
日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事

 1 (日） 行修会、運営委員会 12(木) 行修会 21（土） 勉強会  1 (日） 行修会 7 (日） 芋洗い  8 (日） 行修会  8 (日） 青年会  8 (日） 講師研修会

 8 (日） 行修会、体操教室 26(木) 行修会 22 (日） 行修会

4月 15 (日） 行修会、日曜講習会 21(土） 1日行修会

22 (日） 行修会、日曜講習会

29 (日） 行修会、日曜講習会

6 (日） 行修会、運営委員会 10(木) 行修会 26（土） 1日行修会 6 (日） 行修会 5 (日） 芋洗い 13 (日） 行修会 9（水） 講習会

13 (日） 行修会 24(木) 行修会 27 (日） 勉強会 10（木） 講習会

19 (土） 武蔵嵐山一泊行修会 11（金） 講習会

5月 20 (日） 武蔵嵐山一泊行修会

27 (日） 行修会 27（日） 青年会 27 (日） 理事会

2 (土） 研修科 14(木) 行修会 16（土） 1日行修会 3 (日） 行修会 2(日） 芋洗い  10(日） 行修会 6（水） 講習会

3 (日） 行修会、体操教室 28(木) 行修会 24 (日） 行修会 7（木） 講習会

6月 10 (日） 行修会、運営委員会 16（土） 行修会 8（金） 講習会

17 (日） 行修会 16（土） 評議員会

24 (日） 行修会 24（日） 青年会 24（日） 教務委員会

1 (日） 行修会 12(木) 行修会 21（土） 勉強会 1 (日） 行修会 7 (日） 芋洗い  8 (日） 行修会 7（土） 基礎行修会

8 (日） 行修会、運営委員会 26(木) 行修会 22 (日） 勉強会

7月 15 (日） 行修会、日曜講習会

22 (日） 行修会、日曜講習会

29 (日） 行修会、日曜講習会

5 (日） 行修会、体操教室 23(木) 行修会 18（土） 1日行修会 5 (日） 行修会 26 (日） 行修会

11（土） 11（土）

8月 修練会 18（土） 行修会 修練会

14（火） ＊12日は修練会の為お休み 14（火）

19 (日） 行修会 26（日） 青年会 26（日） 理事会、教務委員会

26 (日） 行修会

1 (土） 研修科 27(木) 行修会 22（土） 1日行修会 2(日） 行修会 1(日） 芋洗い  9 (日） 行修会

2 (日） 行修会 23 (日） 行修会 14（金）

9 (日） 行修会、運営委員会 修練会

9月 14（金） 17（月）

修練会

17（月） ＊16日は修練会の為お休み 22（土） 行修会

23 (日） 行修会 23（日） 青年会 30（日） 代表者会議

30 (日） 行修会

（13日は、修練会
前日のためお休
み）

     　 平成30年度　公益財団法人天風会認定　東京の会　行事予定                 作成日：平成30年7月1日

　木曜行修会     野田の集い 飯能の集い
財団主催行事

（9日は、修練会
の週のためお休
み）

練馬の集い 青年会東京の会

東 京 の会

さいたまの集い月



日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事 日程 行事

7 (日） 行修会、体操教室 11(木) 行修会 20（土） 1日行修会 7 (日） 行修会 6 (土） 芋洗い 14 (日） 行修会

14 (日） 行修会、運営委員会 25(木) 行修会 28(日） 行修会

１０月 21 (日） 行修会 20（土） 勉強会

28 (日） 行修会 28 (日） 青年会 28 (日） 教務委員会

8(木) 行修会 17（土） 勉強会 4 (日） 行修会 3 (土） 芋洗い 11 (日） 行修会 3（土） 秋期瞑想行修会

22(木) 行修会 25 (日） 行修会 4（日） 秋期瞑想行修会

11 (日） 行修会、運営委員会 17(土） 行修会 7（水） 講習会

11月 18 (日） 行修会、日曜講習会 8（木） 講習会

25 (日） 行修会、日曜講習会 9（金） 講習会

25（日） 理事会

1(土） 研修科 13(木) 行修会 15日（土） 1日行修会 2 (日） 行修会 望年会 1 (土） 芋洗い  9(日） 行修会 2（日） 教務委員会

2 (日） 行修会、日曜講習会 23 (日） 行修会

9 (日） 行修会、運営委員会 15（土） 行修会 5（水） 講習会

12月 16 (日） 行修会、越年会 6（木） 講習会

23 (日） 納会、体操教室 7（金） 講習会

6 (日） 新年行修会、運営委員会 10(木) 行修会 19（土） 行修会 6 (日） 行修会 5 (土） 芋洗い 13 (日） 行修会

13 (日） 行修会、新年会 24(木) 行修会 27 (日） 勉強会

1月 20 (日） 行修会 19（土） 勉強会

27 (日） 行修会 27 (日） 青年会 27（日） 教務委員会

3 (日） 行修会、体操教室 14(木) 行修会 23（土） 勉強会 3 (日） 行修会 2 (土） 芋洗い 10 (日） 行修会 3（日） 理事会

10 (日） 行修会、運営委員会 28(木) 行修会 24 (日） 行修会 6（水） 講習会

16 (土） 寒さに鍛える土日行修会 16（土） 行修会 7（木） 講習会

2月 17 (日） 寒さに鍛える土日行修会 8（金） 講習会

24 (日） 行修会 24 (日） 青年会

2(土） 研修科 14(木) 行修会 23（土） 1日行修会 3 (日） 行修会 2 (土） 芋洗い 10 (日） 行修会 3（日） 理事会

3(日） 行修会 28(木) 行修会 24 (日） 勉強会 6（水） 講習会

10 (日） 行修会、運営委員会 7（木） 講習会

3月 16 (土） 中村天風実践プログラム 16（土） 行修会 8（金） 講習会

17 (日） 中村天風実践プログラム 10（日） 評議員会

24 (日） 行修会 24 (日） 青年会 16（土） 中村天風実践プログラム

31 (日） 行修会 17（日） 中村天風実践プログラム

月 　木曜行修会 さいたまの集い

東 京 の 会

青年会

＊4日は秋期瞑想行修会の
為お休み

（27日は、事務局
のためお休み）

     　 平成30年度 公益財団法人天風会認定 東京の会　行事予定                   作成日：平成30年7月1日

    野田の集い東京の会 飯能の集い 練馬の集い
財団主催行事
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