
                                   

千葉県ユニセフ協会 ２０１３年度 活動カレンダー （１月～１２月） 

日程 曜日 名称 場所 

1月 9日 水 事務局 G会議 桜木新館１１０ 

1月 16日 水 月例会 桜木本館 4階食堂４０３ 

1月 16日 水 ブロック代表会議 桜木新館１階１１０ 

1月 16日 水 総務班作業 事務所 

1月 21日 月  パネル展準備 そごう千葉店 

1月 22日～28日 火～月  パネル展 そごう千葉店 

1月 23日 水 ユニセフスタッフ学習会 桜木新館３０１ 

1月 23日 水 ハンドインハンド ふりかえり 桜木本館食堂４０１ 

1月 26日 土 千葉友の家学習会 友の家 

1月 29日 火 総務班作業 桜木新館 

2月 3日 日 ガールスカウト学習会 船橋市飯山満公民館 

2月 13日 水 月例会 桜木新館 304305 

2月 13日 水 ブロック代表会議 桜木新館 304305 

2月 13日 水 総務班作業 事務所 

２月１４日１５日 水木 事務局長会議 ユニセフハウス 

2月 15日 金 ボランテイア養成講座 ちば市国際交流プラザ 

2月 16日 土 千葉市国際フェステイバル準備 きぼーる 

2月 17日 日 千葉市国際フェステイバル きぼーる 

2月 19日 火 千葉西ロータリークラブ講和 東天紅 

2月 22日 金 ボランテイア養成講座 ちば市国際交流プラザ 

2月 24日 日 ボランテイア全体会＆シリア報告会 千葉市文化センター 

    「報道最前線 シリアの今」   

2月 26日 火 総務班作業 桜木新館 

2月 28日 木 印西市立高花小学校学習会 学校  

3月 4日 月 山武市立緑海小学校学習会 学校 

3月 9日 土 きやっせ 準備 幕張メッセ 

3月 10日 日 きやっせ 物産展２０１３ 幕張メッセ 

3月 13日 水 月例会・ブロック代表会議 桜木新館 

3月 13日 水 総務班作業 事務所 

3月 17日 日 仁勇 蔵祭り 仁勇 鍋店 

3月 27日 水 ユニセフスタッフ学習会 桜木新館３０１ 

3月 29日 金 理事会評議員会 ホテルグリーンタワー幕張 

3月 29日 金 東日本大震災報告会 ホテルグリーンタワー幕張 

3月 29日 金 総務班作業 事務所 

4月 3日 水 事務局支援会議 桜木新館 
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日程 曜日 名称 場所 

4月 10日 水 月例会 桜木新館３０５ ３０６ 

4月 10日 水 ブロック代表会議 桜木新館３０５ ３０６ 

4月 17日 水 国際理解講座 パキスタンカレー ふれあいプラザさかえ 

4月 20日 土 船橋市飯山満公民館 学習会 公民館 

4月 22日 月 カレーから世界を知ろう パキスタン編 東葛組合員会館 

4月 22日 月 カレーから世界を知ろう スリランカ編 市原市千種コミュニティーセンター 

4月 22日 月 アグネス・チャン 視察報告会 ユニセフハウス 

4月 23日 火 ビーズボールブレスレット作り 都賀コミュニティーセンター 

4月 24日 水 カレーから世界を知ろう パキスタン編 船橋市立宮本公民館 

4月 26日 金 カレーから世界を知ろう パキスタン編 佐倉市江原台自治会館 

5月 1日 水 事務局支援会議 桜木本館４０１ 

5月 8日 水 月例会 桜木新館３０２３０３ 

5月 8日 水 ブロック代表会議・つどい会議 桜木新館３０２３０３ 

5月 8日 水 コープみらい パネル展示 コープみらい 千葉県本部 

5月 10日 金 カードギフト頒布 コープみらい 千葉県本部 

5月 15日 水 ユニセフスタッフ学習会 桜木本館４０１ 

5月 15日 水 機関誌会議 事務所 

5月 17日 金 コープみらいカードギフト頒布 コープみらい 千葉県本部 

5月 19日 日 国際フェスタ Chibaブース出展 神田外語大学 

5月 19日 日 ボーイスカウト市原 1団学習会 市原青尐年会館美術室 

5月 28日 火 アフリカを学ぶ日 講演  成田市立中台小 久住小 

6月 2日 土日 シーフェスタ IN 鴨川 ブース出展 鴨川前原海岸 

6/3、4日 月 協定地域組織学習講師研修会 熊本市国際交流協会 

6月 5日 水 事務局支援会議 事務所 

6月 7日 金 ボランテイア養成講座 ワークショップ編 千葉市国際交流プラザ 

6月 12日 水 月例会 桜木新館 

6月 12日 水 ブロック代表会議・つどい会議 桜木新館 

6月 27日 木 アフリカを学ぶ 講演 成田市立向台小学校 

7/2～８  火～月 国際協力パネル展 ちばそごう 

7月 1日 月  パネル展準備 ちばそごう 

7月 2日 9日 火 ボランティア養成講座 千葉市国際交流プラザ 

7月 3日 水 事務局 支援会議 事務所 

7月 3日 水 格差大国 ナイジェリア 町田さん ナイジェリア報告会 千葉市民会館 

7月 4日 木 ラブウォーク下見会 房総のむら 

7月 6日 土 都賀の台小バザー出店 千葉市立都賀の台小学校 

7月 7日 日 アフリカを学ぶーナイジェリア現地報告・アフリカの希望― 成田国際文化会館 

7月 8日 月 

アフリカのスラムに学校を作る 早川千晶さん講

演会 千葉市国際交流プラザ 
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日程 曜日 名称 場所 

7月 10日 水 月例会 桜木新館 

7月 10日 水 ブロック代表会議・つどい会議 桜木新館 

7月 16日 火  千葉市立こてはしだい小学校学習会 学校 

7月 17日 水  ユニセフ職員 シリア報告会 ユニセフハウス 

7月 22日 月 ひらおかなかよし世界講座 袖ヶ浦市平岡公民館 

7月 24日 水 ひらおかなかよし世界講座 袖ヶ浦市平岡公民館 

7月 31日 水 ユニセフスタッフ学習会 桜木新館 ３０２ 

7月 31日 水 機関誌会議 事務所 

8月 2日 金 ひらおかなかよし世界講座 平岡公民館 

8月 4日 日 ミニ学習会・子どもサッカー教室 フクダ電子スクエア 

8月 21日 水 月例会 桜木新館３０２ 

8月 21日 水 ブロック代表会議・つどい会議 桜木新館３０２ 

8月 21日 水 夏休み ボランテイア入門 桜木新館３０１ 

8月 24日 25日 土日 ユニセフデー ＩＮ マザー牧場 マザー牧場 

8月 27日 火 月例総務作業日 桜木新館 

9月 1日 日 ガールスカウト千葉県 57団学習会 八千代市阿蘇公民館 

9月 4日 水 事務局支援会議   桜木新館１１０ 

9月 5日 木 千葉市立源小学校学習会 学校 

9月 5日 木 パネル展準備 イオンモール成田 

９月６日～２５日 金～水  成田イオンパネル展 イオン成田ショッピングセンター 

9月 8日 日 いせえびまつり つきの砂漠記念館周辺 

9月 10日 火 カードギフト会議 事務所 

9月 11日 水 月例会 桜木新館 

9月 11日 水 ブロック代表会議・つどい会議 桜木新館 

9月 11日 水 総務班作業 桜木新館 

9月 12日 木 ラブウオーク 打ち合わせ ふれあいプラザ さかえ 

９月１５日１６日 日月 成田ワールドミュージック FES イオン成田ショッピングセンター 

9月 21日 土 超地引網出店 天津ニタ間海岸 

9月 22日 日 空の日フェスティバル 空港中央広場 

9月 25日 水 ハンド・イン・ハンドうちあわせ 桜木新館 

9月 26日 木 パネル展片付け ちばそごう 

9月 27日 金 社会人権教育指導者養成講座 講師 千葉県総合教育センター 

10月 1日 火 松戸市立常盤平第二小学校学習会 学校 

10月 2日 水 ユニセフのつどい 打ち合わせ 事務所 

10月 4日 水 四街道市立旭中学校学習会 学校 

10月 6日 日 ユニセフのつどい 千葉大学けやき会館 

10月 8日 火  ウガンダパネル準備 ふれあいプラザさかえ 

10月 9日～17日  水～木 ウガンダパネル展 ふれあいプラザさかえ 

10月 10日 木 世界を知ろう アフリカウガンダ編 ふれあいプラザさかえ 
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日程 曜日 名称 場所 

10月 11日 金 世界を知ろう アフリカウガンダ編 東葛組合員会館 

10月 19日 土 住民活動フェスティバル準備 ふれあいプラザさかえ 

10月 20日 日 住民活動フェスティバル ふれあいプラザさかえ 

10月 23日 水 カレーから世界を知ろう パキスタン編 市原市千種コミュニティセンター 

10月 23日 水 シリアを学ぶ 講演会 浦安市 イル・マーレ 

10月 27日 日 パルシステム千葉 生協まつり 野田市文化会館前広場 

10月 27日 日 秋のわいわいフェスティバル 千葉市尐年自然の家 

10月 27日 日 千葉県生活協同組合 FES 千葉市ポートパーク 

10月 29日 火 機関誌会議 事務所 

10月 30日 水 カレーから世界を知ろう スリランカ編 志津コミュニテイセンター 

11月 7日 木 浦安市立北部小学校学習会 学校 

11月 12日 火 異国体験懇談会 千葉市国際交流センター 

11月 14日 木 ラブウォーク打ち合わせ 栄町役場 

11月 14日 木 成田イオン打ち合わせ イオン成田ショッピングセンター 

11月 19日 火 手話サークル 学習会 柏市教育福祉会館 

11月 19日 火 フィリピン台風緊急募金街頭募金活動 コープ東寺山店 

11月 20日 水 千葉市立土気中学校学習会 学校 

11月 20日 水 フィリピン台風緊急募金街頭募金活動 コープ東寺山店 

11月 23日 土 ユニセフラブウォーク 房総のむら 

11月 25日 月 コープみらい カード頒布 テックビル 

11月 25日 月 子どもたちに平和な未来を２０１３説明会 千葉県生活協同組合連合会 

11月 27日 水 理事会評議員会 ホテルグリーンタワー幕張 

      12月 2日 月  サポートゴルフ前日準備 鹿野山ゴルフ倶楽部 

12月 3日 火 ユニセフサポートゴルフ大会 鹿野山ゴルフ倶楽部 

12月 4日 水 市川市立南行徳中学校学習会 学校  

12月 7日 土 成田ジュニアリーダー学習会 成田市中央公民館 

12月 9日 月 子どもたちに平和な未来を 2013 京葉銀行文化プラザ 

12月 15日 日 ハンド・イン・ハンド 千葉駅 

12月 17日 火 フィリピン台風緊急募金街頭募金活動 成田国際空港 

12月 18日 水 フィリピン台風緊急募金街頭募金活動 成田国際空港 

12月 24日 火 大掃除  事務所 

 

 

 

 

 

 

 


