
 

 

 

          ２０１４年度 活動カレンダー （１月～１２月） 

   日程 曜日 名称 場所 

1月 16日 木 白井市立大山口小学校学習会 学校 

１月 21日～26日 火～月 千葉そごう パネル展  ちばそごう 

2月 7日 金 山武市立緑海小学校学習会 学校 

2月 9日 日 千葉市国際交流フェスティバル２０１４ きぼーる 

2月 13日、20日 木 ボランティア養成講座 千葉市国際交流プラザ 

2月 13日、14日 木、金 全国事務局長会議 ユニセフハウス 

2月 16日 日 ボランティア全体会・講演会 成田国際文化会館 

2月 19日 水 我孫子市立布佐小学校学習会 学校 

2月 23日 日 きやっせ物産展２０１４ 幕張メッセ 

2月 26日 水 佐倉市立小竹小学校学習会 学校 

3月 15日 土 あすみが丘交際交流機構訪問 

 3月 16日 日 仁勇蔵まつり 鍋店神崎酒造蔵 

3月 18日 火 ユニセフスタッフ学習会 桜木 会議室 

3月 25日 火 春休みボランティア入門（切手仕分け整理作業） 桜木 懇談室 

3月 27日 木 理事会評議員会 ホテルグリーンタワー幕張 

4月 6日 日 ラブウォーク中央大会 ユニセフハウス 

4月 9日 水 １０周年 スタッフお楽しみ学習会 桜木 懇談室 

5月 1日～21日 木～水 パネル展 インド 経済発展の陰で苦しむ子ども ふれあいプラザさかえ 

5月 13日 火 田中知子氏 「インドの女性と子どもたち」講演会 千葉市国際交流センター 

5月 17日 土 後藤健二氏 シリア報告会 市原市民会館 

5月 18日 日 ボーイスカウト市原第１団カブ隊 学習会 市原青少年会館 

5月 21日 水 カレーから世界を知ろう インド編 ふれあいプラザさかえ 

5月 22日 木 カレーから世界を知ろう インド編 東葛組合員会館 

5月 28日 水 カレーから世界を知ろう インド編 船橋宮本公民館 

5月 29日 木 カレーから世界を知ろう インド編 志津コミュニテイーセンター 

5月 29日 木 ユニセフキャラバン ユニセフ研修会 県庁ほか 

5月 30日 金 ユニセフキャラバン 学習会 銚子市 

6月 5日 6日 木、金 地域組織学習研修会 札幌 

6月 17日 火 ユニセフスタッフ学習会 桜木 会議室 

6月 21日 土 我孫子市立我孫子第一小学校学習会 学校 

6月 24日～30日 火～月 国際協力パネル展 ちばそごう 

6月 25日 水 クラーク記念国際高校 柏キャンパス 学習会 学校 

7月 6日 日 10周年記念式典 千葉市文化センター 

7月 18日 金 コープみらい募金贈呈式 コープみらい千葉県本部 

8月 5日 火 家庭部会 東飾地区 学習会 柏市立柏高等学校 

8月 6日 水 

大網白里子育て支援ネットサークル協議会 学習

会 
大網白里町づくりサポートセンタ

ー 

8月 10日 日 夏休み子どもサッカー教室 ユナイテッドパーク 

8月 23日 土 SAKAEリバーサイドフェスティバル２０１４ 利根川河川敷 

8月 26日 火 夏休みボランティア入門（切手仕分け整理作業） 桜木 懇談室 

8月 31日 日 ユニセフデーＩＮ マザー牧場 マザー牧場 

9月 5日 12日 金 ボランティア養成講座 千葉市国際交流プラザ 

9月 6日 土 市川市立高谷中学校学習会 学校 

9月 7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 14日 日 ガールスカウト千葉県２０団学習会 松戸市民会館 

9月 19日 金 我孫子市立新木小学校学習会 学校 

9月 20日 土 友好のかけはし ２０１４ 新浦安駅前広場 

9月 21日 日 空の日フェスティバル２０１４ 空港中央広場 



 

 

9月 24日 水 ユニセフスタッフ学習会 桜木 会議室 

9月 26日 金 人権教育指導者養成講座 千葉県総合教育センター 

9月 27日 土 佐賀県ユニセフ協会２０周年 マリトピア 

9月 28日 日 ローマの休日 上映会 ふれあいプラザさかえ 

10月 5日 日 国際フェスタＣＨＩＢＡ 麗澤大学 

10月 11日 土 コープみらい 6区 学習会 コープ新松戸店 

10月 17日 金 ユニセフサポートゴルフ大会 鹿野山ゴルフ倶楽部 

10月 26日 日 パルシステム千葉 生協まつり 野田市文化会館駐車場 

10月 26日 日 わいわいフェスティバル 千葉市少年自然の家 

10月 27日 月 船橋市立宮本中学校学習会 学校 

10月 28日 火 我孫子市立湖北台東小学校学習会 学校 

11月 9日 日 千葉県生活協同組合ＦＥＳ 千葉ポートパーク円形広場 

11月 11日 火 我孫子市立布佐南小学校学習会 学校 

11月 16日 日 ボーイスカウト柏 1団学習会 柏市光が丘近隣センター 

11月 16日 日 市原市国際交流 FES 市原市 ユーホール 

11月 20日、21日 水、木 千葉市立加曾利中学校職場体験 桜木 会議室 

11月 22日 土 都賀の台小バザー 学校 

11月 23日 日 ユニセフラブウオーク IN 房総のむら 千葉県立房総のむら 

11月 24日 月 ボーイスカウト八千代第 1団学習会 八千代市ふれあいプラザ 

11月 25日 火 ユニセフラブスポーツ ヨガ編 千葉市国際交流プラザ 

11月 25日 火 理事会評議員会 ホテルグリーンタワー幕張 

11月 28日 金 ユニセフラブスポーツ ヨガ編 東葛組合員会館 

12月 1日 月 子どもたちに平和なみらいを（県連） 京葉銀行文化プラザ 

12月 2日 火 ユニセフラブスポーツ グランドゴルフ編 谷養魚場 

12月 4日 木 千葉市立土気中学校学習会 学校 

12月 6日 土 成田ジュニアリーダー講座 成田中央公民館 

12月 7日 日 イケア船橋学習会 イケア船橋 

12月 14日 日 ハンドインハンド千葉 千葉駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


