
2018/07/06

（⼀社）昭和法⼈会 活動・⾏事予定表（平成30年7⽉〜10⽉） 平成30年7⽉1⽇現在判明分
参加者 ⽉⽇ 曜⽇ 時間 ⾏ 事 名  会 場

⼥性部会
役員・会員

7⽉11⽇ ⽔ 13:30 ⼥性部会7⽉例会税務研修会（事業承継） メルパルク名古屋

役員 7⽉18⽇ ⽔ 15:00 【県連】事業委員会 ⼤同⽣命ビル
役員 7⽉19⽇ ⽊ 17:00 税務連絡協議会定例会 ガス燈
役員 7⽉24⽇ ⽕ 14:00 【県連】厚⽣委員会・厚⽣制度推進連絡協議会 ⼤同⽣命ビル
役員 7⽉30⽇ ⽉ 15:00 【県連】税制委員会 ⼤同⽣命ビル
役員 7⽉31⽇ ⽕ 14:30 正副会⻑会 メルパルク名古屋
役員 7⽉31⽇ ⽕ 15:30 理事（監事）会 メルパルク名古屋
役員 8⽉1⽇ ⽔ 15:00 【県連】総務委員会 ⼤同⽣命ビル
役員 8⽉2⽇ ⽊ 15:00 【県連】広報委員会 ⼤同⽣命ビル
役員 8⽉6⽇ ⽉ 15:00 【県連】組織委員会 ⼤同⽣命ビル
役員 8⽉7⽇ ⽕ 16:00 【県連】 理事会 名古屋観光ホテル

広報委員 8⽉8⽇ ⽔ 13:30 署⻑インタビュー 昭和税務署署⻑室

⼥性部会
役員・会員

8⽉8⽇ ⽔ 12:00 東海四⼥連協役員打合せ会 ⼤同⽣命ビル

会員・⼀般 8⽉25⽇ ⼟ 13:30 6⽀部合同狂⾔鑑賞会 瑞穂⽂化⼩劇場
⼥性部会

役員
役員

8⽉27⽇ ⽉ 11:30 【県連】⼥連協常任理事会議 ⼤同⽣命ビル

⼥性部会
役員
役員

8⽉27⽇ ⽉ 14:00 【県連】⼥連協研修会 ⼤同⽣命ビル

会員 8⽉28⽇ ⽕ 14:00 決算期別説明会（７〜9⽉決算法⼈） 中⼩企業振興会館
役員 8⽉31⽇ ⾦ 14:00 【県連】専務理事会議 ⼤同⽣命ビル

⼥性部会
役員・会員

9⽉4⽇ ⽕ 11:00 ⼥性部会９⽉定例会、署⻑意⾒交換会 メルパルク名古屋

会員・⼀般
9⽉4⽇〜
 10⽉10

⽇

  ⽕
   ⽔

13:30 やさしい法⼈税セミナー(6回講座） 昭和ビル

役員 9⽉5⽇ ⽔ 16:00 【東海法連】第30回定時総会 名鉄グランドH
役員 9⽉6⽇ ⽊ 12:00 事業委員会 事務局

瑞穂Ｂ
役員

9⽉7⽇ ⾦ 14:00 瑞穂ブロック役員会 事務局

調査部会
役員

9⽉7⽇ ⾦ 15:00 調査部所管法⼈部会役員会 事務局

役員 9⽉10⽇ ⽉ 15:00 組織委員会 メルパルク名古屋
役員 9⽉10⽇ ⽉ 15:40 正副会⻑会 メルパルク名古屋
役員 9⽉10⽇ ⽉ 15:40 ブロック役員打合せ会 メルパルク名古屋
役員 9⽉10⽇ ⽉ 16:20 常任理事会 兼 福利厚⽣制度推進協議会 メルパルク名古屋

会員・⼀般
9⽉18⽇〜
 10⽉25

⽇

 ⽕
  ⽊

13:30 初級簿記講座（10回講座） 中⼩企業振興会館

会員・⼀般 9⽉19⽇ ⽔ 13:30 市内合同講演会（講師：岸博幸⽒） ⽇本特殊陶業市⺠会館
⽀部会員 9⽉21⽇ ⾦ 終⽇ ⻑久⼿⽀部バス研修会 浜名湖⽅⾯



2018/07/06

（⼀社）昭和法⼈会 活動・⾏事予定表（平成30年7⽉〜10⽉） 平成30年7⽉1⽇現在判明分
参加者 ⽉⽇ 曜⽇ 時間 ⾏ 事 名  会 場

⻘年部会
役員・会員

9⽉26⽇ ⽔ 17:00 ⻘年部会税務研修会 中⼩企業振興会館

会員・⼀般 9⽉27⽇ ⽊ 13:30 消費税軽減税率改正説明会 中⼩企業振興会館

会員・⼀般 9⽉28⽇ ⾦ 13:30 消費税軽減税率改正説明会 中⼩企業振興会館

⻘年部会
役員

10⽉4⽇ ⽊ 14:00 【県連】⻘連協情報交換会 Ｈキャッスルプラザ

役員
10⽉11⽇

〜12⽇
⽊
⾦

終⽇ 【全法連】全国⿃取⼤会 とりぎんホール

役員 10⽉16⽇ ⽕ 13:30 広報委員会 事務局

⼤規模法⼈
⼀般・会員

10⽉22⽇ ⽉ 13:30 ⼤規模法⼈「電⼦申告義務化に関する説明会」 熱⽥神宮会館

調査部会
会員・⼀般

10⽉22⽇ ⽉ 15:00 調査部所管法⼈部会 合同講演会・研修会 熱⽥神宮会館

会員・⼀般 10⽉23⽇ ⽕ 13:30
⼥性部会創⽴40周年記念事業
 ⼥性部会・社会貢献 講演会と演奏会

メルパルク名古屋

⼥性部会役員
本会役員等

10⽉23⽇ ⽕ 17:00 ⼥性部会創⽴40周年記念式典 メルパルク名古屋

⼀般 10⽉28⽇ ⽇ 10:00 昭和区⺠まつり 鶴舞公園

⼀般 10⽉28⽇ ⽇ 10:00 天⽩区区⺠まつり 天⽩公園

役員 10⽉30⽇ ⽕ 14:00 【県連】専務理事会議 ⼤同⽣命ビル


