
― 行 事 予 定 ―

地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

東 北 東北地方支部長 2006/4/5 第49回会計監査 仙台市 対象：監事都市 (２都市)

(022) 249-2302 2006/4/7 第176回幹事会 仙台市 対象：役員都市 (13都市)

2006/4/7 功績者審査委員会 仙台市 対象：功績者審査委員

2006/6/15～16 第47回東北主要都市労務
担当者会議

秋田市 対象：東北主要都市､ 参加費：5,000円

秋田県支部
(018) 863-3757

2006/4/14 平成18年度第１回役員会 秋田市 対象：県支部役員

関 東 神奈川県支部 2006/4/中旬 監査会 川崎市

(044) 200-3094 2006/4/28 総会 藤沢市 正会員

2006/5/下旬 事務担当者会議 未定 〃

千葉県支部 2006/4 監査会 千葉市

(043) 211-8322 2006/4 第１回幹事会 千葉市 対象：正会員､ 参加費：無料

2006/5 千葉県支部総会 千葉市 対象：幹事都市

埼玉県支部 2006/4/上旬 監事会 さいたま市 対象：支部監事

(048) 832-1111 2006/4/下旬～
5/中旬

第１回幹事会 さいたま市 対象：支部幹事

2006/5/18予定 県支部総会 さいたま市 対象：支部会員､ 参加費：無料

栃木県支部 2006/4/上旬 監事会 宇都宮市 対象：監事

(028) 633-3241 2006/4/12 理事会 宇都宮市 対象：理事

2006/4/26 第50回県支部総会 宇都宮市 対象：正会員､ 参加費：無料

中 部 三重県支部
(059) 237-5801

2006/5/31 第52回県支部総会 亀山市 対象：県支部会員､ 参加費：無料

静岡県支部
(0543) 54-2703

2006/4/27 支部総会 磐田市 対象：支部会員､ 参加費：無料

岐阜県支部 2006/5/23 県支部役員会 中津川市 対象：役員

(058) 297-3505 2006/5/23 県支部総会 中津川市 対象：支部会員､ 参加費：無料

石川県支部 2006/4/中旬 会計監査 金沢市

(076) 220-2611 2006/4/中旬 役員会 金沢市 対象：役員

2006/5/18 総会 小松市 対象：支部会員

富山県支部
(076) 432-8740

2006/4/18 平成18年度第１回富山県
支部役員会

富山市

2006/5/23 第51回富山県支部総会 小矢部市 対象：正会員､ 特別会員､ 賛助会員

2006/6/中旬 技術管理部会 富山市 対象：正会員

新潟県支部 2006/4 監事会 新潟市 対象：県支部監事､ 会計監査

(025) 266-9311 2006/5/11～12 第28回水道事業管理者
(局長・課長) 協議会

津南町 対象：正会員の経営主任者

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

2006/5/23 第１回役員会 上越市 対象：県支部役員

2006/5/23 第49回総会 上越市 対象：全会員

2006/4～6 ブロック別研修会

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2006/4/27 第１回幹事会 貝塚市立
中央公民館
視聴覚室

対象：幹事､ 監事

〃 日水協大阪府支部総会 貝塚市
コスモスシ
アター
中ホール

対象：支部会員 参加費：無料

2006/6/未定 事務担当者連絡会議 未定 対象：各上水道協議会会長市､ 関西地方
支部事務担当者

京都府支部
(075) 955-9538

2006/5/19 第51回日本水道協会京都
府支部総会

福知山市 対象：府支部会員

2006/5/19 平成18年度第１回幹事会 福知山市 対象：府支部役員

兵庫県支部 2006/4/上旬 第48回監事会 姫路市 対象：監事 (２会員)

(0792) 21-2790 2006/4/28 第198回幹事会 芦屋市 対象：幹事会構成者 (22会員)

2006/4/28 第49回兵庫県支部総会 芦屋市 対象：支部全会員 参加費：無料

滋賀県支部 2006/4/未定 会計監査 大津市 対象：県支部 幹事､ 監事

(077) 528-2601 2006/4/未定 第１回幹事会 大津市 対象：県支部 幹事､ 監事

2006/5/24 滋賀県支部 総会 甲賀市 対象：県支部 正会員､ 賛助会員

中国四国 中国四国地方支部長 2006/4/13 会計監査 広島市 平成17年度会計の監査

(082) 511-6806 2006/5/16 第162回幹事会 下関市 対象：幹事

2006/6 県支部事務担当者連絡協
議会

広島市 対象：県支部長都市担当者

広島県支部 2006/4 会計監査 呉市 対象：監事

(0823) 26-1603 2006/4 役員会 呉市 対象：役員

2006/4/14 水道技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2006/5 役員会 廿日市市 対象：役員

2006/5 総会 廿日市市 対象：支部会員

岡山県支部 2006/4/下旬 役員会 岡山市

(086) 224-5411 2006/5/25 第51回県支部総会 総社市

鳥取県支部
(0857) 53-7912

2006/5/12 県支部総会 米子市 対象：正会員､ 特別会員､ 賛助会員

高知県支部
(088) 821-3208

2006/4/24 第51回高知県支部総会 高知市 対象：県支部会員
参加費：3,000円

九 州 鹿児島県支部 2006/4/27 第１回役員会 鹿児島市 対象：役員都市

(099) 213-8502 2006/4/27 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員 負担金：2,000円


