００～ 支部税務研修会・決算研修会 （中村商工会館） 

７日（木） １４：００～ 支部税務研修会・決算研修会 （土佐清水商工観光会館） 

８日（金） １０：３５～ 租税教室 （佐賀小学校） 

１１日（月）１３：３０～ 高知県連 事務局会議 （高知市） 

１４日（木）１０：４０～ 租税教室 （竹島小学校） 

１８日（月） ９：３５～ 租税教室 （具同小学校） 

２８日（木）       仕事納め 

１１月 

９日（木）～１０日（金） 第３１回法人会全国青年の集い「高知大会」 （高知市） 

１５日（水）１０：００～ 納税表彰 （中村税務署） 

１５日（水）１３：３０～ 年末調整説明会 （土佐清水市中央公民館） 

１６日（木）１３：３０～ 年末調整説明会 （宿毛市総合社会福祉センター大ホール） 



１７日（金）１３：３０～ 年末調整説明会 （高知はた農業協同組合四階大ホール） 

１８日（土） ９：００～ 四万十市中心市街地一斉清掃 （一條神社集合） 

２２日（水）１３：３０～ 新設法人説明会 （中村商工会館１階応接室） 

２７日（月）１１：３０～ 税制改正要望活動 （四万十市長室） 

２８日（火）１０：３０～ 租税教室 （利岡小学校） 

２９日（水）１４：００～ ＢＣＰセミナー （高知はたＪＡ会館 ３階中ホール） 

 １０月 

４日（水） １５：００～ 認知症セミナー （中村商工会館３F） 

５日（水） １３：３０～ 租税教室講師養成講座 （中村税務署） 

５日（木） １４：００～ 全法連 第３４回法人会全国大会（福井大会）の開催 

１３日（金）１３：３０～ 高知県連 女連協研修会 （土佐市北地・高岡町） 

２４日（火）１３：３０～ 軽減税率制度等説明会 （宿毛商工会館３Ｆ大会議室） 

２５日（木）１３：３０～ 軽減税率制度等説明会 （土佐清水商工観光会館２Ｆ中ホール） 

２６日（金）１０：００～ 軽減税率制度等説明会 （中村商工会館３Ｆ大会議室） 

２６日（金）１３：３０～ 軽減税率制度等説明会 （中村商工会館３Ｆ大会議室） 

 ９月 

１日（金） １７：００～ 高知県連 事業研修委員会 （ホテル日航高知旭ロイヤル） 

１日（金） １６：３０～ 愛媛県連 青連協 第３０回松山大会 （国際ホテル松山） 

４日（月）  ８：３０～ 高知県連 青連協 「青年の集い高知大会」リハーサル （高知県民文化ホール） 

１３日（水）１２：００～ 幡多法人会 広報委員会 （新ロイヤルホテル四万十 １F) 

１５日（金）１２：００～ 幡多法人会 事業研修委員会 （新ロイヤルホテル四万十 １F) 

１５日（金）１２：３０～ 全法連 財務委員会 （全法連会館） 

２０日（水）１６：００～ 四法連 青連協 四国の青年部会長サミット （阿波観光ホテル） 

２２日（金）１２：２０～ 四法連 女連協 四国の女性部会長サミット （東京第一ホテル松山） 

２５日（月）１６：００～ 高知県連 役員会 

２６日（火）１２：００～ 幡多法人会 総務委員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

２７日（水）       幡多法人会 青年部会交流会議 （吾妻） 

２７日（水）１６：３０～ 幡多法人会 女性部会交流会議 （吾妻） 

２８日（木）１５：００～ 四法連 第４５回通常役員総会 （ホテル日航高知旭ロイヤル） 

 ８月 

２日（水） １６：００～ 高知県連 広報委員会 （ザ・クラウンパレス新阪急高知） 

２１日（月）１３：３０～ 税制改正研修会 （中村商工会館３F） 

２４日（木）１２：００～ 幡多法人会 組織委員会 （新ロイヤルホテル四万十 １F) 

３０日（木）１６：００～ 高知県連 組織委員会 （希満里） 

７月 

４日（火） １７：００～ 高知県連 青連協役員会 （ザ・クラウンパレス新阪急高知） 

１０日（月）１６：００～ 高知県連 厚生委員会 （ホテル日航高知旭ロイヤル） 

２０日（木）１７：００～ 幡多法人会 厚生委員会 （やまさき料理店） 

２１日（金）１６：００～ 四法連 青連協第１６回定時連絡協議会 （高松大同生命ビル５Ｆ） 

２４日（月）１４：３０～ 四国の法人会事務局長会議 （JR クレメントホテル高松） 

２７日（木）１４：００～ 高知県連 女連協役員会 （三翠園） 

２７日（木）１４：４０～ 高知県連 青連協・女連協交流会議 （三翠園） 

６月 

６日（火） １８：３０～ 幡多法人会 青年部会役員会 （ちか） 

８日（木） １５：３０～ 高知県連・高知法人会合同税制・税務委員会 （ホテル日航高知旭ロイヤル） 

９日（金） １３：３０～ 租税教育推進協議会 総会 （中村税務署） 



１３日（火）１５：００～ 高知県連 通常総会 （城西館） 

２１日（水）１４：３０～ 幡多法人会 中村支部会員交流会議 （新ロイヤルホテル四万十 ３F) 

２１日（水）１５：００～ 幡多法人会 第６回通常総会 （新ロイヤルホテル四万十 ２F） 

２１日（水）１６：３０～ 記念講演会 （新ロイヤルホテル四万十 ２F） 

５月 

１２日（金）１２：００～ 幡多法人会 第１回理事会 （新ロイヤルホテル四万十 ４F） 

１９日（金）１１：００～ 高知県連 第１回理事会 （高知商工会館） 

３１日（水）１２：００～ 幡多法人会 第１回税制委員会 （新ロイヤルホテル四万十 １F) 

 ４月 

７日（金） １４：００～ 法人会全国女性フォーラム鹿児島大会 （城山観光ホテル） 

２０日（木）１１：４０～ 高知県女連協 役員会 （土佐御苑） 

２１日（金）１０：００～ 幡多法人会 事前監査 （事務所） 

２４日（月）１３：００～ 高知県事務局会議 （大同生命ビル） 

２５日（火）１２：００～ 幡多法人会 第１回総務委員会 （新ロイヤルホテル四万十 １F） 

２７日（木）１７：００～ 高知県連 総務委員会 （ホテル日航高知旭ロイヤル） 

２８日（金）１１：００～ 幡多法人会 会計監査 （事務所） 


