
月 日 行　　　　　事　　　　　　名 担　　当 開催地

4 29 2019年度会計監査 事務局 県協会事務所

10 【中止】第57回福島県ろうあ者スポーツ大会 体育部 喜多方市

16 第1回定例理事会 事務局 福島市

31 2020年度定期総会 事務局 福島市

12 【中止】第15回労働福祉フォーラム 労働福祉部 郡山市

19 第２回定例理事会 事務局 郡山市

8 30 【中止】四団体合同研修会 組織部 郡山市

6 第３回定例理事会（拡大） 事務局 郡山市

12～13 【中止】只見旅行 青年部 只見町

13 【中止】第2回パークゴルフ交流会 老壮年部 福島市

19 【中止】女性部日帰り旅行 女性部 未定

4 【中止】ゲートボール交流会 老壮年部 県南

25 デフスポーツの集い　※11/1予定を前倒し 体育部 郡山市

31 【中止】東日本幹部研修会（～11/1） 青年部 未定

15 第４回定例理事会 事務局 郡山市

23 第20回ろう教育フォーラムin福島　※10/25延期分 教育文化部 郡山市

29 第30回私たちの手話学習会 手話対策部 郡山市

12 5 福島県手話通訳者認定試験（全国統一試験） 事務局 郡山市

10 第５回定例理事会 事務局 郡山市

16 福島県聴覚障害者協会幹部研修会 組織部 未定

31 第10回趣味のつどい 教育文化部 郡山市

女性部定期総会 女性部

青年部定期総会 青年部

21 全国統一要約筆記者認定試験 情報支援センター 福島市

20～21 第46回福島県ろうあ老壮年のつどい＆定期総会 老壮年部 県南

7 耳の日記念第40回福島県ろうあ者福祉大会 事務局 白河市

14 第６回定例理事会（拡大） 事務局 郡山市

未定 2020年度福島県ろう講師講座 情報支援センター 未定

月 日 行　　　　事　　　　　名 担　　当 開催地
5 17 【中止】第58回福島県障がい者総合体育大会 事務局 会津若松市

月 日 行　　　　事　　　　　名 担　　当 開催地

県手話通訳者養成事業（通訳Ⅰ・Ⅱ） 郡山市

県手話通訳者養成事業（通訳Ⅲ） 福島市

県要約筆記者養成事業 田村市

【中止】県盲ろう者通訳・介助員養成事業 郡山市

月 日 行　　　　事　　　　　名 担　　当 開催地

12 県手連定期総会 県手連 書面決議

16 県通研定期総会（書面開催に変更） 県通研 書面決議

6 7 士協会定期総会 士協会 書面決議

7 未定 【中止】一泊研修会 県手連 未定

7～8 【中止】ふれあいの場サマースクール 同窓会 郡山市

8 【中止】BBQ企画 同窓会 郡山市

未定 第２回県通研講座 県通研 未定

9 12～13 健康普及員研修会 県通研 福島市

未定 第３回県通研講座 県通研 未定

3～4 手話通訳士協会2020年度（Ⅱ）司法研修会 士協会 福島市

12 未定 第25回文化フェスティバル 県手連 未定

3 令和３年度第64回定期総会・新成人を祝う会 同窓会 郡山市

未定 第４回県通研講座 県通研 未定

未定 福島県手話通訳士協会主催研修会 士協会 未定

2 20～21 【中止】第5回Nアクション合宿 県通研 福島市

3 未定 同窓会入会式 同窓会 郡山市

11

郡山市

4

【県立聴覚支援学校・県立聾学校同窓会・県手連・県通研・士協会】

【委託関係事業】

【県関係事業】

情報支援センター

7

2

７月～12月

７月～11月

事務局
7月～11月

9月～11月

10

9

2020年度事業計画
【県内事業】

5

7

1

10

3
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1

新型コロナウイルス感染症の影響により

中止または延期となる場合があります。



月 日 行　　　　事　　　　　名 担　　当 開催地

26～27 第51回東北ろうあ者体育大会

28 第20回全国聴覚障害者バレー地区予選会（抽選方法に変更）

7 11～12 第46回東北ろうあ青年研究討論会 青年部 岩手県花巻市

第71回東北ろうあ者大会

第47回東北地区手話問題研究大会

　　・第41回東北ろうあ老壮年研修会 老壮年部

　　・第15回東北ろうあ女性集会 女性部

　　・青年のつどい 青年部

1 16～17 第45回東北ブロック幹部研修会 組織部 福島市

月 日 行　　　　事　　　　　名 担　　当 開催地

11～14 第68回全国ろうあ者大会及び付帯行事

14 　・第68回全国ろうあ大会 事務局

11～14 　・第35回全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展 教育文化部

13 　・聴覚障害者問題に関わる研究分科会 事務局

2020年度第１回全国ブロック代表者会議 組織部

2020年度全国福祉担当者会議 福祉労働部

2020年度全国情報・コミュニケーション担当者会議 手話対策部

2 2020年度ろう教育担当者会議 教育文化部 大阪

21～23 第53回全国手話通訳問題研究集会 手話対策部 石川

第31回全国専従職員研修会

出版物対策研究会議

13 第38回高校生の手話によるスピーチコンテスト 事務局 東京

17～20 第54回全国ろうあ者体育大会

　・加盟団体体育部長懇談会

　・開会式

19～20 　・各競技（陸上、サッカー除く）

26か27 　・陸上競技

10/2～4 　・サッカー競技

第32回全国ろうあ高齢者大会

第34回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会

第11回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ競技大会

24～26 第20回全国障害者スポ－ツ大会 事務局 鹿児島

23～25 第50回全国ろうあ女性集会 女性部 京都

未定 機関紙学校 事務局 未定

第34回全国ろうあ者相談員研修会・

第25回全国職業安定所手話協力等研修会

　兼ろうあ者労働問題フォーラム（2020年度全国労働担当者会議）

21～23 第54回全国ろうあ青年研究討論会 青年部 埼玉

12 12～13 第20回全国ろう者将棋大会 教育文化部 未定

未定 手話関係者の健康フォーラム２０２０ 手話対策部 未定

以下は開催予定

10 24 第８回（通算第71回）評議員会 事務局 京都市

23 第15回全国手話検定試験（準1・１級）

27 第15回全国手話検定試験（5・4級）

28 第15回全国手話検定試験（3・2級）

12

6 愛知県名古屋市

体育部 九州分散

18

8

10～11 事務局 未定

【全国事業】　今年度の全日本ろうあ連盟主催事業は全て【中止】

【東北事業】　今年度の東北ろうあ連盟主催事業は全て【中止】

6 体育部 岩手県奥州市

2 事務局 郡山市

秋田県大館市11 6～８

事務局

11 6～7 福祉労働部 山梨

25～27 老壮年部 青森

9

10


