
月日 曜日 内容 場所（予定） 担当

4月12日 日曜日 第39回区市対抗野球大会（1日目） 大井埠頭公園 体育部

4月13日 月曜日 高齢部定期総会 東京都障害者福祉会館 高齢部

4月18日 土曜日 第31回女性部定期総会 リフレッシュ氷川 女性部

4月19日 日曜日 第39回区市対抗野球大会（２日目、予備日26日） 大井埠頭公園 体育部

4月25日 土曜日 第26回東京都聴覚障害者ゲートボール大会 中野区 体育部＆高齢部

4月26日 日曜日 2015年度関東ろう連盟評議員会 リフレッシュ氷川 関東ろう連

5月9日 土曜日 災害対策会議 渋谷区 災害対策部

5月9日 土曜日 女性部定例会①内容未定 リフレッシュ氷川 女性部

5月17日 日曜日 課題対策会議（手話対策、福祉対策、広報、事業） 地域交流センター新橋 本部・各専門部

5月17日 日曜日 第１回区市会長会議（課題対策会議の午後） 地域交流センター新橋 組織部

5月23日 土曜日 青年部社会見学 未定 青年部

5月23日 土曜日 第２回高齢聴覚障害者者グラウンドゴルフ大会 江東区 高齢部

5月24日 日曜日 定期評議員会（社員総会は別途） リフレッシュ氷川 本部

5月28日 木曜日 高齢部第５回歴史見学ウオーキング 葛飾区柴又～江戸川 高齢部

5月30日 土曜日 たましろの郷後援会報告会 港区 たましろの郷後援会

6月7日 日曜日 災害マニュアル・登録通訳説明会 リフレッシュ氷川 災害対策部

6月11日 ～ 6月14日 木～日 第63回全国ろうあ者大会 群馬県 全日ろう連

6月20日 土曜日 全国大会報告会、第2回区市会長会議 渋谷区 組織部

6月20日 土曜日 公益法人社員総会（会長会議の前後） 同上 公益法人本部

6月26日 金曜日 都福祉局懇談会 都庁 本部・福祉対策部

6月27日 土曜日 聴覚障害者相談員＆自立支援協議会委員会議 自立支援センター 福祉対策部

6月27日 ～ 6月28日 土～日 第44回関東ろう者体育大会 埼玉県 関東ろう連

7月4日 ～ 7月5日 土～日 第46回関東ろう女性集会 神奈川県 関東ろう連女性部

7月11日 土曜日 手話セミナー 渋谷区 手話対策部

7月12日 日曜日 体育部青年部合同スポーツ企画 大田区 体育部・青年部

7月20日 月・祝 第16回自立支援センターまつり 自立センター、リフレ氷川 自立支援センター

7月28日 ～ 8月1日 第28回WFD世界ろう者会議、ろう青年キャンプ トルコ・イスタンブール WFD

8月1日 ～ 8月2日 土～日 第27回ろう教育を考える全国討論集会 大阪府 ろう教育全国協議会

8月9日 日曜日 第31回東京都ろうあ女性のつどい 稲城市 女性部

8月10日 月曜日 高齢部納涼会 東京都障害者福祉会館 高齢部

8月21日 ～ 8月23日 金～日 第48回全国手話通訳問題研究集会 三重県 全日ろう連・全通研

8月23日 日曜日 手話講習会指導者研修会 渋谷区 手話対策部

8月29日 土曜日 第32回高校生の手話によるスピーチコンテスト 東京都 全日ろう連・朝日新聞

8月30日 日曜日 女性部臨時総会（役員改選） リフレッシュ氷川 女性部

9月2日 ～ 9月6日 金～日 第27回全国ろうあ高齢者大会 北海道 全日ろう連

9月2日 ～ 9月6日 金～日 第29回全国ろう高齢者ゲートボール競技大会 北海道 全日ろう連

9月2日 ～ 9月6日 金～日 第６回全国ろう高齢者グラウンドゴルフ大会 北海道 全日ろう連

9月5日 土曜日 青年部臨時総会＆講演会 未定 青年部

9月5日 土曜日 第32回東京都手話通訳問題研究集会 渋谷区又は港区 手話対策部・東通研

9月11日 金曜日 女性部定例会② 社会見学 未定 女性部

9月13日 日曜日 第31回敬老のつどい リフレッシュ氷川 事業部・実行委員会

9月17日 ～ 9月20日 木～日 第49回全国ろうあ者体育大会 京都府 全日ろう連スポーツ委員会

9月27日 日曜日 第35回東聴連杯将棋大会 東京都障害者福祉会館 事業部

10月3日 土曜日 第38回関東ろう者大会（企画・女性・高齢・体育・ＧＢ・将棋） 千葉県 関東ろう連

10月4日 日曜日 第38回関東ろう者大会（式典、アトラクション） 千葉県 関東ろう連

10月10日 ～ 10月17日 3日間 第10回全国手話検定試験 未定 全国手話研修センター

10月17日 ～ 10月18日 土～日 青年部研修旅行 未定 青年部

２０１５年度 東京都聴覚障害者連盟事業日程表



10月18日 日曜日 臨時評議員会（役員改選） リフレッシュ氷川 本部

10月23日 ～ 10月25日 金～日 第45回全国ろうあ女性集会 富山県 全日ろう連

10月25日 日曜日 聴覚障害者ソフトボールオープン大会（新規） 足立区 体育部

10月31日 土曜日 第21回東京都ろうあ高齢者ゲートボール交流大会 世田谷区 高齢部

11月5日 ～ 11月6日 木～金 高齢部研修旅行 北陸方面 高齢部

11月8日 日曜日 たましろフェスタin新宿 新宿区 たましろの郷後援会

11月15日 日曜日 第62回東京都聴覚障害者大会 江東区 事業部・実行委員会

11月19日 木曜日 女性部定例会③ミステリーバスツアー 未定 女性部

11月21日 ～ 11月23日 土～月 第49回全国ろうあ青年研究討論会 香川県 全日ろう連

11月28日 土曜日 第９回災害対策学習会（課題対策会議と同所開催）渋谷区 災害対策部

11月28日 土曜日 課題対策会議（手話対策、教育労働、福祉対策） 渋谷区 本部・各専門部

12月5日 土曜日 手話通訳者全国統一試験 未定 全国手話研修センター

12月5日 土曜日 第38回東京都聴覚障害者卓球大会 都立ろう学校 体育部

12月12日 ～ 12月13日 土～日 情報アクセシビリティ・フォーラム2015 東京都 全日ろう連

12月14日 月曜日 高齢部臨時総会（役員改選） 東京都障害者福祉会館 高齢部

12月23日 祝日 青年部忘年会 未定 青年部

2016年

1月11日 月・祝 女性部新年会 リフレッシュ氷川 女性部

1月16日 ～ 1月17日 土～日 第42回関東ろう活動者研修会 栃木県 関東ろう連

1月18日 月曜日 高齢部新年会 東京都障害者福祉会館 高齢部

1月24日 日曜日 第３回区市会長会議 渋谷区 組織部

2月6日 土曜日 文化講座 渋谷区 事業部

2月7日 日曜日 青年部拡大交流会 未定 青年部

2月14日 日曜日 区市広報担当者会議 リフレッシュ氷川 広報部

2月21日 日曜日 第19回ろう教育フォーラムｉｎ東京 リフレッシュ氷川 教育労働対策部

2月27日 土曜日 災害対策会議 渋谷区 災害対策部

2月27日 土曜日 聴覚障害者相談員研修会 自立センター 福祉対策部

3月5日 ～ 3月6日 土～日 第45回耳の日記念文化祭 東京都障害者福祉会館他事業部・実行委員会

3月11日 ～ 3月13日 金～日 第８回聴覚障害者切手クラブ展 切手の博物館（豊島区） 事業部・切手クラブ

3月12日 土曜日 青年部定期総会＆講演会 渋谷区 青年部

3月20日 日曜日 定期評議員会＆公益法人社員総会 渋谷区 本部・法人事務局

3月26日 土曜日 手話対策部特別講演会 渋谷区 手話対策部

6月1日 ～ 2月28日 ろう手話指導者養成講座（12～20回予定） 渋谷区 手話対策部

※中止＝ソフトバレー大会、フットサル大会 未定＝関東ろう青年部デフレクリエーション、関東冬季体育大会、全国将棋大会

※会場は予定ですので、変更する場合があります


