会
４／１０

議 ・ 出 張 等

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 営業課長）

１８

高島市商工会サービス業部会（高島市商工会本所 営業課長）

２０

北千里駅前びわこ高島産直市（販売企画課長・料飲課係長・管理課員）
大学生協営業（京都府内 管理課主任・総務課員）
朽木鯖街道桜まつり準備（道の駅くつき新本陣 ）

２１

朽木鯖街道桜まつり出店（道の駅くつき新本陣 料飲課員・パート）

２４

老人会営業（滋賀県内 管理主任・管理課員・管理課員）

５／１１

老人会営業（滋賀県内 販売企画課長・営業課長・管理課主任・管理課員・総務課員）

１４

営業（椋川・久多・葛川地区 管理課主任）

１５

営業（湖西地区 管理課主任）

１８

北千里駅前びわこ高島産直市（料飲課係長・管理課員）

２２

老人会・道の駅営業（滋賀県内 営業課長・管理課主任・管理課員・管理課員）

２３

高島市商工会サービス業部会役員会（白浜荘 営業課長）

24・25 プール衛生管理者講習会（大阪国際会議場 管理課員）
２５

吹田市リレー産直市（販売企画課長）

３０

高島市勤労者互助会理事会（高島市商工会本所 販売企画課長）

６／ ５
７

大学生協営業（大阪府内 販売企画課長・管理課主任）
関西鋼索交通協会定時会員総会（大阪市中央区 管理課長）
朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 営業課長）

８

プール施設管理士講習会（大阪国際会議場 管理課員）

１３

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 総務課員）

１４

大学生協営業（京都市内 販売企画課長・営業課長・管理課主任）

１５

北千里駅前びわこ高島産直市（料飲課係長・総務課員）

１８

採用選考研修会ならびに新規学校卒業者求人事務手続き説明会（地場産センター 総務課長）

２０

報酬月額算定基礎届等事務説明会（藤樹の里文化芸術会館 総務課員）
高島トレイル運営協議会総会（びわ湖高島観光協会本所 管理課長）

２１

２３年度シーズンのスキー場総括会議（大阪市北区 管理課長）
公益法人相談（滋賀県庁 総務課長）

２５

高島市スキー場協議会総会（びわ湖高島観光協会本所 理事長・管理課長）

２８

災害共済事務担当者会議（近江八幡市 総務課主任）
びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会全体会議（今津サンブリッジホテル 理事長）
大学生協営業（名古屋市・岐阜市内 販売企画課長・営業課長・管理課主任・管理課員・総務課員）

７／ ５

大学生協営業（兵庫県内 販売企画課長・管理課主任）

１１

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（びわ湖高島観光協会本所 営業課長）

１３

高島市勤労者互助会理事会並びに会員拡大委員会・企画委員会（高島市商工会本所 販売企画課長）

１７

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 営業課長）

２５

びわ湖高島観光協会 観光特産品振興部会準備会議（びわ湖高島観光協会本所 総務課員）

８／ １

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 営業課長）

５

「朽木鯖街道 ふる里まつり」準備（船橋周辺堤防等 営業課長）

９

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（マキノ高原温泉さらさ 営業課長）

１０

安全運転管理者講習（藤樹の里文化芸術会館 総務課主任）

１３

「朽木鯖街道 ふる里まつり」準備（高島市商工会朽木支所前等 営業課長）

１５

「朽木鯖街道 ふる里まつり」出店（高島市商工会朽木支所前等 営業課長・パート）

２８

たかしま産直市合同会議（地場産センター 販売企画課長）

９／ ５

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（グリーンパーク想い出の森 営業課長）

１１

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 栗本課長）

１２

びわ湖高島観光協会 観光特産品振興部会準備会議（びわ湖高島観光協会本所 総務課員）

２１

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 営業課長）

27・28 Ｓ−Ｂ−Ｂ認定整備技術者セミナー２０１２ アルフィック大阪
（管理課長・管理課主任・管理課員）
３０
１０／ １

千里商業祭（販売企画課長・営業課長）
営業（葛川地区 管理課主任）

3〜4 索道技術管理者研修会（大阪市中央区 販売企画課長・管理課長・管理課主任・管理課員）
４

朽木・群・ひとネットワーク協議会（高島市役所朽木支所 営業課長）

８

高島市スキー場協議会誘致キャンペーン（県立びわ湖こどもの国 管理課長）

１０

調理師講習会（安曇川ふれあいセンター 営業課長）
びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（白浜荘 営業課長）
調理師再教育講習会（ピアザ淡海 料飲課長）

１６

朽木元気隊「じゃっぴーず」（高島市役所朽木支所 販売企画課長・管理課長）
高島市スキー場協議会（エルブライト寿光苑 理事長・管理課長）

１８

改正法人税法等説明会（新旭公民館 総務課長）
営業（福井県・京都府内 管理課主任）

１９

北千里駅前びわこ高島産直市（料飲課係長・総務課員）

２１

北千里駅前びわこ高島産直市（販売企画課長・営業課長）

２２

朽木元気隊「じゃっぴーず」（高島市役所朽木支所 販売企画課長・管理課長）

２４

索道京滋地区二次研修会（大阪市中央区 管理課主任・管理課員）
朽木元気隊「じゃっぴーず」（高島市役所朽木支所 販売企画課長・管理課長）
今津たばこ商業協同組合美化活動（道の駅くつき新本陣周辺 総務課員）

２６

高島市観光施設指定管理者会議（高島市役所本所 販売企画課長・総務課長）
朽木元気隊「じゃっぴーず」（高島市役所朽木支所 販売企画課長・管理課長）

１１／ ２
３

朽木鯖街道「鯖・美・庵!」まつり準備（道の駅くつき新本陣 営業課長）
朽木鯖街道「鯖・美・庵!」まつり出店（道の駅くつき新本陣 管理課員・料飲課員・パート）
朽木元気隊「じゃっぴーず」「鯖・美・庵！」祭り 出店
（道の駅くつき新本陣 販売企画課長・管理課長）

８
１６

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（びわ湖高島観光協会本所 営業課長）
スキー場協議会活動の市長報告並びにプレス発表（高島市役所本所 理事長・管理課長）
たかしま産業フェア&そばフェスタ開催に係る模擬店・物産販売店出店説明会
（高島市商工会本所 営業課長）
北千里駅前びわこ高島産直市（料飲課係長・総務課員）

１８

スキー場協議会ＰＲ活動（守山市 管理課長・管理課員）

１９

びわ湖高島観光協会視察研修（日野町 営業課長・総務課員）
スマイルカード会ポイントカード機器説明会（高島市役所朽木支所 管理課副主任・管理課員）

２２

年末調整説明会（新旭公民館 総務課員）

２３

たかしま産業フェア&そばフェスタ出店並びに高島市スキー場協議会ＰＲ活動
（今津総合運動公園 営業課長・管理課長・料飲課員・管理課員）

２６

キャンプ場意見交換会（白浜荘 営業課長）

２７

朽木・群・ひとネットワーク視察研修（岐阜県大垣市・高島市マキノ町 営業課長）

１２／ ２

高島市人権のつどい（ガリバーホール 総務課長）

５

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 営業課長）

８

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会高速道路ＳＡキャンペーン活動・
スキー場協議会誘客キャンペーン（新名神高速道路土山サービスエリア 営業課長・管理課員）

９

たかしま冬山開き・合同安全祈願祭
（箱館山スキー場 理事長・販売企画課長・管理課主任・総務課員・管理課員）

１３

高島市勤労者互助会理事会（高島市商工会本所 販売企画課長）

１５

びわ湖高島観光協会リスクマネジメント研修会（キャンパスプラザ京都 営業課長・管理課主任）

２０

たかしまアウトドア推進協議会（新旭公民館 営業課長）

１／ ９

高島市商工会先進地視察研修（奈良市 営業課長）
びわ湖源流の里たかしま産直市出店者と産直部会の合同会議（高島市商工会本所 販売企画課長）

２９
２／ ５
６

商工会セミナー「たかしま経営道場２０１３」（高島市商工会本所 管理課主任）
商工会セミナー「たかしま経営道場２０１３」（高島市商工会本所 管理課主任・総務課員）
高島市商工会先進地視察研修（奈良市 営業課長）

１２

商工会セミナー「たかしま経営道場２０１３」（高島市商工会本所 管理課主任・総務課員）

１４

企業内同和問題研修窓口担当者研修会（新旭公民館 総務課長）

２１

定期提出書類の作成等に関する説明会（滋賀県庁 総務課長）

２５

びわ湖高島観光協会 教育旅行誘致キャラバン（名古屋市・岐阜県内 管理課主任）

２８

登記手続き相談（大津法務局 総務課長）

３／ ６
１９

びわ湖高島観光協会 国内旅行専門部会（今津サンブリッジホテル 営業課長）
高島市産業連携連絡協議会（高島市商工会本所 販売企画課長）
登記手続き相談（大津法務局 総務課長）

２１

酒類販売管理研修（ピアザ淡海 総務課員）

２７

高島市勤労者互助会理事会（高島市商工会本所 販売企画課長）

