≪特認申請による集会室等予約状況≫
こちらに掲載している内容は平成29年7月18日現在の集会室等における特認申請（全国大会、県主催行事等）の
予約状況です。こちらの日程における集会室等はすでにご予約をいただいておりますので、該当の施設はご利用
できません。催し物の内容変更等により予約状況は変更になることがございますので、あらかじめご了承ください。
利用日

利用施設

催し物内容

平成29年 7月30日(日)

集会室8～10号・和室2号

大会

平成29年 8月 1日(火)

全集会室・和室

大会

平成29年 8月 3日(木)

集会室1～3号

大会

平成29年 8月 8日(火)

集会室1～4号

平成29年 8月 9日(水)～平成29年 8月13日(日)

集会室1～6号・和室1号

平成29年 8月17日（木）

集会室5・6号

研修会

平成29年 8月18日(金)

集会室1～6号・8～10号

研修会

平成29年 8月20日(日)

集会室5～6号・和室1号

大会

平成29年 8月23日(水)

集会室1～6号・和室1号

式典

平成29年 8月24日(木)

集会室1～6号

式典

平成29年 8月27日(日)

集会室1～6号・和室1号

大会

平成29年 8月27日(日)

集会室8～9号

大会

平成29年 9月15日(金)

集会室1～5号

平成29年 9月16日(土)～平成29年 9月30日（土）

集会室1～5号・和室1号

平成29年10月 1日(日)～平成29年10月19日(木)

集会室1～5号

平成29年 9月30日（金）

集会室6号

大会

平成29年10月 1日(日）

集会室6号・和室1号

大会

平成29年10月 5日（木）

集会室6号・和室1号

大会

平成29年10月 7日（土）

集会室6号・和室1号

平成29年10月 8日（日）

集会室6号・8～10号・和室1号・2号

平成29年10月20日(金)

全集会室・和室

大会

平成29年10月21日(土)

集会室1～6号・和室1号

式典

平成29年10月22日(日)

集会室1～6号・和室1号

大会

平成29年11月 1日(水)

全集会室・和室

大会

コンクール(準備日含む)

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

大会

平成29年11月 3日（金）～平成29年11月 6日（月） 集会室1・2号

展覧会(準備日含む）

平成29年11月 3日（金）

和室1号

大会

平成29年11月 5日（日）

集会室5・6号・和室1号

大会

平成29年11月 7日(火)

集会室1～6号・和室1号

大会

平成29年11月 8日(水)～平成29年11月 9日(木）

集会室1～6号・和室1号

大会（準備日含む）

平成29年11月11日（土）

集会室3～5号

平成29年11月12日（日）

集会室1～5号

平成29年11月12日（日）

集会室6号・和室1号

大会

平成29年11月18日（土）

集会室6号

式典

平成29年11月21日（火）

集会室8号

会議

平成29年12月 3日（日）

集会室1～6号・和室1号

コンサート

平成29年12月 5日(火)～平成29年12月 6日(水)

集会室1～6号

平成29年12月 7日(木)～平成29年12月 8日(金)

集会室1～4号・6号

平成29年12月 9日(土)

集会室1～6号・8～10号・和室１号

平成29年12月10日(日)

集会室1～4号・6号

平成29年12月11日(月)

集会室1～6号

平成30年 1月19日（金）

集会室1号

大会

平成30年 1月30日（火）

全集会室・和室

大会

平成30年 2月 3日（土）

集会室1～6号・8～10号・和室１号

大会

平成30年 2月10日（土）～平成30年 2月11日（日） 集会室1～5号

大会（準備日含む）

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

大会

平成30年 2月15日（木）

集会室1～4号・10号・和室1号

平成30年 2月16日（金）～平成30年 2月17日（土） 集会室1～6号・10号・和室1号

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

平成30年 2月18日（日）～平成30年 2月23日（金） 集会室1～4号・10号
平成30年 2月16日（金）

集会室9号

大会

平成30年 2月24日（土）

集会室1～6号・9～10号・和室2号

コンサート

平成30年 2月25日（日）

集会室1～6号・和室1号

大会

平成30年 3月 2日（金）～平成30年 3月 3日（土）

集会室1～6号・8～10号・和室１号

平成30年 3月 4日（日）

集会室1～4号・8～10号

大会

平成30年 3月16日（金）～平成30年 3月18日（日） 全集会室・和室

大会(準備日含む）

平成30年 4月 6日(金)

集会室1～6号・和室1号

コンサート

平成30年 5月10日(木)

全集会室・和室

研修会

平成30年 5月12日(土)

集会室6号

式典

平成30年 5月13日(日）

集会室5・6・10号

式典

平成30年 5月19日(土）

集会室1～4号

平成30年 5月20日（日）

集会室1～6号・和室1号

平成30年 6月17日(日)

集会室1～6号・和室1号

大会

平成30年 7月13日(金）

集会室1～4号・6号

大会

平成30年 7月29日(日)

集会室1～4号

平成30年 7月30日(月)

集会室1～4号・6号・和室1号

平成30年 7月31日(火）～平成30年 8月 1日（水）

全集会室・和室

平成30年 8月 6日(月）

集会室1～6号

平成30年 8月 7日（火）

集会室1～4号

平成30年 8月 8日（水）～平成30年 8月12日（日） 集会室1～6号・和室1号

演奏会（準備日含む）

大会

大会
コンクール(準備日含む)

平成30年 8月19日（日）

集会室5～6号・和室1号

大会

平成30年 8月24日(金）

集会室1～6号・和室1号

式典

平成30年 8月26日(日）

集会室1～6号・和室1号

大会

平成30年 9月 8日(土）

全集会室・和室

平成30年 9月 9日(日）

集会室10号・和室2号

平成30年 9月14日（金）

集会室1～6号・和室1号

平成30年 9月15日（土）～平成30年 9月16日（日） 集会室1～6号・10号・和室1号
平成30年 9月22日（土）～平成30年 9月24日（月） 全集会室・和室
平成30年10月 3日（水）

集会室5・6号・和室1号

平成30年10月 4日(木）

全集会室・和室

研究会

コンクール(準備日含む)
大会（準備日含む）
研修会(準備日含む）

平成30年10月 5日(金）～平成30年10月 9日（火） 集会室1号

展覧会(準備日含む）

平成30年10月13日（土）～平成30年10月14日（日） 集会室1～6号・和室1号

大会（準備日含む）

平成30年10月18日（木）

集会室10号・和室１号

平成30年10月19日（金）～平成30年10月21日（日） 集会室4・9・10号・和室1号

大会（準備日含む）

平成30年11月 1日（木）

全集会室・和室

大会

平成30年11月 3日（土）

和室1号

大会

平成30年11月 5日(月）

集会室1～6号・8～10号・和室1号

式典・大会

平成30年11月 7日(水）

集会室1～6号・和室1号

大会

平成30年11月 8日(木）

集会室1～6号・和室1号

大会

平成30年11月 9日（金）

集会室2～6号

大会

平成30年11月11日(日)

集会室5・6号・和室1号

大会

平成30年11月13日(火）

集会室1～6号・和室1号

大会

平成30年11月14日(水)～平成30年11月15日(木） 集会室1～6号・和室1号

大会（準備日含む）

平成30年11月16日(金)～平成30年11月19日(月） 集会室1～5号
平成30年11月20日(火)～平成30年11月21日(水） 集会室1～6号・和室1号
平成30年11月22日(木)～平成30年12月3日（月）

集会室1～5号

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

平成30年12月 2日(日）

集会室6号・8号・9号・和室1号

平成30年12月 4日(火）～平成30年12月 5日(水）

集会室1～6号

平成30年12月 6日(木)～平成30年12月 7日（金）

集会室1～4号・6号

平成30年12月 8日(土）

集会室1～6号・8～10号・和室1号

平成30年12月 9日(日）

集会室1～4号・6号

平成30年12月10日（月）

集会室1～6号

コンサート

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

平成30年12月11日（火）～平成30年12月17日(月) 集会室1・2号

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

平成30年12月14日（金）

会議

集会室4号

平成31年 1月10日（木）～平成31年1月12日（土） 集会室4号

美術展覧会（搬入・審査）

平成31年 1月24日（木）

集会室1～6号・和室1号

平成31年 1月31日（木）

全集会室・和室

大会

平成31年 2月 2日（土）

集会室1～6号・8～10号・和室1号

大会

平成31年 2月13日（水）

集会室1～4号・和室1号

平成31年 2月14日（木）

集会室1～6号・和室1号

平成31年 2月15日（金）

集会室1～4号

平成31年 2月16日（土）

集会室1～6号・和室1号

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

平成31年 2月17日（日）～平成31年 2月21日（木） 集会室1～4号
平成31年 2月23日（土）

集会室1～6号・9～10号・和室2号

平成31年 3月 8日（金）

集会室2号・和室1号

平成31年 3月 9日(土）～平成31年 3月10日（日）

全集会室・和室

平成31年 8月 7日(水)

集会室1～4号

平成31年 8月 8日(木)～平成31年 8月12日（月）

集会室1～6号・和室1号

平成31年 8月23日(金）

集会室1～6号・和室1号

平成31年 9月 6日（金）

集会室1～6号・和室1号

平成31年 9月 7日（土）～平成31年 9月 8日（日）

集会室1～6号・10号・和室1号

コンサート
大会（準備日含む）

大会（準備日含む）
式典
大会（準備日含む）

平成31年12月 3日（火）～平成31年12月 4日(水） 集会室1～6号
平成31年12月 5日（木）～平成31年12月 6日（金) 集会室1～4号・6号
平成31年12月 7日（土）

集会室1～6号・8～10号・和室1号

平成31年12月 8日（日)

集会室1～4号・6号

平成31年12月 9日（月）

集会室1～6号

平成32年11月 5日（木）～平成32年11月 6日（金） 全集会室・和室
平成32年12月 1日（火)～平成32年12月 2日(水）

集会室1～6号

平成32年12月 3日（木)～平成32年12月 4日(金）

集会室1～4号・6号

平成32年12月 5日（土）

集会室1～6号・8～10号・和室1号

平成32年12月 6日（日）

集会室1～4号・6号

平成32年12月 7日（月）

集会室1～6号

美術展覧会(作品搬入日・搬出日等含む)

大会

美術展覧会（搬入・審査）

