
日 曜 事業名等 時　間 場　所 役　員 事務局

1 火 令和4年度予算編成検討会 15:00～17:00 法人会館3F会議室 正副会長 総務委員 神永　

2 水 印紙税講座 14：00～15：30 法人会館3F会議室 鈴木（義） 仲川

第8回池袋西口支部役員会 17：00～18：00 法人会館3F会議室 上妻・加藤　加古

第8回池袋西口支部役員会 17：00～18：00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 上妻・加藤　加古

事務局セミナー(研修) 13:00～16:30 ハイアットリージェンシー東京 原口

公益事業委員会 14：00～15：30 全法連会館4階 南山　浦野

第１回青年部会健康経営プロジェクト　小委員会 18：00～19：00 法人会館3F会議室 月井　岩崎 原口

震災支援活動写真展　延期 神永　仲川

5 土 震災支援活動写真展　延期

6 日 震災支援活動写真展及び復興祈念コンサート記念式典　延期 10：00~14：00 池袋西口公園グローバルリング 南山　浦野 全職員

第７回事業社会貢献委員会 17:00～18:00 法人会館3F会議室 池田 中嶋 金井 浦野 仲川　

朴の会打合せ 18：00～19：00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 金井　鈴木（義）

災害復興の打ち合わせ 18：00～19：00 法人会館3F会議室 浦野　 仲川　

8 火 第3回豊島優申会役員会 10:30～11:30 法人会館3F会議室 水上 原口

東法連第4ブロック会長会 延期 18：00～20：00 中野サンプラザ20階 南山

女性部会連絡協議会 14：30～16：45 京王プラザホテル　５階 讃岐　森

書道教室 13：00～17:00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 金井 仲川

10 木 第6回組織厚生委員会 16:30~18:00 法人会館3F会議室 遠藤 鈴木 石坂 宮本（真）

硝子定期清掃 8：30～ 法人会館

監視カメラシステム更新・3階会議室椅子取替 10：30～15：00 法人会館3F会議室 神永　

女性部会　お茶会　打合せ 13：00～14：30 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 讃岐 仲川

12 土

13 日 定期床清掃 9：00～ 法人会館

女性部会お茶会打合せ　 11：00～12：00 法人会館3F会議室 讃岐 仲川

第5回経営研究会役員会 17:00～18:00 法人会館3F会議室 中嶋 池田 岩松

第12回正副会長会議 15:00～16:30 法人会館3F会議室 正副会長 神永　

豊島優申会総会・懇親会打ち合わせ 13:00～15:00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 伊東 原口

東法連正副会長会議・理事会 14：00～16：00 明治記念館 南山

第5回総務委員会 15:00～16:50 法人会館3F会議室 正副会長 総務委員 神永　

第8回長崎支部役員会 17：00～18：00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 大石　小泉

第12回青年部会定例会 17:30～18:30 法人会館3F会議室 加藤　月井 原口

全日本労働福祉協会生活習慣病健診 サンシャインシティ文化会館ビル7階

復興祈念コンサート打合せ 16：00＾17：00 法人会館3F会議室 有里 神永　仲川

第７回東池袋上池袋支部役員会　中止 14：00～15：30 法人会館3F会議室 加藤　小嶋

第3回東池袋上池袋支部　三役会　日時変更 15：30～16：00 法人会館3F会議室 小嶋　副支部長　坂巻

女性部会　椎名町小学校　賞状贈呈 10：30～ 椎名町小学校 讃岐 仲川

東池袋上池袋支部　第5回三役会 13：00～14：30 IKE・Biz　1階カフェ 小嶋　副支部長　坂巻

インボイス研修会 13：30＝14：30 IKE・Biz　6階多目的ホール 仲川

全日本労働福祉協会生活習慣病健診 サンシャインシティ文化会館ビル7階

第5回理事会 15：00～16：50 IKE・Biz　6階多目的ホール 役員 神永　

19 土

池袋西口支部　水陸両用バスとランチ(グランドニッコー東京台場） 9:30 「東京テレポート駅」改札外集合 加藤　上妻　加古

東池袋南池袋支部・高田支部共催　バスで行く防災体験＆伝統工芸ものづくり体験 9:00 東京信用金庫本店前集合

池袋西口商人まつりオープニングセレモニー 11:00 池袋西口公園グローバルリング 天沼

21 月

全日本労働福祉協会生活習慣病健診 サンシャインシティ文化会館ビル7階

女性部会　お茶会 10：00~16：00 目白庭園赤鳥庵 大石 天沼 遠藤 上妻 讃岐 仲川

豊島間税会（貸室） 13:00~16:00 法人会館３階会議室

全日本労働福祉協会生活習慣病健診 サンシャインシティ文化会館ビル7階

書道教室 13：00～17:00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 金井 仲川

全国厚生委員長会議・講演会・懇親会 14：00～20:00 グランドプリンスホテル新高輪 石坂

巣鴨駒込支部　講演会・懇親会 17:30～19：00 巣鴨信用金庫本店 天沼　中根

第8回広報委員会 17:00～19:00 法人会館3F会議室 大石　坂巻 原口

第8回広報委員会 17:00～19:00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 大石　坂巻 原口

新設法人説明会 13:00~16:00 法人会館3F会議室 宮本（真）

大塚西巣鴨支部  ランチセミナー・第5回役員会 12：00～16：00 ベルクラシック東京8階・1階 池田　今井

全法連理事会 12：30～15：00 全法連会館4階 南山

長崎支部　支部交流会 懇親会・落語と交流会 17：00～19：30 法人会館3階 大石　小泉

長崎支部　上記演者　控室 13：00～19：30 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 大石　小泉

全日本労働福祉協会生活習慣病健診 サンシャインシティ文化会館ビル7階

26 土 全日本労働福祉協会生活習慣病健診 サンシャインシティ文化会館ビル7階

27 日 東池袋上池袋支部　七福神めぐりと懇親会 9：45護国寺駅集合 ホテルベルクラッシック東京 加藤　小嶋

28 月

29 火 決算法人説明会 13：30～16：15 IKE・Biz　6階多目的ホール 仲川

ごえんなこんさあと　2/9に日程変更 自由学園明日館 池田　金井 仲川

東池袋南池袋支部　支部異業種交流会　花見ランチ 11：45～ 第一イン池袋ホテル 中嶋　高村

決算法人説明会 13：30～16：15 IKE・Biz　6階多目的ホール 仲川

31 木

1 金

2 土

3 日

4 月

5 火 優申会総会 16:00～20:00 メトロポリタン 水上　南山(来賓) 原口

第1回池袋西口支部役員会 17：00～18：00 法人会館3階会議室 上妻　加藤　加古

第1回池袋西口支部役員会 17：00～18：00 法人会館4階ミーティングルーム 上妻　加藤　加古

7 木 広報誌チラシマイナビデータ入稿締切

8 金 第1回ＩＴ委員会 17：00～18：00 法人会館3F会議室 上妻　五日市 仲川

9 土

10 日

11 月 第1回正副会長会議 15:00～16:30 法人会館3F会議室 正副会長 神永　

12 火

豊彰会役員会 10：00~11：00 法人会館3F会議室 鈴木顧問 神永　宮本（真）

書道教室 13：00～17:00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 金井 仲川

支部長懇談会 17:30～19：30 ホテルメトロポリタン2階「桂林」 各支部長

広報誌チラシ事務局持込締切

豊島間税会（貸室） 13:00~16:00 法人会館３階会議室

第13回青年部会定例会 18:00～19:00 法人会館3F会議室 加藤　月井 原口

全国女性フォーラム　静岡大会 14：00～18：30 ツインメッセ静岡 讃岐　野本　門川

15 金

16 土

17 日 長崎支部　千川上水跡散策ツアー 10:20集合 東長崎駅改札口 大石　小泉

自衛隊第一師団長表敬訪問 10：30～10：50 練馬駐屯地 南山　浦野　有里

第１回源泉部会役員会 16：00～17：00 法人会館3F会議室 中嶋　小俣 仲川

広報誌チラシ配送必着日

19 火 インボイス研修会 13:30～15：00 法人会館3F会議室 仲川

書道教室 13：00～17:00 法人会館4Ｆﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 金井 仲川

広報誌新春号発行日

第1回広報委員会 17:00～18:00 法人会館3F会議室 大石　坂巻 原口

税務連絡協議会（団体長・事務局長会議） 11:00~12:00 豊島税務署地下1階会議室 南山 神永

22 金 青年部会年次報告会 16:00～19:00 法人会館3F会議室 加藤　月井 原口

23 土

24 日

決算法人説明会 13：30～16：15 法人会館3F会議室 仲川

第１回事業社会貢献委員会 17：00～18：00 法人会館3F会議室 池田 中嶋 金井 浦野 仲川

26 火 第１回研修税務委員会 16：00～17：00 法人会館3F会議室 天沼　鈴木 仲川

27 水 第1回総務委員会（予定） 15:00~16:30 法人会館3F会議室 正副会長　総務委員 神永

経営研究会 一般教養事業「ワイン＆日本酒会」 18:00～20:30 ホテルベルクラシック東京 中嶋 池田 岩松

監事会（予定） 10:30~14:00 法人会館3F会議室 南山　担当副会長　監事　齊木 神永

29 金

30 土

28 木

2022年４月事業予定表

木

18 月

20 水

20 日 南山　中嶋　遠藤　高村　大渕

22 火

30 水

6 水

13 水

14

23 水

24 木

25 金

3 木

4 金

7 月

14 月

15 火

16 水

17 木

2022年3月事業予定表

9 水

11 金

18 金

25 月

21 木


