平成３０年 ５ 月
月
神

神戸市断酒会行事予定表
火

1

★三宮支部
三宮勤労会館３Ｆ

戸 市 断 酒 会
6月１７日(日)
幹
事
会
（兵庫勤労市民センター） ★垂水支部
垂水勤労市民センター３Ｆ
担当：東神戸支部

◎

水
★西神中央支部
西区民センター２Ｆ

2

♥「アメシストの集い」例会
兵庫勤労市民センター2F
14:00～16:00

◎

6月２３日(土)
◆新生会病院 院内例会
総合例会＆家族会
13:00～15:00
（兵庫勤労市民センター）
◆新阿武山病院 院内例会
担当：東神戸支部
<会員・家族の方は、多数出席して下さい>
13:30～15:00
★三宮支部
7
8 三宮勤労会館３Ｆ
★「虹の会」例会
兵庫勤労市民センター2F
★垂水支部
垂水勤労市民センター３Ｆ

♥いちご尼崎作業所『はなみずき』
昼例会 12:45～14:30
◆幸地クリニック院内例会
14.00～15.30
<多数参加して下さい>
9 ★西神中央支部
(垂水病院参加)
西区民センター２Ｆ

◆ひょうご こころの医療センター・断酒会

◆阪和 いずみ病院 院内例会
13:00～15.00

14
◆垂水病院・断酒会
合同夜間例会（会議室2F）
19:00～20:30
◆阪和 いずみ病院 院内例会
13:00～15.00
受付 12;00～

21
◆ひょうご こころの医療センター・断酒会

合同夜間例会（新館4F）
19:00～20:45
◆阪和 いずみ病院 院内例会
13:00～15.00

28
◆垂水病院・断酒会
合同夜間例会（会議室2F）
19:00～20:30
◆阪和 いずみ病院 院内例会
13:00～15.00

木

3

金

4

憲法記念日

みどりの日

★北神戸支部昼例会

★東神戸支部 休会
14:00～16:00 北区民ｾｾﾝﾀｰ ★中央支部 休会

♥滋賀県断酒同友会41周年記念例会 ♥水橋断酒新生会20周年記念

滋賀県立男女共同参画センター

<役員・幹事の方は、必ず出席して下さい>

合同夜間例会（新館4F）
19:00～20:45

事 〒651-1204神戸市北区花山東町3丁目26-201
務 TEL・FAX：（078）５８３-２１２０
局 携帯：０８０-６１７４-６０８９

12:30～16:00
♥家族例会 休会
◆三杉会例会（垂水病院内） 休会
◆ひょうご

こころの医療センター

休会

◆和光園の集い 休会
10 ★北神戸支部
北区民センター4F
★「シングルの集い」例会
兵庫勤労市民センター2F
♥酒害教室 13:30～15:30
新長田勤労市民センター3F

♥いちご尼崎作業所『はなみずき』 ◆三杉会例会（垂水病院内）
昼例会 12:45～14:30
13:30～15:00

★三宮支部
三宮勤労会館３Ｆ
★垂水支部
垂水勤労市民センター３Ｆ

16

15

♥県連 家族会「家族教室」
兵庫勤労市民センター2F

◆ひょうご こころの医療センター 院内例会

5

♥「アメシストの集い」例会
兵庫勤労市民センター2F
14:00～16:00

17

★北神戸支部(垂水病院参加)

北区民センター4F

◆新生会病院 院内例会
13:00～15:00
◆新阿武山病院 院内例会
13:30～15:00
★三宮支部
22
三宮勤労会館３Ｆ
★垂水支部
垂水勤労市民センター３Ｆ

★東神戸支部
六甲道勤労市民ｾﾝﾀｰ５Ｆ

★中央支部
新長田勤労市民センター3F

◆新生会病院 院内例会
13:00～15:00
◆新阿武山病院 院内例会
13:30～15:00
★三宮支部
三宮勤労会館３Ｆ
★垂水支部
垂水勤労市民センター３Ｆ

29

◆新生会病院 院内例会
13:00～15:00
◆新阿武山病院 院内例会
13:30～15:00

24

★北神戸支部
北区民センター4F

♥酒害教室 13:30～15:30
新長田勤労市民センター3F
（神戸市断酒協議会）

京都テルサ

★西神戸支部
新長田勤労市民ｾﾝﾀｰ３Ｆ 13
★須磨支部
♥芦屋断酒会 31周年研修会
木口記念会館 12:30～16:00
北須磨文化センター３Ｆ

12

〓兵庫県連 役員会〓
18:30～
13.00～

◆宋クリニック 院内例会 13:00～

♥第73回松村断酒学校

18

★東神戸支部
六甲道勤労市民ｾﾝﾀｰ５Ｆ

19

★西神戸支部
新長田勤労市民ｾﾝﾀｰ３Ｆ

★須磨支部
北須磨文化センター３Ｆ

◆宋クリニック 院内例会 13:00～

25

★東神戸支部
六甲道勤労市民ｾﾝﾀｰ５Ｆ

★中央支部
新長田勤労市民センター3F

12～14日

本山町プラチナセンター

◎神戸市断酒会 幹事会
9:30～12:00
兵庫勤労市民センター2F
（担当：西神中央支部）

20

※役員・幹事の方は、
必ず出席して下さい

♥淡路断酒会 東浦（昼）例会
サンシャインホール2F
13.30～15.10

◆新生会病院 院内例会 13:00～

14:00～15:30
★西神中央支部
(垂水病院参加)
西区民センター２Ｆ

12:30～16:00

13:30～15:00

◆ひょうご こころの医療センター 院内例会

23

♥京都府断酒平安会 45周年記念

◆新生会病院 院内例会 13:00～ ◆宋クリニック 合同例会 13::00～

兵庫区役所第１集会室（地下） ★中央支部
（神戸市断酒協議会）
兵庫区役所第１集会室（地下）

昼例会 12:45～14:30

6

◆宋クリニック 院内例会 休会

♥家族例会 13:15～15:30

13:00～16:00（上田知香先生） ♥いちご尼崎作業所『はなみずき』 ◆三杉会例会（垂水病院内）

日

こどもの日

富山県水橋ふるさと会館
★西神戸支部 休会
12:30～16:00
◆新生会病院 院内例会 休会

11

◆：病院

★須磨支部 昼例会
13:30～15:30
北須磨文化センター３Ｆ

14:00～15:30
★西神中央支部
西区民センター２Ｆ

<お気軽にお電話ください>

土

（神戸市断酒協議会）

◆新生会病院 院内例会
13:00～15:00
◆新阿武山病院 院内例会
13:30～15:00

★：支部例会…19:00～21:00
兵庫県連酒害相談
☎(０７８)５７８－６３１２ ◎：当会行事 ♥ : その他

♥第24回飯田断酒会 一泊研修会 阿南少年自然の家

26
◎

神戸市断酒会
学
習
会
15:00～１7:00

兵庫勤労市民センター2F

◎

家族会及び総合例会

受付 10:00～

27
♥兵庫県断酒連合会家族会
10:30～15:30
あすてっぷKOBE

家族会17:30～（終り次第合流） ♥第50回関東断酒ブロック(埼玉)大会

♥いちご尼崎作業所『はなみずき』 ◆三杉会例会（垂水病院内）
六
昼例会 12:45～14:30
13:30～15:00

◆新生会病院 院内例会 13:00～

総合例会18:00～21:00
兵庫勤労市民センター２F
（担当：西神中央支部）

さいたま市民会館おおみや
10:00～15:30

◆ひょうご こころの医療センター 院内例会 ◆宋クリニック 院内例会 13:00～
月
※会員・家族の多数の参加
14:00～15:30
をお願い致します
行
★西神中央支部
★北神戸支部
事31 北区民センター4F
※ 朋友行事の参加申し込みは、支部長が必ず責任をもって締切日までに、事務局に申し込んで下さい。
30
西区民センター２Ｆ
６ ※ 記載のない朋友断酒会行事に参加予定の方は、各自調査確認の上、ご参加ください。
予
記載事項の正誤確認は、恐縮ですが、神戸市断酒会事務局に確認してください。
月 ※※この情報は、インターネットに掲載されていますので、開示して閲覧してください。(川西断酒会のホームページ等)
定
行 ♥2日(土)～3日(日) 第27回名古屋連合断酒会「社会復帰推進事業」 一日研修会 受付11:00～ ホテル犬山館
◆三杉会例会（垂水病院内）
豊中市断酒会 一日研修会 10:00～16:00 豊中市立福祉会館
事 ♥3日(日)
♥いちご尼崎作業所『はなみずき』
13:30～15:00
♥9日(土)～10日(日) 南河内断酒 一泊研修会 受付11300～ 富田林市 料亭門前屋
◆ひょうご こころの医療センター 院内例会 予
昼例会 12:45～14:30
♥3日(日) 茨木市断酒会 一日研修会 10:00～16:00 大池コミュニティーセンター
14:00～15:30
♥10日(日) 九州断酒ブロック(沖縄)大会 10:00～15:30 豊見城市立中央公民館
定 ♥17日(日) 東北断酒ブロック(福島)大会 9:30～15:00 国立磐梯青少年交流の家

♥30日(土)～7月1日(日) 第41回津山断酒新生会 一泊研修会 受付1100～ 鏡野町上齋原文化センター

兵 庫 県 断 酒 連 合 会 ３０ 周 年 記 念 大 会
７ 月 １ 日 （日）
１２ 時 ３０ 分 ～ １６ 時 ３０ 分
た ん ば 田 園 交 響 ホ ー ル

ＮＰＯ法人 兵庫県断酒会（兵庫県断酒連合会）

６月９日（土） １４時～１６時

通

常

総

新長田勤労市民センター

会

