
 平成 27 年度 日 程 経 過  

 

平成 27   26 (日) 支部第 34 回定期総会 

６月   31 (金) 組織部会 

1 (月) 労保事務組合役員会    

2 (火) 新加入者集会 ８月   

3 (水) 第 10 回執行委員会 1 (土) 新加入者集会 

3 (水) 分会会計監査 3 (月) 第 12 回執行委員会 

4 (木) 労保事務組合一日学習会 5 (水) マイナシバー制度研修会 

6 (土) 青年部機関紙作成 7 (金) 五役会 

7 (日) 労保事務組合総会 11 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

9 (火) 支部会計監査 17 (月) 幹事会 

9 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 19 (水) 本部大会出席者打ち合わせ 

10 (水) 五役会 29 (水) 青年部幹事会 

16 (火) 幹事会    

18 (木) 分会総会(小田南) ９月   

20 (土) 青年部幹事会 1 (火) 
第 67 回本部定期大会 

20 (土) 分会総会(伊丹北・園田東 

・園田西・西宮・大庄) 

～2 (水) 

2 (水) 新加入者集会 

21 (日) 分会総会(中央・武庫) 8 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

24 (水) 分会総会(小田北) 12 (土) 教宣編集会議 

25 (木) 分会総会(立花南・川西) 13 (日) 機関紙作成 

26 (金) 分会総会(宝塚) 13 (日) コスモスの会幹事会 

27 (土) 分会総会(伊丹南・立花北) 14 (月) 第 1 回執行委員会 

   16 (水) 五役会 

７月   18 (金) 幹事会 

1 (水) 工事人会総会 24 (木) 拡大推進委員会 

2 (木) 新加入者集会 25 (金) 住技対部会 

2 (木) 
第 11 回執行委員会 

26 (土) 青年部幹事会 

～3 (金)    

4 (土) 青年部総会 10 月   

6 (月) 源泉説明会 1 (木) 支部・本部合同組織青対部会 

8 (水) 中央総決起大会 2 (金) 新加入者集会 

9 (木) 五役会 4 (日) 市民まつり準備 

12 (日) コスモスの会総会・幹事会 5 (月) 拡大宣伝カー 

13 (月) ホームズ拡大宣伝物配布行動 6 (火) 第 2 回執行委員会 

13 (月) 幹事会 6 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

16 (木) 青年部幹事会 7 (水) 県連第 60 回定期大会 

18 (土) 支部総会担当者打ち合わせ 7 (水) ホームズ拡大宣伝物配布行動 



8 (木) ホームズ拡大宣伝物配布行動 23 (月) 保険証交換(大庄) 

9 (金) 五役会 24 (火) 保険証交換(園田西・事業所対応) 

10 (土) 教宣編集会議 25 (水) 中央総決起大会 

11 (日) 尼崎市民まつり・住宅相談 26 (木) 保険証交換(園田東) 

12 (月) 機関紙作成 27 (金) 保険証交換(小田北) 

13 (火) 幹事会 28 (土) 保険証交換(西宮段上・中央・宝塚) 

15 (木) 労保事務組合中間会計監査 29 (日) 保険証交換(残り分) 

15 (木) 関西地協第 55 回定期大会 29 (日) コスモスの会幹事会 

16 (金) 青年部幹事会 29 (日) コスモスの会カルチャースクール 

16 (金) 県連・国保合同実務研修会 29 (日) 青年部レクリエーション(神戸動物王国) 

17 (土) 青年部機関紙作成 30 (月) 保険証交換(滞納者) 

18 (日) 県連 60 周年記念式典    

22 (木) 保険証交換会学習会(本部) 12 月   

25 (日) 本部第 35 回教宣実務学習会 2 (水) 新加入者集会 

28 (水) 
全建総連第 56 回定期大会 

2 (水) 支部・本部合同住技対部会 

～30 (金) 3 (木) 第 4 回執行委員会 

   4 (金) 会館清掃 

11 月   6 (日) 教宣実務学習会 

2 (月) 新加入者集会 8 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

4 (水) 第 3 回執行委員会 9 (水) マイナンバー研修会 

4 (水) 役員向け保険証交換学習会 9 (水) 建設国保実務担当研修会 

8 (日) バスツアー(神鍋高原) 10 (木) 保険証交換学習会総括会議 

10 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 11 (金) 五役会 

11 (水) 五役会 12 (土) 青年部機関紙作成 

11 (水) ホームズ拡大宣伝物配布行動 12 (土) 社保対部会 

12 (木) ホームズ拡大宣伝物配布行動 12 (土) 教宣編集会議 

13 (金) 幹事会 13 (日) 機関紙作成 

14 (土) 教宣編集会議 14 (月) 幹事会 

14 (土) 保険証交換(西宮) 17 (木) 青年部幹事会 

15 (日) 保険証交換(伊丹北) 20 (日) 法律相談 

15 (日) 機関紙作成 21 (月) 分会中間会計監査 

16 (月) 保険証交換(小田南) 23 (水) 賃対部会 

17 (火) 保険証交換(立花南) 24 (木) 組織部会 

18 (水) 保険証交換(県外) 24 (木) 支部中間会計監査 

18 (水) 青年部幹事会 26 (土) 新加入者集会 

19 (木) 保険証交換(立花北)    

20 (金) 保険証交換(伊丹南) 平成 28   

21 (土) 保険証交換(武庫) １月   

22 (日) 保険証交換(西宮山口・川西) 7 (木) 年末調整説明会 

12 (火) 第 5 回執行委員会 8 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 



12 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 9 (水) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

13 (水) 支部・本部合同書記局会議 10 (木) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

16 (土) 五役会 12 (土) 教宣編集会議 

19 (火) 幹事会 13 (日) 機関紙作成 

20 (水) 青年部幹事会 13 (日) コスモスの会幹事会 

22 (金) 支部・本部合同賃対部会 14 (月) 幹事会 

22 (金) 税金決算講習会 18 (金) 青年部幹事会 

24 (日) 分会組織活動者会議(神戸市勤労会館) 20 (日) 第 12 回支部・分会組織活動者会議 

27 (水) 税金申告実務担当者会議(本部) 22 (火) 青年部技能講習会 

27 (水) 尼崎地区労メーデー実行委員会 24 (木) 拡大宣伝カー 

29 (金) 青年技能講習会よびかけ電話行動 25 (金) 青年技能講習会 

31 (日) コスモスの会幹事会 27 (日) 賃金宣伝物配布 

   27 (日) 健康づくり教室 

２月   28 (月) 青年技能講習会 

1 (月) 県連賃金学習会と討論集会 30 (水) 青年技能講習会 

2 (火) 新加入者集会    

3 (水) 第 6 回執行委員会 ４月   

8 (月) 拡大推進委員会 2 (土) 新加入者集会 

9 (火) 五役会 2 (土) 青年技能講習会 

9 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 4 (月) 第 8 回執行委員会 

12 (金) 公契約条例制定をめざす会 5 (火) 拡大宣伝カー 

13 (土) 教宣編集会議 7 (木) 公契約条例学習会 

13 (土) 青年部幹事会 9 (土) 教宣編集会議 

14 (日) 機関紙作成 10 (日) 機関紙作成 

15 (月) 幹事会 10 (日) 青年技能講習会(実技) 

17 (水) 住技対部会 11 (月) 五役会 

19 (金) 税対部会 12 (火) 労保事務組合会計監査 

22 (月) 税金申告相談(尼崎) 12 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

23 (火) 税金申告相談(尼崎) 13 (水) 幹事会 

   13 (水) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

３月   14 (木) ホームズ拡大宣伝物配布行動 

1 (火) 第 7 回執行委員会 15 (金) 青年部幹事会 

2 (水) 新加入者集会 16 (土) 青年部機関紙作成 

2 (水) 税金申告相談(伊丹) 17 (日) 姫路支部 60 周年記念式典 

3 (木) 税金申告相談(尼崎) 18 (月) 公契約条例意向調査 

4 (金) 尼崎地区労メーデー実行委員会 24 (日) 幹部学習会 

6 (日) 青年部レクリエーション(もちつき大会) 25 (月) 青対部会 

8 (火) 五役会 27 (水) 公契約条例学習会 

29 (金) 統一メーデー    

      



５月      

1 (日) 地区労メーデー    

1 (日) 本部青年部レクリエーション(潮干狩り)    

2 (月) 新加入者集会    

2 (月) 第 9 回執行委員会    

2 (月) 先輩を大切にする集い(神戸)    

7 (土) 教宣編集会議    

8 (日) 青年部レクリエーション(いちご狩り)    

8 (日) 機関紙作成    

10 (火) ホームズ拡大宣伝物配布行動    

11 (水) 五役会    

11 (水) ホームズ拡大宣伝物配布行動    

12 (木) ホームズ拡大宣伝物配布行動    

14 (土) 出張幹事会 

(神戸フルーツフラワーパーク) 

   

～15 (日)    

17 (火) 住技対部会    

19 (木) 税対部会    

20 (金) 青年部幹事会    

21 (土) 社保対部会    

21 (土) 
本部青年部一泊学習会 

   

～22 (日)    

22 (日) コスモスの会幹事会    

23 (月) 先輩を大切にする集い(神戸)    

23 (月) 賃対部会    

25 (水) 組織部会    

25 (水) 本部大会 議長団打ち合わせ    

27 (金) 労保事務組合役員会    

28 (土) 分会会計講習会    

29 (日) 住技村部見学会(日吉ダム・美山)    

31 (火) 教宣部会    

 


