
月 日 曜日 時間 項　　　　　　　　　目 場　　　　　所 備考

5 金 地鶏関連実績報告提出

18 水 13:30～16:30 東日本ブロイラー孵卵部会総会 サニーハイツ池袋

11:00～12:00 監査 協会事務室

12:00～13:00 正副会長会議 馬事畜産会館 第4会議室

13:00～16:00 理事会 馬事畜産会館 第4会議室

22 月 17::00～ 中部レイヤー孵卵部会総会 志摩観光ホテル　ｻﾞｸﾗｼｯｸ

原種鶏部会総会 東京

24 水 JRL事業実績報告書提出(2件)

JRL事業自己評価書提出(2件)

26 金 ひな統計まとめ

未定 九・四レイヤー孵卵部会総会

16 11:00～12:00 定時総会 馬事畜産会館 1.2.3

31 ひな統計まとめ

11 火 13:30～16:00 地鶏等生産振興推進会議 馬事畜産会館 第5会議室

12 水 13:30～16:00 東日本レイヤー孵卵部会総会 馬事畜産会館

13 木 13:30～16:00 種鶏孵卵場防疫対策第1回事業推進委員会 馬事畜産会館 第１会議室

14 金 13:30～16:00 種鶏孵卵場防疫対策第1回専門委員会 馬事畜産会館 第４会議室

28 金 13:30～16:00 孵化場体質強化第1回事業推進委員会 馬事畜産会館 第４会議室

29 土 ひな統計まとめ

3 水 15:00～17:00 国産鶏普及協議会通常総会 馬事畜産会館 第１会議室

12:00～13:00 正副会長会 馬事畜産会館 第３会議室

13:00～1700 ブロイラー素びな計画生産検討会 馬事畜産会館 第３会議室

10:30～12:00 理事会 馬事畜産会館 第３会議室

13:30～17:00 レイヤー素びな計画検討会 馬事畜産会館 第３会議室

17 水 15:00 西日本ブロイラー孵卵部会総会 岡山シティホテル桑田町

31 水 ひな統計まとめ

8 木 現地調査(大腸菌)

9 金 現地調査(大腸菌)

21・22 水・木 東日本ブロイラー孵卵部会現地研修 宮崎

27～30 種鶏孵卵衛生管理士研修会 岡山国際交流センター 岡山市

2 月 ひな統計まとめ

19 木 14:00～17:00 全国鶏改良中央協議会 岡崎市

20 金 9:30～16:00 地鶏銘柄セミナー 岡崎市

30 月 ひな統計まとめ

3・4 木・金 国産鶏普及協議会現地研修会 高知県

10・11 木・金 13:30～17:00 地鶏等生産振興第２回推進会議 松本市

18 金 東日本レイヤー孵卵協議会現地研修会 仙台市

28～31 月～木 種鶏孵卵衛生管理士研修会 中央畜産研修施設 西郷村

1 金 ひな統計まとめ

2 土 9:00～17:00 全日本初生雛鑑別協議会 中央畜産研修施設 西郷村

中下旬 JRL新規事業考案応募

中下旬 15:00～17:00 原種鶏部会・農水情報交換会(未定) 農林水産省 東京

29 金 ひな統計まとめ

12 26 木 ひな統計まとめ

16:30～17:00 JRL孵化場体質強化事業ヒアリング 畜産振興会 新橋

16:30～17:00 JRL新規事業ヒアリング 畜産振興会 新橋

31 金 ひな統計まとめ

12:00～13:00 正副会長会 馬事畜産会館 第４会議室

13:30～16:00 理事会 馬事畜産会館 第４会議室

10:30～12:00 レイヤー素びな計画検討会 馬事畜産会館 第３会議室

10:30～12:00 ブロイラー素びな計画検討会 馬事畜産会館 第２会議室

13:30～16:45 経営セミナー 馬事畜産会館 第2・3会議室

17:00～18:30 懇親会 馬事畜産会館 第2・3会議室

28 ひな統計まとめ

4 水 13:30～16:00 種鶏孵卵場防疫対策第2回専門委員会(最終) 馬事畜産会館 第４会議室

5 木 13:30～16:00 種鶏孵卵場防疫対策第2回事業推進委員会(最終)馬事畜産会館 第４会議室

6 金 13:30～16:00 孵化場体質強化第2回事業推進委員会 馬事畜産会館 第４会議室

11 水 13:30～16:00 地鶏等生産振興第3回推進会議(最終) 馬事畜産会館 第３会議室

31 火 ひな統計まとめ
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東日本レイヤー孵卵協議会総会
中部レイヤー孵卵部会総会
中四九レイヤー孵卵協議会総会
東日本ブロイラー孵卵協議会総会
西日本ブロイラー孵卵協議会総会

11:00～12:00 協会監査 協会事務室
12:00～13:00 正副会長会 馬事畜産会館
13:00～16:00 理事会 馬事畜産会館

JRL事業実績報告書提出(2件)
ひな統計まとめ

21 11:00～12:00 定時総会 馬事畜産会館 1.2.3
ひな統計まとめ
算定基礎説明会 銀座ブロッサム
畜産技術協会総会 全国家電会館会議室
(株)全国食鳥新聞社株主総会 台東区

13:30～16:00 孵化場体質強化第1回事業推進委員会 馬事畜産会館
ひな統計まとめ
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