
【令和２年度】 

３月 

２日（火） １１：２０～ 幡多法人会女性部会 絵はがきコンクール表彰状贈呈 （幡陽小学校） 

２日（火） １２：００～ 高知県連 総務委員会 （城西館） 

５日（金） １２：００～ 幡多法人会 第３回総務委員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

１６日（火）１２：００～ 幡多法人会 理事会 （新ロイヤルホテル四万十） 

１７日（水）１２：００～ 高知県連 理事会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

 ２月 

４日（木） １０：３５～ 幡多法人会青年部会 租税教室 佐賀小学校 

４日（木） １２：００～ 高知県女連協 正・副会長会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

４日（木） １４：４５～ 幡多法人会青年部会 租税教室 三浦小学校 

５日（金） １４：００～ 幡多法人会青年部会 租税教室 中村南小学校 

１０日（水）１４：３０～ 幡多法人会 決算研修会 （新ロイヤルホテル四万十） 

１２日（金）１４：００～ 幡多法人会女性部会 社会貢献活動鉢花贈呈 （中村税務署 確定申告会場） 

１７日（水）１２：００～ 幡多法人会 正・副会長、部会長会議 （新ロイヤルホテル四万十） 

１８日（木）１２：００～ 幡多法人会青年部会 役員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

１９日（金）１２：００～ 高知県連 正・副会長会議 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

２２日（月） ９：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 三崎小学校 

２４日（水）１０：１５～ 幡多法人会女性部会 絵はがきコンクール表彰状贈呈 （咸陽小学校） 

２６日（金）１２：００～ 幡多法人会中村支部 役員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

１月 

１２日（火） ９：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 具同小学校 

１３日（水）１０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 大島小学校 

１５日（金）１０：３５～ 幡多法人会青年部会 租税教室 平田小学校 

１９日（火）１０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 中筋小学校 

２１日（木）１４：００～ 幡多法人会青年部会 租税教室 山奈小学校 

２２日（金）１０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 入野小学校 

２５日（月）１１：００～ 幡多法人会女性部会 絵はがき選考会 （新ロイヤルホテル四万十） 

２５日（月）１３：００～ 幡多法人会女性部会 役員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

 １２月 

８日（火） １３：３０～ 幡多法人会 新設法人説明会 （新ロイヤルホテル四万十） 

８日（火） １４：３０～ 幡多法人会 決算研修会 （新ロイヤルホテル四万十） 

９日（水） １０：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 大島小学校 



１４日（月）１２：００～ 幡多法人会女性部会 正・副部会長会議 （新ロイヤルホテル四万十） 

１６日（水）１３：３０～ 高知県連 事務局会議 （大同生命ビル） 

１７日（木）１０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 西土佐小学校 

１８日（金） ９：３５～ 幡多法人会青年部会 租税教室 東山小学校 

２２日（火）１０：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 竹島小学校 

 １１月 

４日（水）        幡多法人会三原支部 社会貢献活動 贈呈式 

５日（木）  ９：００～ 幡多法人会 税制改正要望活動 （四万十市役所） 

１０日（火）１４：００～ 幡多法人会 支部別税務研修会 （宿毛地区建設協会） 

１７日（火）１４：００～ 幡多法人会 支部別税務研修会 （土佐清水商工観光会館） 

１７日（火）１６：００～ 高知県連 福利厚生制度推進会議 （ラ・ヴィータ） 

１８日（水）１４：００～ 幡多法人会 支部別税務研修会 （新ロイヤルホテル四万十） 

１９日（木）１４：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 下ノ加江小学校 

２５日（水）１３：４５～ 幡多法人会 雇用関係助成金制度説明会（新ロイヤルホテル四万十） 

２５日（水）１４：００～ 幡多法人会 年末調整説明会 （新ロイヤルホテル四万十） 

２６日（木） ９：３０～ 幡多法人会 リフレッシュセミナー （四万十市立文化センター） 

２７日（金）１５：３０～ 幡多法人会 青年・女性部会交流会議 （吾妻料理店） 

３０日（月）１０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 利岡小学校 

 １０月 

１日（木） １５：３０～ 四法連 四国の青年部会長サミット （三翠園） 

１日（木） １８：５０～ 高知県青連協 法人会高知県青年の集い高知大会 （三翠園） 

９日（金） １６：００～ 高知県連 組織委員会 （三翠園） 

２２日（木）１２：００～ 高知県連 事務局会議 

２９日（木）１１：３０～ 幡多法人会 厚生委員会 （新ロイヤルホテル四万十） 

２９日（木）１２：３０～ 幡多法人会 理事会 （新ロイヤルホテル四万十） 

９月 

３日（木） １６：００～ 高知県連 理事会 （城西館） 

４日（金） １３：３０～ 幡多法人会 税制改正研修会 （四万十市立文化センター） 

９日（水）        幡多法人会黒潮支部 社会貢献活動 贈呈式 

１０日（木）１６：００～ 高知県連 事業研修委員会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

１２日（日）       幡多法人会宿毛支部 社会貢献活動 贈呈式 

１７日（木）１８：３０～ 幡多法人会青年部会 役員会 （吾妻） 

１８日（金）１０：５５～ 幡多法人会青年部会 租税教室 伊与喜小学校 

２５日（金） ７：００～ 高知県連 チャリティーゴルフ （グリーンフィールゴルフ倶楽部） 

  



８月 

５日（水） １８：００～ 高知県青連協 役員会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

６日（木） １２：００～ 高知県連 総務委員長会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

２０日（木）１６：００～ 高知県連 広報委員会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

２４日（月）１０：００～ 幡多法人会中村支部 社会貢献活動 贈呈式 （四万十市役所） 

 ７月 

９日（木） １０：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 蕨岡中学校 

１３日（月）１４：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 中村西中学校 

１６日（木） ９：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 片島中学校 

２７日（月）１０：００～ 高知県連 事務局Web会議 

２８日（火） ９：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 市立中村中学校 

２８日（火）１０：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 市立中村中学校 

２８日（火）１１：４０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 市立中村中学校 

２８日（火）１２：００～ 高知県女連協 役員会 （サザンシティホテル） 

２９日（水） ９：３０～ 幡多法人会 青年部会 租税教室 下田小学校 

６月 

４日（木） １０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 南郷小学校 

１６日（火）１０：３０～ 幡多法人会青年部会 租税教室 蕨岡小学校 

１６日（火）１２：００～ 高知県連 総会 （城西館） 

２２日（月）１４：００～ 幡多法人会 第９回通常総会 （新ロイヤルホテル四万十） 

２９日（月）１３：００～ ＡＩＧ・県内単位会 Web会議 

５月 

８日（金）        幡多法人会 第１回総務委員会（書面会議） 

１１日（月）１２：００～ 高知県連 総務委員会 （ザ クラウンパレス新阪急高知） 

１３日（水）１０：００～ 幡多法人会 監事監査 （中村商工会館１Ｆ） 

４月 

２８日（火）１０：００～ 幡多法人会 事前監査 （中村商工会館１Ｆ） 

 


