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 旭川機工商業振興会

１月15日	 新年賀詞会　40名
	 	 （アートホテルズ旭川）
２月26日	 ボウリング大会　41名
	 	 （ラウンドワン旭川）
＜行事予定＞
６月29日	 第33期定期総会	（アートホテルズ旭川）
７月	 ゴルフ大会
７月	 納涼ビール大会
10月	 研修会

 札幌機工商業会

１月５日	 新春賀詞交歓会　94社224名
	 	 （東京ドームホテル札幌）
１月14日	 役員会	 （東京ドームホテル札幌）
２月26日	 第54回定時総会　87社101名
	 	 （東京ドームホテル札幌）
２月26日	 役員会	 （東京ドームホテル札幌）
５月21日	 ゴルフ部会月例会	 （札幌エルムCC）
５月27日	 役員会	 （東京ドームホテル札幌）

＜行事予定＞
６月７日	 ゴルフ部会月例会	 （エムズCC）
７月５日	 ゴルフ部会月例会	（リージェンドCC）
７月下旬	 夏期研修会
７月下旬	 北海道ブロック会議
７月下旬	 ビール会
８月20日	 ゴルフ３部対抗戦	（苫小牧エミナCC）
９月８日	 ゴルフ部会月例会	（スェーデンヒルズ）
９月下旬	 役員会
10月１日	ゴルフ部会月例会	 （札幌エルムCC）
11月４日	第27回ボウリング大会
	 	 （スガイディノスボウル）
11月下旬	役員会

 岩手イーハトーヴ機工会

１月27日	 ボウリングと懇親会　13社39名	
	 	 （北上ヤングボウル　幸楼）
４月15日	 2015年度事業報告と決算
	 2016年度事業計画と予算の承認
	 永年勤続表彰　13社13名
	 	 （ホテルシティプラザ北上）

　「かいほう」平成28年7月1日号より
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＜行事予定＞
６月	 工場見学
８月	 親睦会
10月	 セミナー

 宮城機工会

12月４日	忘年会　67名	 （仙台サンプラザ）
１月21日	 全機工連常任理事会
２月２日	 合同執行部会
２月５日	 第39回東北機械工具商連合会大会開

催、129名　当会から85名出席
２月12日	 役員会
２月26日	 合同執行部会
３月25日	 青年部主催「製販懇談会」
	 特別会員18名出席
４月23日	 役員会＆監査会
４月28日	 青年部会「総会」
５月18日	 第61回平成28年度定時総会　60名
	 	 （仙台サンプラザ）
＜行事予定＞
６月28日	 役員会
７月27日	 東北機工連　総会＆東北ブロック会長

会議
８月５日	 第60回平成28年度永年勤続者表彰式＆

ビアパーティ	 （仙台サンプラザ）
10月26日	第42回全機工連全国大会
	 	 （第一ホテル東京）
10月	 役員会
10月	 第16回親睦ゴルフ大会
11月	 東北機工連　東北ブロック会長会議
12月２日	忘年会	 （仙台サンプラザ）

 石巻機工会

２月５日	 東北機工連大会
５月21日	 ボウリング大会
＜行事予定＞
７月	 定例理事会
８月	 定時総会
９月	 釣り大会
12月	 定例理事会、忘年会

 秋田機工会

２月５日	 第39回東北機工連大会
	 	 （仙台　パレスへいあん）
５月	 第１回役員会
＜行事予定＞
６月	 定時総会
７月	 東北機工連　総会及び会長会議	（仙台）
７～８月	 親善焼肉・生ビール大会
９～10月	工場見学会
11～12月	親善ボウリング大会　

 山形機工会

１月27日	 例会及び新年会	 （紅山水）
２月５日	 東北機工連大会	（パレスへいあん仙台）
３月18日	 例会	 （のろ川）
＜行事予定＞
６月	 定時総会及び講演会
７月	 東北機工連総会及び第１回会長会議
７月	 例会
10月	 東北機工連第２回会長会議
10月	 例会
11月	 研修会
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 福島機工会

２月５日	 東北機械工具商連合会大会	 （仙台市）
４月19日	 第52回通常総会　12名
	 	 （穴原温泉　いづみや）
＜行事予定＞
５月	 観桜会、情報交換会
８月	 納涼会、情報交換会

 郡山機工会

２月５日	 第39回東北機工連大会
	 	 （パレスへいあん）
３月16日	 役員会	 （あ吽）
４月21日	 総会	 （郡山ビューホテル）
５月28日	 前期ゴルフコンペ	
	 	 （宇津峰カントリークラブ）
＜行事予定＞
６月	 全日本機械工具商連合会　通常総会
７月	 東北機械工具商連合会第１回会長会議
７月	 役員会
８月	 ビアパーティ
９月９～10日　全国機工流通若手会
９月	 東北機械工具商連合会第２回会長会議

 いわき機工会

１月	 臨時総会及び新年会	 （小名浜　心源）
２月	 第39回東北機工連総会
	 	 （仙台　パレス平安）
４月	 個別役員会
＜行事予定＞
６月	 平成28年度いわき機工会臨時総会
７月	 東北機工連総会	 （仙台）
９月	 役員会

 茨城機工会

12月３日	第３回定例役員会
１月12日	 第４回定例役員会
１月21日	 新春賀詞交歓会並びに講演会
	 	 （水戸京成ホテル）
３月19日	 第１回茨城機工会ゴルフ同好会
	 	 （扶桑カントリー倶楽部）
３月28日	 第５回定例役員会
５月30日	 監査会／役員会	 （水戸京成ホテル）
＜行事予定＞
６月	 第28回茨城機工会定時総会
	 	 （水戸京成ホテル）
７月	 第１回定例役員会
８月	 親睦会／地曳網
９月	 第２回定例役員会
10月	 第３回定例役員会
11月	 第２回茨城機工会ゴルフ同好会　
11月	 第28回日本国際工作機械見本市
	 （JIMTOF2016）見学

 埼玉県機械機器商業協同組合

12月３日	青年中央会講演会	 （大宮）
12月10日	理事会　９名	 （鮨政）
１月19日	 総務委員会　２名	 （青山）
２月３日	 青年中央会新春講演会	 （大宮）
２月５日	 理事会　10名	 （パレスホテル大宮）
２月５日	 賀詞交歓会　79名	（パレスホテル大宮）
２月18日	 事業委員会　８名	 （廣川）
２月19日	 青年部新年会	 （池袋）
３月２日	 販売促進説明会　不二越㈱様　38名
	 	 （大宮ソニックシティ）
３月２日	 青年部勉強会（親会合同）
	 	 （大宮サンパレス）
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３月８日	 青年部定例会	（㈱NaITO　埼玉支店）
４月15日	 青年部定時総会	 （大宮）
５月21日	 通常総会　54名
	 	 （伊香保温泉　千明仁泉亭）
５月21日	 理事会　11名	 （千明仁泉亭）
５月21日	 親睦ゴルフ会　24名
	 	 （伊香保ゴルフ倶楽部）
５月25日	 青年部定例会
＜行事予定＞
７月	 厚生委員会
７月	 事業委員会
７月	 販売の為の商品勉強会
７月	 青年部暑気払い
７月	 青年部勉強会（親会合同）
９月	 理事会
９月	 青年部定例会
10月	 親睦ゴルフ会
11月	 理事会
11月	 青年部忘年会

 川口機械工具商業協同組合

12月１日	川口産業功労表彰式	 （フレンディア）
12月４日	工業振、代表者会議	（鋳物組合会議室）
12月22日	第５回理事会	 （博多っ子会議室）
１月６日	 賀詞交歓会　川口市新春交礼会
	 	 （リリア展示ホール）
１月６日	 賀詞交歓会　中小企業団体中央会
	 	 （清水園）
２月２日	 賀詞交歓会
	 工業振興協議会合同新年会
	 	 （銀座アスター）
２月５日	 総務・青合同新年会　新春懇談会
	 	 （太陽サパール江南春）

２月10日	 第１回役員会	 （山田商店会議室）
２月16日	 関東ブロック会議	 （東京会館）
３月10日	 第６回理事会	 （山田商店会議室）
４月28日	 監査会	 （加藤商店会議室）
５月６日	 第１回理事会	 （山田商店会議室）
５月25日	 第１回代表者会議	 （鋳物組合会議室）
５月26日	 第40期通常総会、懇親会
	 	 （太陽サパール江南春）
５月29日	 第２回理事会	 （太陽サパール江南春）
５月30日	 中央会通常総会
＜行事予定＞
６月７日	 厚生・青合同献血会	（山田商店駐車場）
６月	 第３回理事会	 （山田商店会議室）
６月	 全機工連総会
６月	 技術講習会	 （山田商店会議室）
７月１日	 工業振興協議会総会	 （十和田）
７月	 納涼会	 （山田商店駐車場）
８月	 第４回理事会
８月	 ボウリング大会	（青木グランドボウル）
９月	 工場見学
11月	 第５回理事会	 （山田商店会議室）
11月	 市長と経済団体との意見交換会
	 	 （川口市役所）
11月	 川口産業功労表彰式	 （フレンディア）

 千葉機工会

２月12日	 役員会
２月12日	 新年会	 （ホテルスプリングス幕張）
３月24日	 役員会
５月13日	 役員会
５月13日	 通常総会	 （ホテルスプリングス幕張）
＜行事予定＞
９月	 役員会
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10月15日	ゴルフコンペ
10月21日	商品知識勉強会

 東京都機械工具商業協同組合

12月３日	共済事業委員会、支部長会
	 	 （日暮里・ホテルラングウッド）
12月22日	情報推進委員会	 （組合会議室）
１月７日	 新年賀詞交歓会
	 	 （ロイヤルパークホテル）
１月21日	 全機工連常任理事会	 （機械工具会館）
２月４日	 理事会	 （機械工具会館）
２月９日	 青年部会新年会	 （芝浦　牡丹）
２月16日	 関東ブロック会議	 （東京会館）
２月17日	 東京大会企画委員会	 （機械工具会館）
２月18日	 賛助会員講師講習会（日本特殊陶業㈱）
	 	 （機械工具会館）
２月23日	 情報推進委員会	 （組合会議室）
３月24日	 東京大会広報委員会	 （機械工具会館）
４月７日	 賛助会員幹事会	 （機械工具会館）
４月12日	 機工メイト委員会	 （ホテル日航大阪）
４月13日	 全機工連広報委員会	 （組合会議室）
４月20日	 組合監事会（会計監査）	（組合会議室）
４月26日	 決算理事会	 （機械工具会館）
５月13日	 東京大会四委員長会議	 （組合会議室）
５月25日	 通常総会	 （機械工具会館）
＜行事予定＞
６月２日	 共済事業委員会、支部長会	 	

	 （目黒・香港園）
６月７日	 情報推進委員会	 （組合会議室）
６月８日	 東京大会実行委員会	 （機械工具会館）
６月14日	 青年部会総会	 （機械工具会館）
６月22日	 全機工連通常総会	 （機械工具会館）

６月23日	 総務教育広報委員会・福利厚生委員会
	 	 （機械工具会館）
７月	 賛助会員講師講習会（ミニター㈱）
	 	 （機械工具会館）
７月７日	 理事会	 （機械工具会館）
８月５日	 サマーフェスタ・永年勤続優良従業員

表彰式	 （目黒雅叙園）
８月	 経営・教育講座	 （機械工具会館）
９月	 賛助会員講師講習会（㈱テクロック）
	 	 （機械工具会館）
10月６日	理事会	 （機械工具会館）
10月	 情報推進委員会	 （組合会議室）
10月	 全機工連広報委員会	 （組合会議室）
10月26日	全機工連東京大会	 （第一ホテル東京）

 東京西部機械工具商業協同組合

12月１日	理事会	 （八王子すゞ香）
２月10日	 理事会	 （八王子商工会議所）
２月24日	 新春の集い	（京王プラザホテル八王子）
３月２日	 東京西部便り編集委員会
	 	 （八王子肉の山本）
３月22日	 理事会	 （八王子商工会議所）
４月８日	 監査会	 （八王子商工会議所）
４月18日	 理事会	 （八王子商工会議所）
５月18日	 理事会	 （八王子商工会議所）
５月18日	 通常総会	 （京王プラザホテル八王子）
５月下旬	 東京西部便り編集委員会
	 	 （八王子肉の山本）
＜行事予定＞
７月	 理事会	 （八王子すゞ香）
９月	 理事会	 （八王子商工会議所）
10月	 東京西部便り編集委員会
	 	 （八王子肉の山本）
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10月	 マス釣り大会	（大丹波国際虹ます釣場）
10月	 理事会	 （八王子商工会議所）
11月	 理事会	 （八王子商工会議所）

 神奈川県機械器具機材商業協同組合

12月５日	三支部交流会	 （ローズホテル横浜）
12月12日	横浜支部忘年会	 （野毛　ジィーロ）
12月17日	川崎支部月例会	 （南町会館）
１月23日	 川崎支部新年会	（荒崎海岸　さがみや）
２月10日	 西部支部ゴルフ大会及び新年会
	 	 （大厚木カントリークラブ）
２月12日	 横浜支部役員会	 （本部事務局）
２月18日	 川崎支部月例会	 （南町会館）
３月６日	 横浜支部レクリエーション
	 	 （ベイシェラトン　コンパス）
３月10日	 西部支部幹事会	 （厚木商工会議所）
３月11日	 横浜支部役員会	 （本部事務局）
３月14日	 川崎支部月例会	 （南町会館）
４月22日	 川崎支部総会	 （ルフロン雪国）
５月13日	 神機協総会	 （ローズホテル横浜）
＜行事予定＞
６月	 川崎支部月例会	 （南町会館）
	 横浜支部役員会
	 西部支部幹事会	
７月	 川崎支部月例会	 （南町会館）
	 横浜支部役員会
７月16日	 西部支部　地曳網大会	 （梅沢海岸）
８月	 川崎支部暑気払い
	 横浜支部役員会　
９月	 川崎支部月例会	 （南町会館）
	 横浜支部役員会　
10月	 川崎支部ボウリング大会
	 横浜支部役員会　

10月26日	全機工連全国大会（東京）
	 	 （第一ホテル東京）
11月	 川崎支部月例会	 （南町会館）
	 横浜支部役員会　
	 西部支部幹事会

 新潟機工会

１月25日	 役員会	 （新潟東映ホテル）
３月11日	 総　会　15社15名
	 新年会　35社37名
	 	 （新潟グランドホテル）
４月18日	 役員会	 （新潟東映ホテル）
＜行事予定＞
７月21日	 納涼会	 （ホテルオークラ新潟）
９月	 役員会	 （新潟東映ホテル）
９月27日	 親睦ゴルフコンペ	（中峰ゴルフ倶楽部）
11月25日	例会・忘年会

 長岡機工会

１月15日	 第１回役員会
	 	 （ホテルニューオータニ長岡）
３月４日	 平成28年度総会、新年懇親会
	 25社25名	 （かも川別館）
＜行事予定＞
６月中旬	 第２回役員会
７月29日	 納涼会	 （魚藤）
９月６日	 ゴルフコンペ	（長岡カントリー倶楽部）
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 長野機工会

１月21日	 第２回役員会	 （ホテルブエナビスタ）
２月16日	 全機工連関東ブロック会議	（東京会館）
３月24日	 第３回役員会	 （ホテルブエナビスタ）
＜行事予定＞
６月17日	 平成28年度定時総会
	 	 （ホテルブエナビスタ）
６月22日	 全機工連定時総会	 （機械工具会館）
７月21日	 第1回役員会	 （ホテルブエナビスタ）
９月９日	 会員研修会　真田幸村ゆかりの地めぐ

りと真田丸ドラマ館の１日
10月26日	第42回全機工連全国大会　東京大会
	 	 （第一ホテル東京）

 遠州機工会

１月６日	 賀詞交換会
	 	 （オークラアクトシティ浜松）
２月10日	 ボウリング大会	 （毎日ボウル有玉）
３月22日	 全機工連中部ブロック会議
	 	 （東京第一ホテル錦）
４月18日	 第５期遠州機工会総会
	 	 （ホテルコンコルド浜松）
＜行事予定＞
日時・場所未定　モノづくりに関する視察見学会
	 機械工具商の為の研修会、講演会
	 会員企業の従業員とその家族の為の福

利厚生事業
	 ビアパーティ
	 青年部自己研鑽事業

 岐阜機工会

12月10日	第２回幹事会	 （わだつみ海神）
１月21日	 新年賀詞交換会	 （岐阜会館）
３月22日	 全機工連中部ブロック会議
	 	 （東京第一ホテル錦）
４月８日	 ボウリング大会	 （ＡＣグランド）
５月９日	 第３回幹事会	 （新岐阜会議室）
＜行事予定＞
６月24日	 第４回通常総会	 （岐阜会館）
７月	 第１回幹事会
８月	 ビアパーティの集い
８月	 第２回幹事会	 （ホテルパーク）
９月９～10日　全国機工流通若手会
	 	 （ホテルパーク）
10月	 第４回ゴルフコンペ
11月	 講演会

 愛知県機械工具商業協同組合

12月１日	理事会
12月２日	東支部忘年会、青年部忘年会
12月５日	野球大会第12日
12月８日	中南支部忘年会
12月11日	南支部忘年会
12月13日	野球大会優勝戦
12月15日	中北支部忘年会
12月16日	北支部忘年会
12月17日	事業部会
12月22日	熱田支部忘年会
１月12日	 新年賀詞交歓会
１月16日	 北支部豊川稲荷初詣
２月４日	 ブロック会議打合せ（要項）
２月６日	 日帰りバスツアー
２月９日	 厚生部会
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２月16日	 理事会
２月27日	 尾張支部総会
３月７日	 ブロック会議打合せ
	 （パネルディスカッション）
３月９日	 野球大会の検証
３月11日	 経営対策部会、情報部会
３月15日	 総務部会
３月16日	 北支部総会
３月22日	 中部ブロック会議
３月25日	 中南支部総会
	 第76回野球キャプテン会議
３月26日	 第75回野球大会優勝戦
３月28日	 南支部総会、中北支部総会
４月６日	 東支部総会
４月６～７日
	 新入社員研修
４月８日	 西支部総会
４月12日	 人材開発委員会
４月15日	 三河支部総会
４月18日	 三役会、三役・常任委員会、理事会
４月28日	 熱田支部歴史探索会	 （岐阜）
５月12日	 組合通常総会
５月14日	 第76回野球大会開幕
５月21日	 野球大会第２日目
＜行事予定＞
６月１日	 三役会
６月２日	 理事会、経営者・管理者セミナー
６月３日	 青年部総会
６月11日	 野球大会３日目
６月18日	 熱田支部歴史探索会	 （三重）
７月６日	 経営者・管理者ビデオセミナー
７月22日	 熱田支部相撲名古屋場所観戦
７月23日	 野球大会４日目
７月30日	 野球大会５日目

８月６～７日
	 青年部キャンプの集い
８月６日	 野球大会６日目
８月27日	 野球大会７日目、理事会
９月24日	 野球大会８日目
10月22日	野球大会９日目、理事会

 三重県機械工具商組合

12月22日	第６回理事会　８名	（柿安　京町本店）
１月22日	 第７回理事会　８名	

	 （四日市シティホテル）
１月22日	 新年賀詞交歓会　97名	

	 （四日市シティホテル）
２月29日	 第８回理事会　８名	

	（四日市市勤労者・市民交流センター）
３月15日	 工場見学会　川崎重工神戸工場ほか　

29名
３月22日	 中部ブロック会議　16名	

	 （東京第一ホテル錦）
４月４日	 臨時理事会　８名	

	 （たまゆら四日市南店）
４月12日	 第１回理事会　８名	

	 （たまゆら四日市南店）
４月21日	 第２回理事会　12名	

	 （ホテルグリーンパーク　津）
４月21日	 第６回通常総会　61名
	 	 （ホテルグリーンパーク　津）
＜行事予定＞
６月９日	 第３回理事会
８月	 夏季行事（納涼懇親会）
９月	 親睦ゴルフコンペ
10～11月	工場見学会又は勉強会
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 石川県金属商業組合

２月25日	 三役会	 （石川県鉄工会館）
２月25日	 新春懇親会	 （ガーデンホテル金沢）
３月10日	 合同研修会	 （石川県鉄工会館）
３月10日	 三役会	 （石川県鉄工会館）
４月19日	 役員会	 （石川県鉄工会館）
４月19日	 平成28年通常総会	 （石川県鉄工会館）
＜行事予定＞
６月下旬	 三役会	 （石川県鉄工会館）
８月５日	 ビアパーティ	 （ホテル金沢）

 福井県機工商組合

１月12日	 かいほう142号を会員宛に送付
２月３日	 関西ブロック会議出席
	 	 （ホテルグランビア大阪）
２月24日	 理事会	 （吉岡幸株式会社）
５月12日	 平成28年度通常総会	

	 （ユアーズホテルフクイ）
	 講師：日本銀行福井事務所　所長
	 　　　村上憲司様
	 演題：「最近の金融経済情勢」
＜行事予定＞
８月	 理事会
９月	 会員・賛助会員　親善合同ボウリング

大会
10月26日	全機工連全国大会ｉｎ東京	

	 （第一ホテル東京）
11月	 研修会（講演会）

 滋賀県機械工具商組合

12月４日	忘年会	 （千茂登）
１月22日	 新年賀詞交歓会	

	 （ホテルボストンプラザ草津）
２月23日	 理事会	 （ホテルボストンプラザ草津）
２月23日	 定期総会	（ホテルボストンプラザ草津）
３月14日	 理事会	 （㈱山善	滋賀支店）
５月23日	 研修会「自由切削砥石の取替え又は取

替え時の試運転に掛かる特別教育」	
	 	 （トラスコ㈱中山プラネット竜王）
＜行事予定＞
７月中旬	 理事会	 （㈱山善滋賀支店）
８月下旬	 親睦ボウリング大会	（栗東ボウリング）
９月中旬	 研修会「経営幹部、及び営業職勉強会」
11月上旬	親睦ゴルフコンペ	

	 （近江カントリー倶楽部）
12月２日	忘年会	 （千茂登）

 京都府機械工具商業協同組合

12月２日	役員会	 （菊乃井）
１月８日	 理事会	 （京都東急ホテル）
１月８日	 賀詞交歓会　108名	（京都東急ホテル）
２月９日	 理事会	 （三光機工㈱）
２月26日	 ボウリング大会	 （吉祥院ボウル）
３月８日	 理事会	 （三光機工㈱）
４月12日	 理事会	 （三光機工㈱）
５月18日	 第39期総会	 （新都ホテル）
＜行事予定＞
６月13日	 理事会
７月29日	 理事会　納涼会
９月13日	 理事会
10月	 理事会、ゴルフ大会
11月	 理事会、ウォーキング大会
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 大阪機械器具卸商協同組合

１月６日	 新年賀詞交歓会
	 組合員・賛助会員550名
	 	 （ホテル大阪ベイタワー）
１月22日	 教育情報委員会	 （組合事務所）
１月25日	 総務委員会	 （ホテル大阪ベイタワー）
１月27日	 経営講座（人事労務編）30名	

	 （組合事務所）
	 講師：日比野大輔様（社会保険労務士）
２月３日	 関西ブロック会議　36名	

	 （ホテルグランビア大阪）
２月15日	 理事会	 （組合事務所）
２月17日	 経営講座（人事労務編）　81名	

	 （シティプラザ大阪）
	 講師　小原勉様（㈱工進　代表取締役）
２月23日	 活路研究・事業委員会	 （組合事務所）
３月14日	 教育情報委員会	 （組合事務所）
３月15日	 正・副理事長会議	 （組合事務所）
４月12日	 機工メイト委員会（全機工連）	

	 （ホテル日航大阪）
４月14日	 決算役員会	 （組合事務所）
４月27日	 事業承継セミナー　17名	（組合事務所）
５月12日	 総代会・講演会・事業報告会　120名
	 講師：尾池和夫先生
	 　　　（京都造形芸術大学学長）	

	 （シティプラザホテル大阪）
５月16日	 活路研究・事業委員会	 （組合事務所）
＜行事予定＞
６月７日	 親睦ゴルフ会　組合員・賛助会員
	 39名	 （宝塚ゴルフ倶楽部）
６月11日	 鳥羽へ日帰り旅行
	 組合所属会社の従業員と家族　257名
	 	 （近鉄貸切列車「楽」にて）
６月20日	 教育情報委員会	 （組合事務所）

７月19日	 理事会	 （組合事務所）
９月13日	 理事会	 （組合事務所）
11月９日	親睦ゴルフ会
11月17日	理事会	 （組合事務所）

 神戸機械工具金物商組合

１月23日	 新年賀詞交歓会　28社36名	
	 （ホテルオークラ神戸）

２月12日	 役員会　５名	 （生島機工㈱本社）
＜行事予定＞
６月	 役員会
７月	 定期総会	
10月	 日帰り旅行

 はりまＭＳ交流会

１月22日	 新年賀詞交歓会　99名	
	 （姫路キャッスルホテル）

２月３日	 全機工連関西ブロック会議	
	 （ホテル日航大阪）

２月25日	 青年部講習会
	 （スーパーツール・昭和電機）34名
	 	 （勤労市民会館）
３月２日	 役員会　９名	（姫路キャッスルホテル）
５月13日	 第18回定時総会　40名
	 	 （姫路キャッスルホテル）
＜行事予定＞
６月24日	 青年部ボウリング大会	

	 （青山スポーツガーデン）
７月22日	 ビアパーティ	 （まねき食品）
９月10日	 懇親ゴルフコンペ	 （龍野クラシック）
10月26日	全機工連東京大会
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10月	 福山教育研修会
	 「営業スキルアップ研修」
10月26日	全機工連東京大会

 高松機械工具商組合

12月10日	 12月例会＆忘年会　10社10名	 （吉甲）
２月３日	 関西ブロック会議　３名
２月10日	 ２月例会　10社10名	 （ひらい）
４月14日	 合同親睦ゴルフコンペ　13名	

	 　（高松グランドカントリークラブ）
４月14日	 総会＆懇親会　23名	 （料亭二蝶）
＜行事予定＞
７月	 研修旅行
８月	 例会＆講演会
10月	 例会

 下関機械工具商組合

２月５日	 新年会　５名	 （酒井）
３月９日	 西日本ブロック会議
５月13日	 27年度総会　11名	 （浪花）
＜行事予定＞
８月	 納涼会
11月	 役員会

11月22～23日
	 合同研修旅行
年内	 青年部主催講習会を２回開催	 	

	 （勤労市民会館）

 岡山機工振興会

１月28日	 新旧合同役員会	 （割烹美作）
３月14日	 新春総会	 （アークホテル岡山）
＜行事予定＞
９月	 役員会
11月14日	忘年総会

 広島県機械工具商組合

12月11日	理事会、定例会	（南区民文化センター）
１月７日	 新年賀詞交歓会	 	

	 （ホテルグランヴィア広島）
２月３日	 関西ブロック会議
２月12日	 理事会、定例会	（南区民文化センター）
４月６日	 特別委員会	 （南区民文化センター）
４月22日	 定例会	 （南区民文化センター）
５月19日	 定期総会	 （広島ガーデンパレス）
＜行事予定＞
６月10日	 理事会、定例会	（南区民文化センター）
	 研修委員会「工作機械について」
７月15日	 福山納涼ボウリング大会
７月22日	 広島納涼大会	 （メルパルク広島）
８月	 理事会、定例会	（南区民文化センター）
９月	 研修委員会「円テーブル・チャックにつ

いて」
10月	 広島ボウリン大会



北から南から

-55-

 西日本機工組合

12月８日	第１回理事会　６名	 （マル井産業㈱）
１月22日	 新年賀詞交歓会　36名	 （稚加榮）
５月19日	 第６回通常総会　８名	 （八幡　古仙）
＜行事予定＞
８月	 夏季納涼交流会
９月	 第１回理事会
10月	 秋季ウエスタン会
11月	 親睦ボウリング大会

 福岡機械工具商組合

12月８日	役員会　プロモーター：藤本理事
	 「トラスコ中山の歴史」
１月５日	 賀詞交歓会	 （ホテルオークラ福岡）
１月19日	 役員新年会
２月９日	 役員会
３月９日	 役員会
４月12日	 役員会
４月22日	 春季総会	 （ホテル日航福岡）
５月10日	 理事会
＜行事予定＞
６月７日	 理事会
７月５日	 理事会　プロモーター：鳥居理事
	 「昇栄機工㈱の歴史」
８月２日	 理事会
９月６日	 理事会
10月18日	理事会
10月23日	従業員ボウリング大会	（ラウンドワン）
11月８日	理事会　プロモーター：和田理事「和

田機工の歴史」
11月25日	秋季総会	 （ホテルオークラ福岡）

 熊本機械工具商組合

12月４日	忘年会（トップ会・一線会・賛助会員合
同）

	 	 （熊本ホテルキャッスル）
１月８日	 新年新年賀詞交歓会（トップ会・一線

会・賛助会員合同）
	 （ ANAクラウンプラザホテル熊本

ニュースカイ）
２月19日	 第45回定期総会（トップ会・一線会・賛

助会員合同）	（熊本ホテルキャッスル）
３月11日	 トップ会・賛助会員合同例会	（水とり）
４月９日	 親善ゴルフ大会（トップ会・賛助会員

合同）
	 	 （肥後サンバレーカントリークラブ）
５月11日	 トップ会例会	 （水とり）
＜行事予定＞
６月７日	 トップ会例会	 （水とり）
７月５日	 トップ会例会	 （水とり）
８月４日	 トップ会・一線会合同例会	 （水とり）
９月２日	 夏季研修会（トップ会・一線会・賛助会

員合同）
10月６日	トップ会・賛助会員合同例会	（水とり）
10月22日	ボウリング大会（トップ会・一線会・賛

助会員合同）
	 	 （ナムコワンダーボウル熊本南）
11月11日	トップ会例会	 （水とり）


