
←2018 2019⇒ 　日本真空工業会

日 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 日
環境(移動委)

1 （日） （日） 展示会 （土） （土） 正 1

2 （土） 出版 （日） （日） 月 （土） （土） 2

3 祝祭日 （日） 祝祭日 （日） （日） 3
憲法記念日 　 文化の日

4 祝祭日 （土） フォーラム （日） 4
みどりの日

真空展
5 CS 祝祭日 （日） 213回理事会 規格標準合同 （土） 5

こどもの日 　
真空展

6 技術 （日） 技術 （土） 出版 （日） 6

真空展 教育
7 （土） CS （土） フォーラム （日） 環境教育関東 規格標準合同 環境 7

8 （日） 技術 （日） （土） 祝祭日 （土） CS 技術 8
体育の日

9 会計監査 （土） （日） 技術 （日） （土） （土） 9

10 環境 （日） 技術 出版 （土） （日） （日） 10

11 技術 （土） CS （日） 技術 祝祭日 11
建国記念日

12 フォーラム （土） 出版 （日） 技術 環境ﾃﾚｺﾝ （土） 身近な真空 12

13 教育 （日） 教育 （土） 身近な真空 CS （日） 13

　
14 （土） （土） 統計 技術 （日） 技術 祝祭日 技術 出版 14

成人の日

15 （日） 身近な真空 教育 （日） （土） （土） 身近な真空 教育 15
統計

16 （土） 祝祭日 （日） 環境(京都） 統計 （日） 環境 （土） （土） 16
　 海の日

17 （日） 身近な真空 祝祭日 展示会 （土） （日） （日） 17
敬老の日

214回理事会

18 統計 （土） 身近な真空 （日） 賀詞交歓会 18

19 企画 （土） 展示会 （日） 教育 展示会 （土） フォーラム 展示会 19

20 （日） 　 教育 （土） 展示会 （日） 祝祭日 20
　 春分の日

21 （土） フォーラム （土） フォーラム 企画 （日） 委員長/企画 フォーラム 21
　 合同

　
22 （日） 　 企画 （日） 環境 祝祭日 企画 （土） 環境教育関西 委員長/企画 22

　 　 秋分の日 企画 合同

23 展示会 （土） （日） 祝祭日 祝祭日 展示会 （土） （土） 23
勤労感謝の日 天皇誕生日

24 （日） 企画 委員長/企画 （土） 振替休日 フォーラム （日） （日） 24
　 合同

25 企画 （土） （日） 企画 25
　

26 規格標準合同 （土） （日） 展示会 企画 （土） 26

8/27～31
27 企画 （日） 展示会 第18回真空 （土） （日） 27

ウォーキング

28 （土） 環境 環境 （土） （日） 28

29 祝祭日 フォーラム 規格標準合同 （日） （土） フォーラム （土） 29
昭和の日 　

30 振替休日 （土） CS （日） 規格標準合同 （日） （土） 30

31 第３４回定時総会 （正月休み） （日） 31
第212回理事会
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