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令和３年度 ファルクラム租税法研究会 

ゼミ・レクチャー今後の予定一覧 

令和 3 年 4 月 8 日現在 

 

令和３年度のファルクラム租税法研究会ゼミ及びレクチャーの今後の予定は次のとおりです。 

＊ 予定変更等の場合には HPもしくは事務局よりお知らせいたします。あらかじめご了承ください。 

＊ 新型コロナウイルス感染症の情勢によっては、開催日時の変更、開催人数の制限、開催方法の変更、会場の変更

等を行うことがございます。必ず HPをご確認くださいますようお願い申し上げます。 

＊ 当日につきましては、マスク着用のほか、入口にてアルコール除菌と検温のご協力をお願い申し上げますととも

に、体調の優れない方はご参加をお控えいただき Web受講等のご検討をお願い申し上げます。 

＊ アコード租税総合研究所主催の各種委員会につきましては、詳細が決まり次第 HP 等にてお知らせいたします。 

 

～ゼミ部門～ 

＊ スタンダードゼミと同日・同会場にて、プロゼミ、研究ゼミを開催いたします。 

開催時間はすべて以下のとおりです。 

・ スタンダードゼミ 15:30～17:30 

・ プロゼミ     13:30～15:00 

・ 研究ゼミ     10:15～12:25 

研究会等 日程等 講演者 

４月 

第 90 回スタンダードゼミ・第 56 回プロゼミ 

第 49 回研究ゼミ〔公開講座〕「税務論文の書き方」*1 

4 月 10 日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

第 91 回スタンダードゼミ・第 57 回プロゼミ・第 50 回研究ゼミ 4 月 24 日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

５月 

研究ゼミ 特別課外プログラム（国会図書館） 5 月 10 日(月) 

 

16時集合 

希望者のみ 

臼倉真純 

６月 

第 92 回スタンダードゼミ・第 58 回プロゼミ・第 51 回研究ゼミ 6 月 12 日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

第 52 回 研究ゼミ（特別課外プログラム：東京地方裁判所） 6 月 23 日(水) 9 時 45 分集合 酒井克彦 代表 

７月 

第 93 回スタンダードゼミ・第 59 回プロゼミ・第 53 回研究ゼミ 7 月 10 日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

９月 

第 94 回スタンダードゼミ・第 60 回プロゼミ・第 54 回研究ゼミ*2 9 月 11 日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

10月 

第 95 回スタンダードゼミ・第 61 回プロゼミ 10月 2 日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 
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＊１ 令和 2 年度研究ゼミに観覧席を設けます。研究ゼミ〔令和 3 年度〕へご入会検討中の方は是非ご参加ください

（参加無料）。 

＊２ 研究ゼミ〔令和 3 年度〕中間発表会を開催します。研究ゼミ以外のファルクラム会員の方は、オブザーバーとし

てご参加いただけます（参加無料）。 

 

～レクチャー部門～ 

＊ 上記のほか、隣接業法レクチャーの開催を予定しております。 

 

～公開セミナー・イベント等～ 

イベント等 日程等 講演者 

公開セミナー 

令和３年度 第１回公開セミナー 

「生命保険の名義変更と課税 ―通達改正を目前にー(仮)」 

6 月予定（平日） 14:30 開始予定 酒井克彦 代表 

第 55 回 研究ゼミ 特別課外プログラム（国会議事堂） 10～11 月（平日） 未定 酒井克彦 代表 

11月 

第 96 回スタンダードゼミ・第 62 回プロゼミ・第 56 回研究ゼミ 11月 13日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

12月 

第 97 回スタンダードゼミ・第 63 回プロゼミ・第 57 回研究ゼミ 12月 11日(土) 時間上記参照 酒井克彦 代表 

１月 

第 98 回スタンダードゼミ・第 64 回プロゼミ・第 58 回研究ゼミ 開催日未定 未定 酒井克彦 代表 

応用レクチャー 講演者 

「相続税法の完全制覇」（全５回） 
6 月配信開始 

6 月～8 月の間に全５回 
Web 配信 酒井克彦 代表 

応用レクチャー  

「令和３年度 最新重要租税判例解析講座」（全５回） 
10月配信開始 

10月～12 月の間に全５回 
Web 配信 酒井克彦 代表 

基礎レクチャー〔資産税〕  

テーマ未定 秋頃予定 Web 配信 未定 

基礎レクチャー〔法人税〕  

 テーマ未定 秋頃予定 Web 配信 未定 

税制改正レクチャー  

「令和４年度税制改正について語る 

ー 酒井教授が語る改正のポイントと実務への影響」 
令和４年１月予定 Web 配信 酒井克彦 代表 
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令和３年度 第２回公開セミナー 10月頃予定  酒井克彦 代表 

夏季合宿 

第８回 秋季勉強合宿（１泊２日） 11月 19日（金）

～20 日（土） 

静岡県御殿場市 

予定 

酒井克彦 代表 

イベント 

ファルクラム 10 周年記念パーティ 10月 2 日（土） 

（同日のスタンダー

ドゼミ終了後） 

場所未定 酒井克彦 代表 

＊ 上記のほか、忘年会等の開催を予定しております。 

 

 以上 
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