平成30年４月～平成31年３月 実施計画 (注：日付の記入がないものは日時未定です。)
月

4
5

6

日

曜日

本部事業 ・ 部会事業

１０日 (火)

自動車部会 役員会 障害者交流センター

日

曜日

30.7.20現在

日身連 ・ 関ブロ ・ 相談員・その他

１３日 ( 金） 婦人部会 役員会 障害者交流センター

２５日 (水) 障害者結婚相談実務担当者連絡会（栃木県庁北別館）

２７日 （金)

身体障害者相談員 監査、役員会 障害者交流センター

２７日 (金)

身体障害者相談員 監査、役員会 障害者交流センター

１４日 (月)

監事監査 共同作業所地域交流ホーム

２７日 （日)

ふれあいピック春季大会(陸上競技)

１６日 (水) 理事会 障害者交流センター

※その他の競技日程は次のとおり

１７日 (木) 自動車部会 総会 障害者交流センター

４/２９(日)アーチェリー、５/１３(日)卓球、FD、ボウリング

１８日 （金）

婦人部会 総会 障害者交流センター

５/２０(日)水泳、卓球(STT)

１９日 (土）

青年部会 役員会 障害者交流センター

３０日 (水)

定時評議員会 障害者交流センター ホール

２日 （土）

青年部会 総会 障害者交流センター
１３日 (水)

～１４日(木)第６３回日本身体障害者福祉大会
(ぐんま大会) 定時評議員会、政策会議、歓迎レセプション

２０日 （水）

～２２日（金） 第６５回身体障害者温泉療養

第６３回日本身体障害者福祉大会 ぐんま大会

山梨県 ホテル湖龍

7

１日 （日）

第８４回 ふれ愛のつどい

１日 (日) 第８４回 ふれ愛のつどい

４日 (水)

第６０回埼玉県児童生徒美展 第２回打合せ

５日 (木) ～６日(金) 春季日身連関東甲信越静ブロック団体長会議

６日 （金)

婦人部会 役員会 障害者交流センター

１０日 （火）

茨城県

自動車部会 役員会

１２日 (木) 身体障害者相談員連絡協議会・第１回研修会

１２日 （木) 身体障害者相談員連絡協議会・第１回研修会

障害者交流センター ホール
２６日 (木)

レイクビュー水戸

障害者交流センターホール
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３１日 (火) 理事会 障害者交流センター

8
9

２３日 (木)

第６０回埼玉県児童生徒美展 中央審査会 交流センター

２６日 （日）

青年部会 青年部育成料理教室

２日 (日) ～ ３日(月) 青年部会 研修会
４日 （火） 自動車部会 役員会
７日 （金） 婦人部会 手芸講習会
２４日 （月）

自動車部会 第３８回運転技能競技大会
新座市 東園自動車教習所

10

３０日 (日) 彩の国ふれあいピック秋季大会

５日 （金） 婦人部会 役員会
８日 (月) 身体障害者相談員 第２回研修会 障害者交流センター
１４日 （日） ～１５日（月） 自動車部会 一泊研修会・祈願祭

８日 (月)

身体障害者相談員 第２回研修会 障害者交流センター

１３日 (土) ～１５日(日) 第１９回全国障害者スポーツ大会(福井県大会)

２０日 (土) ～２１日（日） 第６０回埼玉県児童生徒美術展覧会
会場

11

さいたま市 プラザノース

日 ( ) ～ 日( )婦人部会 一泊研修会

１日 (木) ～２日(金) 秋季日身連関東甲信越静ブロック代表者会議

１０日 （土）

第８５回 ふれ愛のつどい 会場

埼玉会館

１１日 （日）

青年部会 ボウリング教室 南古谷ウニクスボウル(予定）

１３日 （火）

自動車部会 第２３回技能講習会

神奈川県

会場

湯本富士屋ホテル

１０日 (土) 関東甲信越静ブロック結婚相談 合同友愛の集い
及び第８５回 ふれ愛のつどい

会場 埼玉会館

川島町交通教育センターレインボー埼玉
２９日 (木)

12
1

婦人部会 料理講習会 上尾中央公民館

日 ( ) 身体障害者相談員 第３回研修会

日 ( ) 身体障害者相談員 第３回研修会

日 （ ） 身体障害者相談員 第４回研修会

日 （ ） 身体障害者相談員 第４回研修会

日 （ ）

第６１号広報紙 並びに 広報ＣＤの発行

日 （ ）

婦人部会 新年会
２２日 (火 )

１９日 (土)
日 （ ）

～２０日（日）青年部会 役員会 県民活動総合センター(予定）

東京都

３日 （日）
１０日 （日）
日 （ ）

場所 アルカディア市ヶ谷「私学会館」

自動車部会 役員会 障害者交流センター
地区別福祉研修会(１月～２月 県内５か所)

2

日身連関東甲信越静ブロック協議会身体相談員研修会

地区別福祉研修会（1月～２月 県内５ケ所）

青年部会 第３５回卓球大会 準備 （予定）
青年部会 第３５回卓球大会 障害者交流センター
自動車部会 第２３回無事故・無違反表彰式
・交通法規講習会

日 ( )

婦人部会 健康指導教室 障害者交流センター

日 ( ) 第６１回埼玉県児童生徒美術展覧会 第１回打合せ会

3

日 ( )

評議員会・理事会

障害者交流センター

日 ( )

結婚相談「ジャンボひまわりの集い」 (

県)

