
令和2年7月17日作成

主な会議等 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

常任理事会 決算監査 常任理事会 常任理事会 常任理事会 常任理事会 常任理事会・理事会 常任理事会 常任理事会 新年挨拶周り 常任理事会 常任理事会

14日/15：00～ 7日/10：30～ 9日/17：00～ 14日/13：30～ 11日/15：30～ 8日/15：30～ 13日/13：30～ 10日/15:30～ 8日/13：30～ 未定 9日/15：30～ 9日/13：30～

常任理事会 管理建築士講習 理事会 建築士定期講習 和みの会 中間監査 理事会 常任理事会 新入会員オリエンテーション 理事会

12日/15：00～ 16日/9：30～ 14日/15：30～ 17日/9：30～ 13日/18：00～ 未定 8日/15：30～ 未定 未定 9日/15：30～

理事会 適合証明技術者登録 管理建築士講習 建築士定期講習 学生コンペ審査会 管理建築士講習 研修ツアー 管理建築士講習

書面表決 7月1日～11月10日 24日/9：30～ 22日/9：30～ 5日/13：30～ 2日／9：30～ 未定 5日/9：30～

総会 製図認定試験 開設者・管理研修会 建築士事務所キャンペーン 建築士定期講習 開設者・管理研修会

28日/15：30～ 18日/9：00～・13：45～ 未定 19日/13：30～ 10日/9：30～ 未定

臨時理事会 既存住宅状況調査技術者講習 建築士定期講習

書面表決 6日/9：20～ 26日/9：30～

適合証明技術者講習 適合証明技術者講習

6日/13：30～ 27日/13：20～

会員集会 賛助会総会 建築倶楽部ゴルフコンペ 建築パトロール 会員集会・忘年会 建築倶楽部新年の集い 立春の会 観桜会

28日/15：00～ 19日/11：00～ 18日/8：00～ 未定 未定 22日/18：30～ 19日/未定 26日/18：30～

CPD講習会 建築関連法規の改正等講習会 建築倶楽部新年の集い準備会議

未定 30日/未定 未定

賛助会バス研修

16日/未定

監査会 幹事会・常任幹事会 幹事会・常任幹事会 幹事会・常任幹事会 例会ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 幹事会・常任幹事会 児童絵画展選考会 幹事会・常任幹事会 冬の忘年例会 賀詞交歓会 幹事会・常任幹事会 幹事会・常任幹事会

3日 14日 11日 9日 7日 10日 1日 12日 4日 8日 18日 11日

幹事会・常任幹事会 働き方改革勉強会 ＢＩＭ勉強会 ゴルフコンペ 児童絵画展表彰式 研修ツアー 幹事会・常任幹事会 ゴルフコンペ

9日 25日 30日 未定 17日 未定 14日 未定

通常総会

書面決議

監査 総会 研修会・旅行 研修会 ボウリング大会 幹事会

3日/11：00～ 書面表決 未定 未定 未定 未定

幹事会 県陳情

3日/11：30～ 未定

監査 総会 役員会・合同委員会 役員会 商品説明会 建築士予定者交流会 商品説明会 研修旅行 役員会

1日/15：00～ 8日/書面表決 18日/18：00～ 22日/17：30～ 17日/17:30～ 18日ごろ 5日/17:30～ 上旬 8日/17：30～

役員会 役員会 法令講習会 納涼会 役員会 役員会・合同委員会 賛助会との懇親会

10日/書面表決 19日/ 未定 22日/18:30～ 17日/18:30～ 5日/178:30～ 8日/19:00～

研修会 総務財務委員会

未定 下旬

監査 通常総会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会

27日/17：00～ 中止 29日/17：30～ 27日/17：30～ 24日/17：30～ 28日/17：30～ 26日/17：30～ ３０日/17：30～ 28日/17：30～ 25日/17：30～ 22日/17：30～ 29日/17：30～

幹事会 幹事会 納涼会 研修旅行 研修会 新年会

27日/17：30～ 25日/17：30～ 未定 未定 未定 未定

正副会長会 日事政研役員会 正副会長会 正副会長会 正副会長会 全国会長会議 正副会長会

15日/10：00～ 4日/11：30～・26日/16：00～ 8日/11：00～ 上旬/11：00～ 下旬/11：00～ 3日/14：00～ 上旬/11：00～

常任理事会 通常理事会 常任理事会 常任理事会 常任理事会 常任理事会

27日/13：30～ 4日/13：30～ 8日/13：30～ 上旬/13：30～ 下旬/13：30～ 上旬/13：30～

常任理事会 理事会 理事会 理事会

24日/11：30～ 21日/13：30～ 下旬/13：30～ 中旬／13：30～

全国会長会議・定時総会

24日/12：45～

災害対策特別委員会

3日/13：30～

コロナ対策本部会議

3日/15：40～・15日/14：00～

通常総会 会長会議 会長会議

26日/書面表決 未定 未定

九州設計四団体懇談会 事務局会議

5日/14：00～ 未定

広報・渉外委員会 広報・渉外委員会 教育・研修委員会 広報・渉外委員会 教育・研修委員会 教育・研修委員会 教育・研修委員会

8日/10：30～ 14日/13：00～ 22日/16：00～ 3日/10：30～ 11日/16：30～ 15日/16：30～ 5日/9：00～

指導委員会

3日/13：00～

北九州支部

福岡地域会

県本部

■(一社）福岡県建築士事務所協会・令和２年度主な会議日程（予定）

2020年 2021年

※開催日時については、変更される場合があります。また、会議等は必要に応じて追加される場合があります。

委員会

筑豊支部

県南支部

大牟田支部

日事連

九州・沖縄
ブロック協議会


