
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 支部事務局
（011）211-7007

2013/5/16 第211回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

2013/7/3・4 第19回水道配管技術研修
会

旭川市 対象：支部正会員

2013/7/4 第７回北海道地方支部災
害時相互応援訓練

岩見沢市・
小樽市

対象：地区協議会内正会員

2013/7/18 第212回北海道地方支部
理事会

北見市 対象：支部役員

2013/7/18 第84回北海道地方支部総
会

北見市 対象：全会員

道央地区
（011）385-1213

2013/5/9 第71回道央地区協議会総
会

岩見沢市 対象：地区協議会内正会員

2013/7/4 道央地区災害時相互応援
訓練

岩見沢市・
小樽市

※情報伝達訓練（支部訓練と同時開催）

道西地区
（0138）27-8711

2013/5/9 第77回道西地区協議会 せたな町※ 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2013/5/14 第81回道南地区協議会 厚真町 対象：地区協議会内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2013/5/15 第53回道東地区協議会総
会

音更町 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2013/6/4・5 第80回道北地区協議会総
会

北空知広域
水道企業団

対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2013/5/22・23 第53回東北主要都市労務
担当者会議

八戸市

2013/7/4 第192回幹事会、第82回
東北地方支部総会

会津若松市

2013/7/25・26 第44回東北主要都市水道
技術管理者協議会

石巻市

秋田県支部
（018）863-3757

2013/5/22 秋田県支部総会 秋田市 対象：全会員

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2013/5/22 水質研究発表会運営委員
会①

東京都

2013/5/31 第１回幹事会 東京都

2013/6/6
 以降随時

技術継承研修 横浜市・東
京都

2013/7/9 第81回関東地方支部総会 千葉県

支  部  だ  よ  り

※日水協非会員都市。北海道地方下水道協会道西地区支部定期総会と同日開催。



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2013/6～8 技術技能研修 名古屋市 対象：正会員

2013/7/10・11 水道技術講習会 津市

2013/7/31 中部地方支部総会 金沢市 対象：全会員

静岡県支部
（054）354-2704

2013/6 第58回静岡県支部総会 静岡市 対象：県支部幹事都市

2013/7 水道講習会 牧之原市 対象：県支部正会員、参加費無料

新潟県支部
（025）266-9311

2013/5/21 平成25年度第１回役員会 新潟市

2013/5/21 第56回総会 新潟市

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2013/6/ 未定 日本水道協会大阪府支部
及び各水道協議会事務担
当者連絡会議

未定 対象：各協議会会長市、関西地方支部事
務担当者

2013/7/ 未定 水道施設見学研修会及び
研修会

未定 対象：支部会員

2013/7/ 未定 技術者等養成委員会 未定 対象：委員

京都府支部
（0773）62-1633

2013/5/24 平成25年度第１回幹事会 長岡京市 対象 :府支部役員

2013/5/24 第58回日本水道協会京都
府支部総会

長岡京市 対象 :府支部会員

兵庫県支部
（0797）38-2356

2013/5/10 第219回幹事会 芦屋市 対象：幹事会構成者

2013/5/10 第56回総会 芦屋市 対象：全会員参加費無料

2013/6/ 中旬 第55回技術研究会 但馬・丹波
ブロック

対象：正会員のうち主に技術系職員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2013/5/30 第186回幹事会 鳥取市 対象：幹事

2013/6/ 中旬 県支部事務担当者連絡協
議会

広島市 対象：県支部長都市事務担当者

2013/7/11 第187回幹事会 松江市 対象：幹事

2013/7/11 第82回総会 松江市 対象：支部会員

岡山県支部
（086）234-5906

2013/6/ 下旬 技術講習会 岡山市 対象：正会員

2013/7/ 上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2013/7/ 中旬 技能講習会 倉敷市 対象：正会員

鳥取県支部
（0857）53-7952

2013/6 第55回水道週間

九 州 大分県支部
（097）538-2403

2013/7/ 中旬 事務研究会 日出町 対象：正会員

2013/7/ 下旬 技術研究会 杵築市 対象：正会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2013/7 平成25年度水道関係経理
講習会

鹿児島市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

第１回幹事会を大阪市にて開催
４月９日、大阪市中央区のシティプラザ大阪において第１回幹事会を開催しました。
事務局から本幹事会に先立ち開催しました表彰審査委員会の報告とあわせて、平成24年度会務報告、
平成26年度大阪府支部総会などの報告事項の説明の後、平成24年度支部会計決算の認定（監査報告を含
む。）、平成25年度事業計画（案）、平成25年度支部会計予算（案）、平成25年度支部総会会員提出問題を
審議し、原案どおり承認されました。

（兵庫県支部）

兵庫県支部平成24年度全会員講習会（芦屋市：３月８日）
兵庫県支部の正会員・賛助会員・特別会員を対象とした事業として、芦屋市において、平成24年度全
会員講習会が開催され、正会員20名、賛助会員16名、特別会員１名の参加がありました。講師には
STRONG株式会社　代表取締役 CEO　安田強氏をお招きし「成長し続ける人と組織であるために」を
テーマにご講演をいただきました。安田氏は、日本はもちろんアメリカでも著名なボディビルダーとし
て活躍され、現在はフィットネス関連会社の経営者としてご活躍中であり、その知識と経験から、「組織
と人」及び「健康」についてご講演いただきました。参加者はスポーツ選手として、また他業種の経営者
としての経験談に大変興味深く耳を傾けていました。また講演会終了後も活発な質疑応答が行われました。
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