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鳥取退職者連合より ■第 27 回定期総会＆
お知らせ
全県学習会を開催します■
●鳥取退職者連合第 27 回定期総会●
１．日
２．場
３．日

時
所
程

2019 年１０月１日（火）１１時００分開会
白兎会館 （〒680-0833 鳥取市末広温泉町 556 TEL 0857-23-1021）

【学習会（講演会）
】―11 時 00 分～12 時 00 分― ※質問を含めて 60 分間を予定
・講演テーマ 「年金支給法および介護保険法の改正に向けて」
（仮）
講師 日本退職者連合 幹事 川端 邦彦さん（自治退）

【第２７回定期総会】―12 時 00 分～13 時 00 分予定―
・総会議事

(1)2019 年度活動報告
(2)2019 年度会計決算報告
(3)2019 年度会計監査報告
(4)第１号議案 2020 年度活動方針（案）について
(5)第２号議案 2020 年度会計予算（案）について
(6)第３号議案 その他

【昼食懇親会】―13 時 00 分～15 時 00 分頃予定―
４．構
成
(1)構成組織代議員 ＮＴＴ労組退職者の会鳥取県支部協議会
（定数 32 人） 日本郵政グループ労働組合鳥取連絡協議会退職者の会
全日本自治体退職者会鳥取県本部
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林野関連退職者の会鳥取県協議会

(2)鳥取退職者連合幹事会構成員・会計監査
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■第 24 回グラウンド・ゴルフ大会参加者募集！■
今年も中部地区協のご協力により開催します。
構成組織を通じてご案内しています。多くのみなさんのご参加をお願いします！
■実行委員会

鳥取退職者連合幹事会並び
に中部地区協幹事会で構成
■日 時
2019 年 10 月 7 日(月)
受付開始 8 時 30 分から
開会式
8 時 50 分から
試合開始 9 時 10 分
試合終了 11 時 30 分
表彰式 12 時 30 分
☆少雨決行、雨天の場合は 10 月 9 日(水)に
延期します (時間・場所は同じ)
■会 場
大御堂廃寺跡広場
(倉吉未来中心・東側広場／
倉吉市駄経寺町)
■コート
芝コート
■チーム編成
①団体戦／1 チーム 6 人）
・登録者は固定とする。
・当日の団体戦登録者の変更は認めない。
②個人戦／団体戦に参加する者、及び、
個人戦に参加する者とする。
■チーム数
①産別ごとにチームを編成する。
②チーム数は制限なしとする。
■競技方法
①団体戦 (6 人) と同時に個人戦を行う。
②8 ホール×2 ゲーム＝16 ホールする。
③ゲーム打順は、個人戦扱いとし、全員の
ローテーションとする。
④記録係は、各チームから選出する。
■表 彰
＜団体戦＞
①各チーム 6 人の合計打数をもって決める。
②表彰は、１位、２位、３位とする。

＜個人戦＞
①表彰は上位 (5 位) までとする。
以下は飛び賞（10 位飛び）及び、BB、BM
に加え、地域特産物の特別賞とする。
②ホールインワン賞を準備する。
■参加費
①１人あたり 500 円とし、産別ごとに徴収
する。
②弁当は実行委員会で準備しますが、交通
費は自己負担とする。
■参加申込 9 月 25 日（水）までに事務局へ。
FAX ０８５７－２６－６６１５
■当日の準備
実行委員会のメンバーは、当日午前７時
30 分に現地集合とする。
■準備すべきもの
①会場設営器具類は実行委員会で準備。
②クラブとボールは各自ご持参ください。
ただし、お持ちでない方は「申込書」に
記入してください。実行委員会で準備し
ます。
■その他
天気具合で、どちらとも判断がつかない
場合は、各チームの代表の方がお問い合わ
せ下さい。
当日午前 6 時 30 分
に決定します。
【午前 6 時 30 分から
しばらくの間】
平田義人 (中部地協・
事務局長)
TEL／携帯 090-6846-1714
【午前 9 時 30 分以降】
連合鳥取事務局 TEL／ 0857-26-6605

■核兵器廃絶に向けて 1000 万署名を成功させよう！■
退職者連合は「唯一の戦争被爆国民として核兵器廃絶と世界の
恒久平和を求める私たちの願いを日本政府と国連に届ける」た
め、
「核兵器廃絶 1000 万署名」に取り組んでいる。
基本的に産別を通じての取り組みとなるが、ご不明な点等は、
鳥取退職者連合へお問い合わせください。
○取組期間 2019 年５月１５日（水）～2020 年２月２７日（木）
○提出先
国連および日本国政府
○目 標
退職者連合として 150 万筆

