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SCHEDULE CALENDAR
中央酪農会議・関連団体スケジュール
指定団体スケジュール2月 Feb.

日 /SUN 月 /MON 火 /TUE 水 /WED 木 /THU 金 /FRI 土 /SAT

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8
地域交流牧場全国
連絡会：中酪会議
室、9：30

生乳検査技術者連
絡会

中小酪農経営等生産基盤
維持・強化対策事業に係る
現地調査、児湯農協、13：00
Ｊミルク：第３回マーケティング
専門部会、14：00

中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策
事業に係る現地調査、都城農協、10：00
Ｊミルク：酪農乳業産業基盤強化特別対
策事業説明会、ベルサール東京日本橋、
13：30

中央畜産会：第３回総括畜産コンサ
ルタント資格試験委員会、11：00
Ｊミルク：酪農乳業産業基盤強化特
別対策事業説明会、ホテルJALシ
ティ仙台、13：30

四国：酪農教育ファー
ムワークショップ、香
川大学、13：00

九州：第18回三役
会・第13回理事会・
第３回生乳受託販
売委員会、オリエン
タルホテル福岡

9 10 11 12 13 14 15
酪農教育ファーム認証研修会（札
幌）、～14日
家畜改良事業団：乳肉用牛生産技
術高度化セミナー、TKP田町カン
ファレンスセンターホール、13：30

Ｊミルク：第６回理事
会、お茶の水ユニ
オンビル会 議 室 、
12：30

東海：第2回役員・
生乳受託販売委員
合同会議、名古屋
ダイヤビル、11：30

16 17 18 19 20 21 22
日本乳業協会：第100回牛乳・乳製品か
ら食と健康を考える会、ホテルグランドパ
レス、15：00
Ｊミルク：2019年度ミルクの達人１Ｄａｙセ
ミナー、ホテルメトロポリタン盛岡、11：00

実務責任者会議、
中酪会議室、13：30

関東地区チーズコンテスト及び研修会、日本獣
医生命科学大学。
酪農ヘルパー全国協会：第２回ヘルパー業務
検討部会、東京八重洲ホール302会議室、13：
30。Ｊミルク：酪農乳業産業基盤強化特別対策
事業説明会、ハービスPLAZA会議室、13：30

Ｊミルク：酪農乳業産業基盤強化特別対
策事業説明会、メルパルク岡山、13：30
地域交流牧場全国連絡会：北海道ブ
ロック推進委員会、ホクレンビル10階Ｅ
会議室、13：30

Ｊミルク：酪農乳業
産業基盤強化特別
対策事業説明会、
メルキュールホテル
名古屋、13：30

北 陸：第５回 理 事
会、富山県農協会
館、13：40

関東：実務責任者会
議、湯島夏目ビル地
下Ａ会議室、13：30

関東：第270回理事
会、湯島夏目ビル地
下Ａ会議室、11：30
九州：第19回三役
会・第14回理事会、
ふくおか県酪協会
議室

関東：販売担当者会
議、湯島夏目ビル地
下Ａ会議室、14：00

23 24 25 26 27 28 29
国際酪農連盟日本
国内委員会：国際
会議出席報告会、
学士会館、9：30

第2回牛乳定着化・地域支援事業
担当者会議、中酪会議室、13：30
Ｊミルク：酪農乳業産業基盤強化
特別対策事業説明会、読売北海
道ビル、13：30

地方競馬全国協会：畜産振興事業審査委員
会、地方競馬全国協会役員会議室、13：30
蔵王酪農センター：国産ナチュラルチーズシ
ンポジウム2020、日本獣医生命科学大学、
13：00

Ｊミルク：酪農乳業産業基盤強化特別対策事業説
明会、博多バスターミナル第7・8ホール、13：30
蔵王酪農センター：ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ製造技術・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
化ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟ研修会、日本獣医生命科学大学、
9：00

関東：第２回生乳受託販
売委員会、熱海ニューフ
ジヤホテル、14：30
九州：第20回三役会・第
10回会員実務責任者
会議、ふくおか県酪協会
議室
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３月 Mar.
日 /SUN 月 /MON 火 /TUE 水 /WED 木 /THU 金 /FRI 土 /SAT

1 2 3 4 5 6 7
全酪連：理事会、全
酪連本所、12：00

第１回酪農教育ファーム指定団体担当者会議、中
酪会議室、10：30
酪農ヘルパー全国協会：理事会、酪農会館、12：00。
地域交流牧場全国連絡会：第95回理事会・指定団
体合同会議、エッサム神田ホール１号館、13：30

第42回酪農界外現地実務
研修会・編集会議、中酪会
議室、15：00
Ｊミルク：臨時総会、御茶ノ水
ユニオンビル会議室、12：30

北陸：第３回生乳受
託販売委員会、富
山市・パレブラン高
志会館、14：00

東北：理事会 関東：NHKイベント
「ふるさとの食にっ
ぽんの食全国フェ
スティバル」出展、
N H Kホール前 広
場、～８日

8 9 10 11 12 13 14
日本草地畜産種子
協会：全国コントラク
ター等情報連絡会
議、とかちプラザレン
ボーホール、13：00

全酪連東京支所：ブ
ロック会議

九州：第21回三役
会・第15回理事会・
第4回生乳受託販
売委員会・第16回
理事会、八百治博
多ホテル

関東：第271回理事
会、湯島夏目ビル地
下Ａ会議室、11：30

九州：需給懇談会、
西 鉄グランドホテ
ル、～13日
北 陸：第６回 理 事
会、富山県農協会
館、13：40

15 16 17 18 19 20 21
全酪連福岡支所：ブ
ロック会議

実務責任者会議、
中酪会議室、13：30

全酪連札幌支所：ブ
ロック会議

全酪連仙台支所：ブ
ロック会議

関東：関東酪農教
育ファーム推進委
員会、東京八重洲
ホール411会議室、
12：00

東海：第1回酪農教
育ファーム東海推
進委員会、11：30

22 23 24 25 26 27 28
全酪連大阪支所：ブ
ロック会議

全 酪 連 名 古 屋 支
所：ブロック会議

第366回理事会・
臨時総会、コープビ
ル６階第２会議室、
13：30

第１回酪農教育ファーム推進
委員会、中酪会議室、10：30
日本草地畜産種子協会：第４
回理事会、日本草地畜産種
子協会会議室、12：00

東北：臨時総会・理
事会

関東：第32回臨時
総会・第272回理事
会、湯島夏目ビル地
下Ａ会議室、11：30

九州：第22回三役
会・臨時総会・第16
回理事会・監事会、
ふくおか県酪協会
議室

29 30 31 1 2 3 4

東海：臨時総会、ア
レックスビル、14：00

北陸酪連
本田　航：令和２年１月６日付　総務部総務経理課長・事業部業務課長
を発令（新採用）
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