
平成２８年度 年間行事計画
○会長要出席 【 】は会長の役割

○毎月、平日の初日(火曜日は除く)に職員会議（原則 １４：００～）

月 法 人 本 部 障害者自立交流センター 視聴覚障害者情報センター

１ 理事会、職員表彰、 ４ 県障害者スポーツ大会
(金) 辞令交付等 プログラム編成会議

（ハートピア） (月) （ハートピア）
○【挨拶等】

４ １７ 県障害者水泳大会 １２ 県障害者スポーツ大会 ７ 九州視覚障害者施設協
(日) （ハートピア） 企画委員会 議会理事会(福岡)

(火) （ハートピア） (木)

２ １ 九州各県団体長及び ２８ 県障害者スポーツ大会
(木) 事務局長会議 代表者会議
２ ２ (長崎) 〇 (木) （ハートピア）
(金)

１６ 協会監事 監査 ９ 協会監事 監査 ９ 協会監事 監査
５ (月) （ハートピア） (月) （ハートピア） (月) （ハートピア）

１１ 日本身体障害者福祉 県障害者スポーツ大会
(水) 大会 京都大会 １５ （鴨池補助競技場、
１２ ハートピア他）
(木) (日) ○【なし】

２６ 評議員会・理事会
(木) （ハートピア） ２８ 全国統一手話通訳者受

○【挨拶 議長】 験者対応学習会
(土) (ハートピア)

２９ スポーツ指導員フォ
(日) ローアップ研修会

(ハートピア)

３０ ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会
(月) (ハートピア)

１５ 県身体障害者相談員 １ 県障害者スポーツ大会 １２ 鹿児島ロービジョンフ
(水) 協議会理事会 (水) 企画委員会 （日）ォーラム（ハートピア）

６ （ハートピア）〇 （全スポ派遣選考会）
（ハートピア） 17（金） 視覚障害リハビリテー

～ ション研究発表会（静
19（土） 岡）

23(木) 全国聴覚障害者情報提
24(金) 供施設協議会総会(大

阪市)

全国視覚障害者情報施
未定 設協会総会研修会(未定)

３ 県視覚障害者卓球大 １ 水泳大会 １７ 九州ロービジョンフォ
７ (日) 会 ８ (ハートピア) （日）ーラム（宮崎）

１３ 県身体障害者グラウ（月） ２８ 夏休み一日手話教室
(水) ンドゴルフ大会(霧島) (木) （ハートピア）

１６ 全国障害者スポーツ ２９ 夏休み一日点字教室
(土) 大会合同練習 (金)

（ハートピア） （ハートピア）

１０ 県身体障害者ゲート ３ 夏休み一日手話・聴
８ (水) ボール大会～九州大 (水) 覚障害者教室

会予選 (霧島) （小中学生対象）
（ハートピア）

下旬 障害者社会参加推進
協議会（ハートピア） 26（金） ロービジョン学会（新

○【挨拶 議長】 ～ 潟）
28（日）



月 法 人 本 部 障害者自立交流センター 視聴覚障害者情報センター

９ 1(木) 九州各県団体長及び ２３ 自立交流センター運 8(木 九州視覚障害者施設協
2(金) 事務局長会議（長崎） （金） 営協議会 （ハートピ 9(金 議会大会(佐賀)

〇 ア）
〇 【挨拶】 29（木）

１６ 正・副会長会議～表彰 30（金） サピエ研修会(東京）
(金) 審査会（ハートピア）

○【挨拶 議長】

５ 県知事表彰審査委員会 20(木 全国視覚障害者情報
(水) （県庁） 21(金 施設協会大会(熊本)

１６ 県障害者ボウリング
１０ (日) 大会 （鹿児島市内）

２２ 全国統一手話通訳者
２０ 全国障害者スポーツ大 (土) 事前学習会
(木) 会 結団式 (ハートピア)

○【団長 結団宣言】

22(土 全国障害者スポーツ大 ２ ２ 鹿児島ロービジョンフ
～ 会（岩手） (土) ォーラム研修会

24(月 ○【団長】 （ハートピア）

６ 県障害者卓球大会
(日) (ハートピア) １５ 聴覚障害者向けソフト

（火） 制作担当職員研修会
１６ 県障害者保健福祉大会 ～

１１ (水) ○県民交流センター １７
【閉会挨拶】 （木）

２３ 県障害者スポーツ指導
(水祝) 員養成講習会
26(土 （ハートピア）
27(日)

17(木 九州身体障害者福祉大会
18(金 ・九州ブロック身体障害

者相談員研修会 （長崎）

４ 障害者作品展示即売会 ４ あったか交流フェスタ ３ 全国統一手話通訳者
１２ (日) (日) （ハートピア） (土) 試験 （ハートピア）

○【開会式挨拶】
８ 理事会・評議員会 ６(火 全国聴覚障害者情報提

（木） (ハートピア) ７(水 供施設協議会九州ブロ
〇【挨拶・議長】 ック会議(宮崎)

H29 ４ 関係先年始あいさつ ２９ スポーツボランティア ２６ 情報センター運営協議
(水) ○【県庁等挨拶まわり】 (日) 養成講座（ハートピア） 会 ～ 視覚障害関係

１ (木) (ハートピア）〇挨拶】

未定 県社会福祉審議会 ５ バトミントン大会 ４ 鹿児島ロービジョンフ
○副会長出席 (日) （ハートピア） (土) ォーラム勉強会

（ハートピア）
２

１８ レクスポ大会 １９ 全国統一要約筆記者
(土) (ハートピア) (日) 認定試験(ハートピア)

中旬 正・副会長会議 ４ ボランティア研修会
（ハートピア） (土) （ハートピア）

３ ○【挨拶 議長】

下旬 評議員会及び理事会
（ハートピア）

○【挨拶 議長】

下旬 日身連評議員会 ○


