
平成28年7月 沖縄トラック精報 (26) 

罷一.• 
1 (水） 安全運転講習会那覇① (5F) ,s,00�20,00; 助成金説明会 南部（ホテル

スポ ー ツロッジ糸満） woo�15:00 
2 (木） （公社） 全卜協第165回理事会(3F全卜協） 13:30�15:30 /助成金説明

会那覇(5F) 14:oo�15:00 

3 (金） 新型インフルTンザ等対策のための事業継続計画作成 説明会（県庁）14 

00�15:00/助成金説明会 北部（伊差川地区会館） 14:00�15:oo 

6 (月） おきなわアジェンダ21 県民会議通常総会及び月間記念講演会（県庁） 13 
: 30�14:50 

7 (火） 安全管理推進大会（てだこホー ル） 14:00�15:oo; 助成金説明会中部
（沖縄市産業交流センター ） 14:00�16:00 

8 (水） 沖縄労働局・労働災害防止団体等連絡協議会（沖縄労働局）14:00�15:00 

／沖縄県災害廃棄物処理計画作成 部会（県庁） 10:00�12:00 
9 (木） 県防災訓練ライフライン部会（県庁） ／助成金説明会宮古（宮古支部）

15:00�17:oo /八重山支部運営委員会（八重山支部） 19:00� 

10(金） 助成金説明会 八重山（八重山支部） 14:00�15:00 
13(月） 宜野湾地区交通安全協会定期総会（カルチャー リゾ ー トフェストー ネ）

17:30� 表彰式19:30�
14(火） 沖縄県労働基準協会平成28年度通常総会（ハー バ ー ピュ ー ） 15:00�I 

南部支部運営委員会（南風原町立中央公民館） 17:00�; 安全運転講習会
南部（南風原町立中央公民館） 1s:30�20:oo 

15(水） 平成28年度陸運関係功労者表彰式（陸運事務所） 15:00�15:30 /運行管

理者基礎�17日／安全運転講習会宮古（宮古支部） 15:30�1s:30; 備
品監査（中部→北部） 10:00� 

16(木） 那覇支部正副支部長会議(4F資料室） 12:00�/安全運転講習会 八重山
（八重山支部） 1s:00�20:oo 

17(金） 青年部会全因代表者協議会研修会（全卜協）15:00�/沖縄県地方協議会(5F)

／第64回那覇地区交通安全協会定期総会・表彰式・懇親会（沖縄ハイヤ ー ・
タクシー 協会4F) 16:00�20:30 

18(土） 第 1 回省エネ運転講習会(4F第2研究室） 9 :00�15:00 
20(月） 引越し基本講習(5F第1研修室） 10:00�15:00 /北部 地区運営委員会

（北部支部会議室） 12:00� 

22(水） 第42回建設業労働災害防止大会（パ シフィックホテル沖縄） 15:00�/ 
適正化幹事会（局） 14:00�/安全運転講習会中部（沖縄巾産業交流セ
ンター ） 18:30�20:30 

23(木） 平成28年度第 2 回専務理事業務連絡会議（長崎県） 15:00�/第69回九
州トラック協会通常総会（同上） 15:00�1s:oo 意見交換会1s:00�19
: 30 I第35回沖縫県トラックドライバ ー コンテスト学科競技(5F) 18:oo 

～／那覇支部運営委員会(2F会議室） 12:00�/沖縄全戦没者追悼式（平
和祈念公園） 11 :50�12:40 

25(土） 支部交流会パー クゴルフ大会（与那原パー クゴルフ場） 14:00� 意見
交換会（ユインチホテル南城） 1s:30� 

27(月） 平成28年公益財団法人沖縄県交通遺児育成 会定時評議委員会（沖縄県総

合福祉センター ） 14:oo�I求車·求荷ネットワ ー クシステム説明会(4F
第2研修室） 14:00�15:00 

28(火） 算定基礎 講習（結の街） 10:00�12:00 /引越部会(2F会議室） 12:00� 
13:30/青年部協譜会運営委貝会(2F会攪室） ,s:oo� 

29(水） 安全運転講習会那覇② (5F) 1s:00�20:oo /コンテナ部会(2F) 11:30 
�14:00/陸災防全国支部事務局長会議（メルパルク東京）14:00�17:oo 

／ 

近代化基金融資にかかる
貸出金利の変更について

---� 之

1 . 貸付利率

2讐直諮

所在瀧

〒900-0002 那覇市曙2-3-20

〒900-0005 那覇市天久1167-7 

●退会

眉出年月日

H 28. 7. 1 丸幸運送

意見交換会17:15�18:30 
30(木） 貨物自動車運送事業振興センター評議員会（第ーホテル東京） 12:10�13 

: 30/全日本トラック協会通常総会（第一ホテル東京） 13:30� 

平成28年

•国 ●● 

1 (金） 那覇市交通安全市民運動 推進協議会総会（那覇市民会館） 16:oo�/ G 

マ ー ク受付開始(�14日 ）
4 (月） 「今後のトラック協会の有り方について」の説明会宮古（ホテルアトー

ルエメラルド宮古島） 1s:oo� 
5 (火） 「今後のトラック協会の有り方について」の説明会 八里山（ホテルミヤ

ヒラ） 1s:oo�/九州 地区運輸膏年部逗絡協講会役員会（熊本ホテル
キャッスル） 19:00� 

8 (金） 夏の全国交通安全運動那覇地区開始式 （牧志さいおんスクエア） 15:00 
�17:00 

11(月） 夏の全国交通安全運動 開始式（沖縄県庁前県民広場） 11 :oo�11 :30※夏
の全国交通安全運動7 月11日（月）�20日（水） 10日 間

12(火） 第 3 回理事会(2F会議室） 12:00�13:30 
13(水） 那覇支部視察研修（久高島・斎場御嶽） 8 :30�17:30 /那覇支部運営委

員会(2F会譲室） 17:30� 

14(水） 全卜協第217回常任理事会•第167回理事会合同会議（第 ー ホテル東京）

13 : 30�15 : 30/夏季全卜政連懇親パー ティー （同上ホテル） 15:30� 

15(金） 美ら島レスキュ ー2016 訓練説明会（陸上自衛隊那覇駐屯地）14:00�15:oo 

／全卜協経営改善・情報化委員会（全卜協） 13:30� 
19(火） 全国専務理事業務連絡会議（米子全日空ホテル） 14:00�17:30 事業者

大会会場視察 （米子コンペンションセンター ） 17:30�18:00 
20(水） 全国専務理事業務連絡会議（米子全日空ホテル） 9 :00�12:30/適正化

幹事会（局） woo�I美ら島レスキュ ー2016 ( 陸上自衛隊那覇駐屯地
（体育館）、 那覇訓練場） 8 :00�15:00 

21 (木） 美ら島レスキュ ー2016 ( 陸上自衛隊那覇駐屯地（体育館）、 那覇訓練場）

8 :00�11:00 

24(日 ） 第35回沖縄県トラックドライバ ー コンテスト実科競技（壺川自動車学
校） s :oo� 

26(火） 全卜協広報委員会（全卜協） 12:00�14:00 

27(水） 特別巡回指導、 IT点呼拡大に係る研修会（福岡県トラック総合会館）
13:30�17:00 
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2016/6/26 ll! 在 店頭環金面格 週次調査（円税込／リットル）
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採天久重機工業 098-860-8 2 6 5 098-861-2 0 21

掬丸幸運送 098-868-4076 098-868-4076

事彙所名 ・ 所在地

〒900-0005 那覇市天久1167-7




