
9 月

日 曜 行　　事 会　　場 時　　間

1 火 連合宮崎｢2015年度第11回三役会議｣ 連合宮崎会議室 13:30-17:00

2 水 第2回宮崎県学校教育改革推進協議会 県庁4号館教育委員会室 13:30-15:30

日教組｢戦争させない･9条壊すな総がかり行動木曜日連続行動｣ 衆議院第二議員会館前 関東ブロック対応

教育を明るくする宮崎県民連合｢第2回事務局会｣ 宮教組会館 10:00-12:00

学校生協｢2015年度第4回常任理事会｣ 宮教組会館 13:30-

各県連｢世話人会･書記長連絡会･書記長会･総会｣ 学士会館 16:00-16:50

日教組｢第103回定期大会諸会議｣ 日本教育会館 11:00-17:00

日教組｢第3回代表委員会｣｢第2回代表幹事会･政策委員会｣ 日本教育会館

日教組運動を支える会｢総会｣ 日本教育会館 16:30-18:00

九協｢九人協･自治労･県職･日教組合同会議｣ 自治労佐賀県本部 12:30-13:30

九協｢九州地方人事委員会協議会交渉｣ はがくれ荘 14:15-14:45

日教組｢第103回定期大会｣ 日本教育会館 8:40-翌18:00

日教組運動を支える会｢2015年度第3回代表幹事会･政策委員会｣ 日本教育会館 19:00頃-

九協｢2015年度第2回事務職員部長会｣ 熊本県教育会館 13:00-翌12:00

労組会議｢戦争への道を許さない! 9.5宮崎県民集会｣ 宮崎市役所前公園 10:30-12:00

教職員互助会｢橙友会第24回総会･懇親会｣ ひまわり荘 15:30-

日教組運動を支える会｢2015年度第2回全国幹事会｣ 日本教育会館 8:00-

労組会議｢第38回九ブロ原水禁･原爆被害者活動交流集会｣ ANAホリディ･インリゾート 14:00-翌11:00

日教組｢安倍政権の暴走を許さない9.7日教組結集集会｣ 日本教育会館&国会周辺 11:00-15:00

連合宮崎｢横山顧問『藍綬褒章受章祝賀会』｣ ガーデンテラス宮崎 18:30-20:15

日教組｢戦争法案廃案!安倍政権退陣!9.8新宿駅西口大宣伝｣ JR新宿駅西口 18:30-20:00

九協｢第2回代表者会｣ 花菱ホテル(大分) 14:00-翌12:00

社会保険制度講習会 市民文化ホール 13:50-16:30

連合宮崎｢2015年度第11回執行委員会｣ 連合宮崎会議室 14:30-

連合宮崎｢労働者保護ルール改悪阻止に向けた街宣行動(第5次) 山形屋前交差点 17:30-18:30

戦争イヤだ 安保法案NO 宮崎緊急大集会 山形屋前交差点 18:30-

日教組｢戦争法案･安倍政権退陣!9.9日比谷集会｣ 日比谷野外音楽堂 18:30-19:30

公務労協｢2015年地方公務員賃金闘争交流集会･学習会｣ 全電通労働会館 13:00-16:00

日教組｢戦争法案廃案!国会前座り込み行動｣ 国会正門前 宮教組対応

連合宮崎｢働く人の電話相談室｣ 10:00-12日22:00

高教組｢第3回戦術委員会｣ 高教組 18:00-20:00

日教組｢第4次男女共同参画基本計画策定に当たっての公聴会｣ アクロス福岡 14:00-16:00

連合宮崎｢2015平和行動in根室｣ ノサップ岬ほか 14:15-14日18:15

高教組｢実教部第3回常任委員会｣ 高教組 10:00-12:00

高教組｢県母女第2回組織者の会｣ 宮教組会館 13:30-15:30

日教組｢9.12辺野古国会包囲｣ 国会周辺 関東ブロック対応

九協｢教文部長会｣ 熊本県教育会館 14:00-翌13:00

13 日

日教組｢労働条件･賃金担当者会議｣ 日本教育会館 11:00-翌12:00

日教組｢9.14地公三単産･地公退高齢者集会｣ 日本教育会館 13:30-16:30

日教組｢戦争させない･9条壊すな! 総がかり行動｣国会前座り込み行動① 国会正門前 11:00-19:30

地公労｢第3回拡大幹事会｣｢人事委員会事務局長交渉｣ 県職労 15:30-

労組会議｢労働講座 第1講座(都北地区)｣ 地区労 18:00-

九州労金｢新任幹事研修｣ 東京

7 月

8 火

14 月

2015年度　高教組行予定

3 木

4 金

6 日

5 土

9 水

10 木

12 土

11 金



日教組｢労働安全衛生シンポジウム｣ 日本教育会館 13:00-15:30

日教組｢戦争させない･9条壊すな! 総がかり行動｣国会前座り込み行動① 国会正門前 11:00-19:30

労組会議｢労働講座 第1講座(西諸地区)｣ 地区労 18:00-

日教組｢戦争させない･9条壊すな! 総がかり行動｣国会前座り込み行動② 国会正門前 九協対応

労組会議｢労働講座 第1講座(県南地区)｣ 地区労 18:00-

労組会議｢安保法案強行採決抗議集会｣① 山形屋前 18:00-

連合宮崎｢2015年度第7回青年委員会幹事会｣ 連合宮崎会議室 19:00-

南部支部｢新加入者歓迎会｣

日教組｢2015年度全国教文部長会議｣ 日本教育会館 11:00-16:00

日教組｢子どもの人権連第30回総会および学習会｣ 日本教育会館 16:15-18:00

日教組｢戦争させない･9条壊すな! 総がかり行動｣国会前座り込み行動② 国会正門前 九協対応

地公労｢第4回拡大幹事会｣｢人事委員会委員長交渉｣ 県職労 15:30-

労組会議｢安保法案強行採決抗議集会｣② 山形屋前 18:00-

日教組｢15年度第1回高校代表者会議｣ 日本教育会館 11:00-16:00

日教組｢戦争させない･9条壊すな! 総がかり行動｣国会前座り込み行動② 国会正門前 九協対応

自治労｢宮崎県本部第77回定期大会｣ ホテル中山荘 10:30-翌12:30

19 土

20 日

21 月

22 火

23 水 日教組｢9.23さようなら原発 さようなら戦争全国集会｣ 代々木公園 13:30-

24 木

連合宮崎｢2015年度第3回組織財政検討委員会｣ 連合宮崎事務所 13:15-14:45

日本教育会館｢第30回教育会館全国交流会｣ 石川県教育会館 13:00-翌10:00

高教組｢第2回分会長会｣ 宮教組会館 13:00-17:00

分会長会後の交流会 そば処　東京庵 18:30-

日教組｢第20回女性参画推進セミナー･第7回女性リーダー育成講座｣ 日本教育会館 11:00-翌12:10

原水禁･平和フォーラム｢JOC臨界事故16周年集会｣ 優駿教育会館(茨城) 13:00-16:00

民主党｢宮崎県連主催　講演会｣ シーガイア海峰 14:30-

日本平和教育研究協議会｢第42回全国平和教育シンポジウム｣ 広島女学院大学 10:00-17:00

27 日 日教組｢2015年度現業部全国部長会議｣ 日本教育会館 11:00-16:00

28 月 労組会議｢労働講座 第1講座(県北地区)｣ 地区労 18:00-

両教組｢働きやすい環境づくりに関する意見交換｣事前打合せ

働きやすい環境づくりに関する意見交換 県庁4号館教職員課会議室 13:30-15:00

連合宮崎｢ライフサポートセンター宮崎ミニ講座｣ ろうきん宮崎支店3F 18:00-20:00

労組会議｢労働講座 第1講座(日向地区)｣ 地区労 18:00-

地公労｢第5回拡大幹事会｣｢知事交渉｣ 県職労 15:30-

地公労｢交流会｣

地公労｢第1回青女協拡大幹事会｣ 宮教組会館 19:00-

10 月

人事異動に関する申入れ事前打合せ 宮教組会館3F

人事異動に関する申入れ 県庁4号館共用会議室 13:00-16:45

高退教｢2015年度南部支部第29回総会｣ 都城グリーンホテル 17:00-

公務労協｢2015年度公務･公共部門労働者生活実態調査｣～21日

労組会議｢労働講座 第1講座(西臼杵地区)｣ 地区労 18:00-
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九協｢第2回組織部長会｣ 阿蘇の司ビラパークホテル 14:00-翌13:00

中央労福協｢若者の雇用と奨学金制度の改善に向けてのキックオフ集会｣ 連合会館 九協対応

日教組｢2015年度平和集会｣ ホテル華の湯(福島) 13:30-翌15:00

九協｢第46回組織運動交流集会｣ 阿蘇の司ビラパークホテル 11:00-翌12:30

障害児を普通学校へ｢第17回全国交流集会 in 神奈川｣ かながわ労働プラザ 12:00-翌12:20

4 日 連合宮崎｢アジア･アフリカ支援米稲刈り｣ 宮崎市跡江水田 10:00-12:00

労組会議｢労働講座 第1講座(東児湯地区)｣ 地区労 18:00-

学校生協｢第3回理事会･総務･業務委員会｣ 宮教組会館3F 10:00-16:30

高教組｢第58次県教研会場打合せ｣ 市民文化ホール 10:00-10:30

教職員共済｢2015年度第2回幹事会｣ 宮教組会館3F 15:30-

労組会議｢労働講座 第1講座(西都地区)｣ 地区労 18:00-

労金宮崎｢2015年度第4回運営委員会｣ ろうきん宮崎支店3F 10:00-12:00

7 水 特別支援室来所 高教組 10:00-

日教組｢第19回全国組合書記･職員研究交流セミナー｣ ホテルレイクビュー水戸 14:00-翌12:30

労組会議｢労働講座 第1講座(宮崎地区)｣ 地区労 18:00-

9 金 教育を明るくする宮崎県民連合｢2015年度総会｣ 宮教組会館3F 18:00-

10 土 日教組｢第7回TOMO-KEN(青年部実践交流集会)｣ 日本教育会館 13:00-翌12:00

11 日

12 月

13 火 連合宮崎｢2015年度第12回三役会議｣ 連合宮崎会議室 10:00-11:30

14 水

15 木 日教組｢10.15五者合同学習会｣ ラポール日教済 11:00-15:30

学校生協｢厚生担当者会(県央)｣ ひまわり荘

学校生協｢厚生担当者会(県南)｣ まなびピア

日教組｢2015年度事務職員部全国部長会議｣ 日本教育会館 11:00-16:00

日教組｢2015年度養護教員部全国部長会議｣ 日本教育会館 11:00-16:00

九協｢母と女性教職員の会｣ 城島高原ホテル 13:00-翌12:00

連合宮崎｢2015年度第12回執行委員会｣ 連合宮崎会議室 10:00-11:50

日教組｢第33回高校事務職員学習交流会｣ 日本教育会館 11:00-16:00

日教組｢2015年度栄養教員部部長会｣ 日本教育会館 10:00-15:30

日本フッ素研究会｢第35回日本フッ素研究集会｣ 主婦会館プラザエフ(東京) 10:00-15:00

19 月 労組会議｢労働講座 第2講座(都北地区)｣ 地区労 18:00-

労組会議｢労働講座 第2講座(西諸地区)｣ 地区労 18:00-

学校生協｢厚生担当者会(都北)｣ 高城生涯学習センター

学校生協｢厚生担当者会(西諸)｣ 西諸県農業普及センター

21 水 九協｢九肢研(鹿児島大会)職代会｣ 後日連絡 19:00-

労組会議｢労働講座 第2講座(県南地区)｣ 地区労 18:00-

学校生協｢厚生担当者会(西臼杵)｣ 高千穂町中央公民館

学校生協｢厚生担当者会(県北)｣ 延岡市中小企業振興センター

連合｢2015連合中央女性集会｣ 東京ビッグサイト 11:00-17:30

学校生協｢厚生担当者会(日向)｣ 日向市文化交流センター

学校生協｢厚生担当者会(児湯)｣ 高鍋町中央公民館

九協｢実習教員部長会｣ 高教組 13:00-翌12:00

教職員共済｢50周年記念式典｣ ひまわり荘 16:30-

連合宮崎｢第25回定期大会｣ ろうきん宮崎支店3F 13:00-17:00

6 火

8 木

2 金

3 土

5 月

18 日

20 火

16 金

17 土

22 木

23 金

24 土



高教組｢第58次高校･障がい児教育研究集会｣ 宮崎市民文化ホール 9:30-16:30

日教組｢第80回教育祭｣ 大阪城公園 10:00-

日教組｢障害児教育部全国部長会｣ 日本教育会館 11:00-16:00

連合｢第10回労働法講座(基礎コース)｣ 連合会館 13:30-翌15:15

労組会議｢労働講座 第2講座(県北地区)｣ 地区労 18:00-

27 火

28 水 労組会議｢労働講座 第2講座(日向地区)｣ 地区労 18:00-

29 木 労組会議｢労働講座 第2講座(西臼杵地区)｣ 地区労 18:00-

30 金 連合宮崎｢部落解放共闘九州ブロ第28回狭山現地調査･交流会｣ 日比谷野音&現地 13:00-翌12:00

日教組｢第34回高校教育シンポジウム｣ リバティおおさか 13:00-翌12:30

日教組｢2015年度 幼児教育部部長会議･学習会｣ 豊泉荘(別府) 13:00-16:00
31 土

25 日

26 月


