
2019年 (平成31年) 4月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

2 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

2 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

2 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

3 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

3 (水) 13:30 　　　　太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

3 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

4 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

4 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

5 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

6 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

6 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

6 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

6 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

6 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

7 (日) 13:00 回生本部例会1病棟 担当 北九州・筑豊地区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

8 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

9 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

9 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

9 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

9 (火) 19:00 福岡アメシスト 雁の巣病院本館2FOT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

10 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

10 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

11 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

11 (木) 19:00 三潴 三又ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

12 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

12 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

12 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

13 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

13 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

13 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

13 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

13 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 久留米 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

14 (日) 13:00 回生本部例会2病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

16 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

16 (火) 19:00 たちばな 東市民C（なみきS第3会議室) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

16 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

16 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊地区 直方中村病院 福岡県直方市頓野993-1 0949-26-1522

17 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

17 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

18 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

(裏　面　に　続　く)

編集：調査部

2019(H31)03/09

断 酒 例 会 の ご 案 内

例会出席　一日断酒 　◆ 一県、一断酒会。

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

※会場注意

NEW

太宰府昼例会 が始まります！ 毎月 第 １ 水曜日 １３:30～ 太宰府病院 視聴覚室



2019年 (平成31年) 4月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

18 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

19 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 西福岡 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

19 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

19 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

20 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

20 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

20 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

20 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

20 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

22 (月) 19:00 のぞえ院内例会 担当 大牟田 のぞえ総合心療病院 久留米市藤山町1730 0942-22-5311

22 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

23 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

23 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

23 (火) 19:00     遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

23 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

24 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

24 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

25 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

25 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

25 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

26 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

26 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

26 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

27 (土) 19:00     西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

27 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

27 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

27 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

27 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

28 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

29 (月) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

30 (火) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

30 (火) 19:00 鞍手 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 0949-42-7200

　   第３３回 九州ブロック（福岡）大会
       ６／３０（日）　１０：００～１５：３０

     宗像ユリックス イベントホール
       〒811-3437 福岡県宗像市久原400番地 0940-37-1311

21(日) 13:00  Ｈ３１年度　第１回理事・会長会　　　　　　　　　　　　　　大野城まどかぴあ３０６号室

29(月)祝 13:00　(一社)福岡県断酒連合会　家族からのメッセージ　　　　　　　水巻町中央公民館

14(日) 10:00　第１２回　九州ブロックアメシスト研修会　　　　　　　　　　鳥栖市民文化会館３Ｆ

14(日) 10:00　広島県ｱﾙｺｰﾙ関連問題啓発ﾌｫｰﾗﾑ第54回中国ﾌﾞﾛｯｸ(広島)大会　　 フェニックスホール

20(土)～21(日)13:00　福岡県断酒協議会第２３回一泊研修会　　　　　　　　　　　　北九州市立玄海青年の家

　県断連連絡先 【理事長】舎 川　成 明  0943-77-4100 【事務局】梶　原　0948-82-1338　　 【行事予定編集】調査部

【福　岡】会長　寺　澤　092-883-0056　 事務局　小　原　092-671-9820 　   (運営会議) 05日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原　080-5256-8782 -事務局兼-                         (運営会議) 03日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武  090-8353-4224  事務局　楠　田　090-8832-1100　   (運営会議) 05日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅    　090-8405-0264  事務局　笹　栗　090-9484-8674

【 04 月 その他の予定 】

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

別室にて家族会

別室にて家族会



日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

1 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

1 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

2 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

2 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

3 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

4 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

4 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

4 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

4 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

4 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

5 (日) 13:00 回生本部例会1病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

6 (月) 19:00 倉光(体験発表)(会員のみ) 担当 城南･筑紫野 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

7 (火) 19:00 太宰府病院へのﾒｯｾｰｼﾞ(会員のみ) 太宰府病院 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

7 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

8 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

8 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

9 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

9 (木) 19:00 三潴 三又ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

10 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

10 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

10 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

11 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

11 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

11 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

11 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

11 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 山門 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

12 (日) 13:00 回生本部例会2病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

13 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

14 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

14 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

14 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

14 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

15 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

15 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

16 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

16 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

17 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 西福岡　雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

17 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

17 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

(裏　面　に　続　く)

編集：調査部

2019(H31)04/08

   断 酒 例 会 の ご 案 内

例会出席　一日断酒

　　　　　令和元年 五月

　◆ 前向きの断酒をしよう。

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

奉
祝 ２０１９

休会

※日程変更



日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

18 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

18 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

18 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

18 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

18 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

21 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

21 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

21 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

21 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊地区(福岡) 直方中村病院福岡県直方市頓野993-1 0949-26-1522

22 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

22 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

23 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

23 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

23 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

24 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

24 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

24 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

25 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

25 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

25 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

25 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

25 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

26 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

27 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

28 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

28 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

28 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

28 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

28 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

29 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

31 (金) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

31 (金) 19:00 鞍手 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 0949-42-7200

　 第３３回 九州ブロック（福岡）大会
    ６／３０（日）　１０：００～１５：３０

   宗像ユリックス イベントホール
    〒811-3437 福岡県宗像市久原400番地 0940-37-1311

12(日) 09:00　平成３０年度　第３２回ソフトボール大会　　　　回生病院グラウンド

26(日) 09:00　福岡地区協議会・春季レクレーション　　　　　　グリーンパーク臨海

11(土)～13(月)13:00　第７５回　松村断酒学校　　　　　　　　　　　　本山町プラチナセンター

25(土) 13:30　2019年度　第１回九州Ｂ代表者会議　　　　　　　鳥栖市民文化会館

　県断連連絡先 【理事長】舎 川　成 明  0943-77-4100 【事務局】梶　原　0948-82-1338　　 【行事予定編集】調査部

【福　岡】会長　寺　澤　092-883-0056　 事務局　小　原　092-671-9820 　   (運営会議) 03日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原　080-5256-8782 -事務局兼-                         (運営会議) 01日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武  090-8353-4224  事務局　楠　田　090-8832-1100　   (運営会議) 03日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅    　090-8405-0264  事務局　笹　栗　090-9484-8674

【 05 月 その他の予定 】

　　　　　令和元年 五月

「昭和・平成・令和、新しい時代を迎えて」　－ともに進もう断酒会－

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

休会

休会

※日程変更



「昭和・平成・令和、新しい時代を迎えて」

　第３３回 九州ブロック（福岡）大会

　６／３０（日）１０：００～１５：３０

　宗像ユリックス　イベントホール
　〒811-3437 福岡県宗像市久原400番地　　                     

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

1 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

1 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

1 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

1 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

2 (日) 13:00 回生本部例会1病棟 担当 福岡地区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

4 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

4 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

4 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

5 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

5 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

5 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

6 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

6 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

7 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

8 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

8 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

8 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

8 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

8 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 大牟田 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

9 (日) 13:00 回生本部例会2病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

10 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

11 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

11 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

11 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

11 (火) 19:00 福岡アメシスト 雁の巣病院本館2FOT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

12 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

12 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

13 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

13 (木) 19:00 三潴 三又ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

14 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

14 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

14 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

15 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

15 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

(裏　面　に　続　く)

編集：調査部

2019(R01)5/4

   断 酒 例 会 の ご 案 内

例会出席　一日断酒

　　　　　令和元年 六月

　◆ 例会には必ず出席しよう。

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

奉
祝 ２０１９

-ともに進もう断酒会-

休会



日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

15 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

15 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

15 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

18 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

18 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

18 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

18 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊･北九州地区 直方中村病院 直方市頓野993-1 0949-26-1522

18 (火) 11:00 ウィング川津(会員のみ) 担当 飯塚 飯塚市川津232-2 0948-26-3031

19 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

19 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

20 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

20 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

21 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 大野城･春日 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

21 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

21 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

22 (土) 19:00   西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

22 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

22 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

22 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

22 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

23 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

24 (月) 19:00 のぞえ院内例会 担当 久留米 のぞえ総合心療病院 久留米市藤山町1730 0942-22-5311

24 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

25 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

25 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

25 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

25 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

26 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

26 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

27 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

27 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

27 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

28 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

28 (金) 14:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 宗像･遠賀 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

28 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

28 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

29 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

29 (土) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

30 (日) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

30 (日) 19:00 鞍手 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 0949-42-7200

16(日) 13:00　第７回定時社員総会・令和元年度第２回理事会　　   大野城まどかぴあ多目的ホール

　県断連連絡先 【理事長】舎 川　成 明  0943-77-4100 【事務局】梶　原　0948-82-1338　　 【行事予定編集】調査部

【福　岡】会長　寺　澤　092-883-0056　 事務局　小　原　092-671-9820 　   (運営会議) 07日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原　080-5256-8782 -事務局兼-                         (運営会議) 05日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武  090-8353-4224  事務局　楠　田　090-8832-1100　   (運営会議) 07日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅    　090-8405-0264  事務局　笹　栗　090-9484-8674

【 06 月 その他の予定 】

　　　　　令和元年 六月 一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

休会

別室にて家族会

休会



2019年 (令和1年) 7月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (月) 19:00 倉光(体験発表)(会員のみ) 担当 西福岡･東福岡 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

2 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

2 (火) 19:00 たちばな 東市民C　第一多目的室 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

2 (火) 19:00 太宰府病院へのﾒｯｾｰｼﾞ(会員のみ) 太宰府病院 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

2 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

3 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

3 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

3 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

4 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

4 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

5 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

6 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

6 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

6 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

6 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

6 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

7 (日) 13:00 回生本部例会1病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

8 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

9 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

9 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

9 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

10 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

10 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

11 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

11 (木) 19:00 三潴 三又ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

12 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

12 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

12 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

13 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

13 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

13 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

13 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

13 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 久留米 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

14 (日) 13:00 回生本部例会2病棟 担当 北九州・筑豊区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

16 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

16 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

16 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

16 (火) 11:00 ウィング川津(会員のみ) 担当 飯塚 飯塚市川津232-2 0948-26-3031

16 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当  筑豊･八女 直方中村病院 直方市頓野993-1 0949-26-1522

17 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

(裏　面　に　続　く)

◆ 酒害者に対する奉仕は, 編集：調査部

                       自分の断酒の糧である。 2019(R1)06/09

   断 酒 例 会 の ご 案 内

例会出席　一日断酒

※会場注意

一般社団法人 福岡県断酒連合会



2019年 (令和1年) 7月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

17 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

18 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

18 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

19 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 南福岡 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

19 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

19 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

20 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

20 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

20 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

20 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

20 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

22 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

23 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

23 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

23 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

23 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

24 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

24 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

25 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

25 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

25 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

26 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

26 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

26 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

27 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

27 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

27 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

27 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

27 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

28 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

29 (月) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

31 (水) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

31 (水) 19:00 鞍手 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 0949-42-7200

21(日) 13:00　(一社)福岡県断酒連合会　令和元年度第３回理事会　　　サンレイクかすや　会議室２

28(日) 12:30　令和元年度　福岡地区協議会合同例会　　　　　　　　　春日市ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 研修室1・2

 7(日) --:--　広島県断酒(福山)大会福山みずほ断酒会40周年記念沼隈　サンパルホール

13(土)～14(日)13:00　第２２回(一社)宮崎県断酒友の会(霧島)一泊研修会　　　鹿児島県立霧島ふれあいセンター

14(日) 10:00　第５４回　四国ブロック(徳島阿波)大会　　　　　　　　阿波市アエルワホール　　　　　　

14(日) 10:00　横浜断酒新生会結成５０周年記念大会　　　　　　　　　横浜市教育会館

20(土)～21(日)13:00　鳥取県断酒会一泊研修会(代18回大山一泊研修会)　　　　ホテル大山

27(土)～28(日)13:00　第２１回　北陸断酒学校(北陸ブロック研修会)　　　　　富山県砺波青少年自然の家

　県断連連絡先 【理事長】舎 川　成 明  0943-77-4100 【事務局】梶　原　0948-82-1338　　 【行事予定編集】調査部

【福　岡】会長　寺　澤　092-883-0056　 事務局　小　原　092-671-9820 　   (運営会議) 05日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原　080-5256-8782 -事務局兼-                         (運営会議) 03日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武  090-8353-4224  事務局　楠　田　090-8832-1100　   (運営会議) 05日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅    　090-8405-0264  事務局　笹　栗　090-9484-8674

【 07 月 その他の予定 】

休会

休会

一般社団法人 福岡県断酒連合会



2019年 (令和1年) 8月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

1 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

2 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

3 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

3 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

3 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

3 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

3 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

4 (日) 13:00 回生本部例会1病棟 担当 筑後地区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

6 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

6 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

7 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

7 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

7 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

8 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

8 (木) 19:00 三潴 三又ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

9 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

9 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

9 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

10 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

10 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

10 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

10 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

10 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 浮羽 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

11 (日) 13:00 回生本部例会2病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

12 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

13 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

13 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

13 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

13 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

13 (火) 19:00 福岡アメシスト 雁の巣病院本館2FOT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

14 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

14 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

15 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

15 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

16 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 糸島･さわら 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

16 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

16 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

17 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

17 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

(裏　面　に　続　く)

　◆ 一人で止めることはできない、 編集：事務局

　　　　　　　　　　　無駄な抵抗は止めよう。 2019(R1)07/08例会出席　一日断酒

   断 酒 例 会 の ご 案 内
一般社団法人 福岡県断酒連合会

http://www.zdrfukuoka.jp

休会

※日程変更



2019年 (令和1年) 8月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

17 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

17 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

17 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

20 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

20 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

20 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

20 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊地区 直方中村病院 直方市頓野993-1 0949-26-1522

20 (火) 10:00 ウィング川津(会員のみ) 担当 飯塚 飯塚研究開発ｾﾝﾀｰ 0948-21-1150

21 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

21 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

22 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

22 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

22 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

23 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

23 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

23 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

24 (土) 19:00 　　西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

24 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

24 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

24 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

24 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

25 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

26 (月) 19:00 のぞえ院内例会 担当 浮羽 のぞえ総合心療病院 久留米市藤山町1730 0942-22-5311

26 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

27 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

27 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

27 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

27 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

28 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

28 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

29 (木) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

30 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 飯塚 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

31 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

31 (土) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

31 (土) 19:00 鞍手 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 0949-42-7200

15(木) 13:00　小倉断酒友の会物故者追悼例会　　　　　　　　　　中井市民センター

25(日) 14:00　回生断酒友の会３９周年記念例会　　　　　　　　　回生病院会議室

18(日) 10:00　お酒で悩んでいる人への啓発フォーラムin竹田　　　竹田市総合社会福祉ｾﾝﾀｰ

25(日) 13:00　アルコール関連問題市民公開セミナー(福断協)　　　久留米市役所くるみﾎｰﾙ

 3(土)～ 4(日)13:00　高野山夏期一泊研修会　　　　　　　　　　　　　　高野山宿坊寺院普賢院

 4(日) 10;00　第５１回　関東ブロック(東京)大会　　　　　　　　練馬文化センター大ホール

　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】梶　原 0948-82-3838 FAX 82-1338　　 【行事予定編集】事務局

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　   (運営会議) 02日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782   -事務局兼-                        (運営会議) 07日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局　楠　田 090-8832-1100　   (運営会議) 02日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

【 08 月 その他の予定 】

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

別室にて家族会

※会場変更

休会



2019年 (令和1年) 9月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (日) 13:30 回生本部例会1病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

2 (月) 19:00 倉光(体験発表)(会員のみ) 担当 糸島･さわら･南福岡 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

3 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

3 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

3 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

4 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

4 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

4 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

5 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

5 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

6 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

7 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

7 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

7 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

7 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

7 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

8 (日) 13:30 回生本部例会2病棟 担当 福岡地区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

9 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

10 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

10 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

10 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

11 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

11 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

12 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

12 (木) 19:00 三潴 三又ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

13 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

13 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

13 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

14 (土) 19:00 西福岡 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

14 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

14 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

14 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

14 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 八女 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

17 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

17 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

17 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

17 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊地区(福岡) 直方中村病院 直方市頓野993-1 0949-26-1522

17 (火) 11:00 ウィング川津(会員のみ) 担当 飯塚 飯塚市川津232-2 0948-26-3031

(裏　面　に　続　く)

編集：事務局

2019(R1)08/10例会出席　一日断酒 　◆ 断酒に卒業なし

   断 酒 例 会 の ご 案 内
一般社団法人 福岡県断酒連合会

http://www.zdrfukuoka.jp

※会場変更



2019年 (令和1年) 9月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

18 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

18 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

19 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

19 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

20 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 たちばな 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

20 (金) 19:00 　　　宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

20 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

21 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

21 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

21 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

21 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

21 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

22 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

23 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

24 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

24 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

24 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

24 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

25 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

25 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

26 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

26 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

26 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

27 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

27 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 福岡地区 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

27 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

27 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

28 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

28 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

28 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

28 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

28 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

29 (日) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

30 (月) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

30 (月) 19:00 鞍手 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 0949-42-7200

 1(日) 09:30　(一社)福岡県断酒連合会筑後地区秋季レクレーション　　　　　　筑後川温泉Ｐゴルフ場

 7(土)～ 8(日)13:00　(一社)大分県断酒連合会第２９回社会復帰一泊研修会　　　　　　九重青少年の家

15(日) 13:30　Ｒ元年度　第２回九州ブロック代表者会議　　　　　　　　　　　鳥栖市民文化会館

 6(金)～ 8(日)13:00　第４９回　山陰断酒学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江市玉湯公民館

　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】梶　原 0948-82-3838 FAX 82-1338　　 【行事予定編集】事務局

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　   (運営会議) 06日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782   -事務局兼-                        (運営会議) 04日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局　楠　田 090-8832-1100　   (運営会議) 06日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

【 09 月 その他の予定 】

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

別室にて家族会



2019年 (令和1年) 10月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

1 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

1 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

1 (火) 19:00 鞍手 直方市中央公民館 直方市津田町7-20 0949-25-2241

2 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

2 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

2 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

3 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

3 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

4 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

5 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

5 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

5 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

5 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

5 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

6 (日) 13:30 回生本部例会1病棟 担当 北九州・筑豊地区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

8 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

8 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

8 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

8 (火) 19:00 福岡アメシスト 雁の巣病院本館2FOT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

9 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

9 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

10 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

11 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

11 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

11 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

12 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

12 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

12 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

12 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

12 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 八女 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

13 (日) 13:30 回生本部例会2病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

14 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

15 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

15 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

15 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

15 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊･北九州地区 直方中村病院 直方市頓野993-1 0949-26-1522

15 (火) 11:00 ウィング川津(会員のみ) 担当 飯塚 飯塚市川津232-2 0948-26-3031

(裏　面　に　続　く)　　●　三潴例会　がしばらくの間お休みとなります。再開時には改めてお知らせいたします。

編集：事務局

2019(R1)09/09例会出席　一日断酒 　◆ 例会で宗教や政治の宣伝をしてはいけない

   断 酒 例 会 の ご 案 内
一般社団法人 福岡県断酒連合会

http://www.zdrfukuoka.jp

休会

休会

休会



2019年 (令和1年) 10月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

16 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

16 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

17 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

17 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

18 (金) 19:00雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当東福岡･城南 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

18 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

18 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

19 (土) 13:00 春日 （社）春日市社会福祉協議会 春日市昇町3丁目101番地 092-581-7225

19 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

19 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

19 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

19 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

22 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

22 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

22 (火) 19:00 　　　　遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

22 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

23 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

23 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

24 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

24 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

24 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

25 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

25 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

25 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

26 (土) 19:00 　　西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

26 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

26 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

26 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

26 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

27 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

28 (月) 19:00 のぞえ院内例会 担当 八女 のぞえ総合心療病院 久留米市藤山町1730 0942-22-5311

28 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

29 (火) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

【お知らせ】

　　鞍手例会　の日程・会場　が変更になります！　■　毎月第１火曜日　■　直方市中央公民館　での開催となります。

14(月) 12:30　西福岡断酒友の会創立４０周年記念大会　　　さいとぴあ(福岡市西部地域交流C)多目的ホール

13(日) --:--　長崎県断酒連合会市民公開セミナー　　　　　対馬市美津島文化会館

20(日) 10:00　第５６回　全国(京都)大会　　　　　　　　　京都府立体育館島津アリーナ京都

27(日) 12:30　ｱﾙｺｰﾙ健康障害対策一般市民公開セミナー　　 宮崎県総合保健センター

　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】梶　原 0948-82-3838 FAX 82-1338　　 【行事予定編集】事務局

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　   (運営会議) 04日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782   -事務局兼-                        (運営会議) 02日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局　楠　田 090-8832-1100　   (運営会議) 04日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

【 10 月 その他の予定 】

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

別室にて家族会

別室にて家族会



2019年 (令和1年) 11月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

2 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

2 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

2 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

2 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

2 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

3 (日) 13:30 回生本部例会1病棟 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

4 (月) 19:00 倉光(体験発表)(会員のみ) 担当 福岡中央･たちばな 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

5 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

5 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

5 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

5 (火) 19:00 鞍手 直方市中央公民館 直方市津田町7-20 0949-25-2241

6 (水) 19:00 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

6 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院視聴覚室 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

6 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

7 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

7 (木) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

8 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

8 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

8 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

9 (土) 19:00 西福岡 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

9 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

9 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

9 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

9 (土) 13:00 筑後地区協議会昼の例会 担当 山門 えーるﾋﾟｱ久留米 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

10 (日) 13:30 回生本部例会2病棟 担当 筑後地区 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

11 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

12 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

12 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

12 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

13 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

13 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

14 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

15 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 南福岡 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

15 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

15 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟 第2研修室 八女市本町602-1 0943-22-5332

16 (土) 13:30 春日 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日市大谷6-24 092-584-3366

16 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

16 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

16 (土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

(裏　面　に　続　く)

編集：事務局

2019(R1)10/09例会出席　一日断酒

   断 酒 例 会 の ご 案 内

　◆ 断酒に卒業なし。

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

休会

※会場変更

※会場変更

休会

休会



2019年 (令和1年) 11月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

16 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

19 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

19 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

19 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

19 (火) 14:00 直方中村病院ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 担当 筑豊･筑後地区 直方中村病院 直方市頓野993-1 0949-26-1522

19 (火) 11:00 ウィング川津(会員のみ) 担当 飯塚 飯塚市川津232-2 0948-26-3031

20 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

20 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

21 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

21 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

22 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

22 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

22 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

23 (土) 19:00 西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

23 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

23 (土) 14:00 北九州地区協議会昼の例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3212

23 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

23 (土) 19:00 筑後 中央公民館（サンコア） 筑後市大字山ノ井899番地 0942-53-2178

24 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

25 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

26 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

26 (火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

26 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

26 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

27 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

27 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

28 (木) 19:00 おおりん 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

28 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

28 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

29 (金) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

29 (金) 19:00 雁の巣(体験発表)(会員のみ)　担当 宗像･遠賀 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

30 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

30 (土) 19:00 八女(黒木会場) 黒木町地域交流ｾﾝﾀｰふじの里 八女市黒木町桑原207 0943-42-3320

17(日) 10:00　レクリエーション　ボウリング大会　　　　　　　ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店

24(日) 13:00　東福岡断酒友の会　創立４０周年記念大会　　　　サンレイクかすや多目的ホール

 2(土)～3(日) 13:00　第17回九州Ｂ断酒研修会・熊本県阿蘇一泊研修会　国立阿蘇青少年交流の家

17(日) 13:00　鹿児島断酒新生会 ｱﾙｺｰﾙ関連問題啓発フォーラム　鹿児島市精神保健福祉ｾﾝﾀｰはーと･ぱーく

24(日) 13:00　(一社)大分県断酒連合会ｱﾙｺｰﾙ問題と自殺予防 　　全労災ソレイユ　７階カトレア

24(日) 10:00　第34回長崎県断酒連合会アメシスト研修会　　　　あきやま病院

　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】梶　原 0948-82-3838 FAX 82-1338　　 【行事予定編集】事務局

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　   (運営会議) 01日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782   -事務局兼-                        (運営会議) 06日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局　楠　田 090-8832-1100　   (運営会議) 01日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

【 11 月 その他の予定 】

●　アルコール関連問題啓発週間・飲酒運転撲滅キャンペーン　●

□１１/０８(金) ＪＲ博多駅　□１１/１１（月) イオンモール福津店　□１１/１０(日) 西鉄久留米駅ターミナル

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp

休会

休会

休会



2020年 (令和2年) 1月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (水) 休会 春日 春日ふれあい文化センター 春日市大谷６－２４ 092-584-3366

1 (水) 休会 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

1 (水) 変更８日に日程変更！太宰府昼例会太宰府病院内 太宰府市五条３－８－１ 092-922-3137

2 (木) 休会 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

2 (木) 休会 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

3 (金) 変更 　日程変更注意！　　さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

4 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

4 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

4 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

4 (土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

4 (土) 19:00 回生断酒学校  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

5 (日) 13:30 回生本部例会１病棟  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

6 (月) 19:00倉光体験発表（会員のみ）担当春日・糸島･さわら　 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

7 (火) 19:00 太宰府病院へのメッセージ （会員のみ）太宰府病院内 太宰府市五条３－８－１ 092-922-3137

7 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

7 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

7 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

7 (火) 19:00 鞍手 直方市中央公民館 直方市津田町7-20 0949-25-2241

8 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

8 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

8 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院内 太宰府市五条３－８－１ 092-922-3137

9 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院内 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

10 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

10 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習センター 北九州市八幡東区平野１－１－１093-671-6561

10 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

11 (土) 19:00 西福岡　 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

11 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

11 (土) 休会 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

11 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

11 (土) 13:00筑後地区協議会昼例会　担当久留米えーるピア久留米 久留米市諏訪野町１８３０－６ 0942-30-7900

12 (日) 13:30 回生本部例会2病棟  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

13 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

14 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

14 (火) 13:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

14 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

15 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

16 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

16 (木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市戸畑区中本町7-20 093-882-4281

17 (金) 19:00 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

17 (金) 19:00 八女 おりなす八女研修棟第２研修室 八女市本町６０２－１ 0943-22-5332

17 (金) 19:00 雁の巣体験発表(会員のみ)　担当 福岡中央 雁の巣病院B3病棟 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

編集：調査部安藤

2019(R1)12/07例会出席　一日断酒

   断 酒 例 会 の ご 案 内

　◆ 断酒例会は体験談に終始する。

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp



2020年 (令和2年) 1月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

18 (土) 13:00 春日　昼例会 春日市社会福祉協議会 春日市昇町３－１０１ 092-581-7225

18 (土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

18 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

18 (土) 19:00 北九州地区協議会合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

18 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

21 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

21 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

21 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

21 (火) 14:00 直方中村病院ミーティング 担当筑豊・福岡地区　直方中村病院直方市頓野９９３－１ 0949-26-1522

21 (火) 11:00 ウィング川津（会員のみ） 担当：飯塚 飯塚市川津２３２－２ 0948-26-3031

22 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

22 (水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

23 (木) 19:00 おおりん院外例会 大野城市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 大野城市中央1-5-1 092-573-3127

23 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院内 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

23 (木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

24 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

24 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

24 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

25 (土) 19:00 　会場変更注意！　西福岡 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

25 (土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

25 (土) 14:00 北九州地区協議会昼例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南３-1１-１ 093-202-3212

25 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

25 (土) 19:00 筑後 筑後市中央公民館（サンコア） 筑後市大字山の井８９９ 0942-53-2178

26 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

27 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

28 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

28 (火) 13:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

28 (火) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

28 (火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

29 (水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

  2月23日（日）  北九州地区協議会レクリエーション　 場所　福津市「夕陽館」

　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】梶　原 0948-82-3838 FAX 82-1338　　 【行事予定編集】調査部　安藤

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　    (運営会議) １０日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782    事務局兼任                        (運営会議) ７日(火) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局兼任　  　　　　　     　　 (運営会議) ４日(土) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

　　　2月16日（日）　第40回福岡県酒害対策大会　市民公開セミナー　　場所　サンレイクかすや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費　大人1人　￥２５００

　【2月の行事予定・ご案内】

【 01 月 その他の予定 】

　　1月１２日（日）（一社）福岡県断酒連合会　新年例会　１１：００～１５：３０

　朝倉市杷木町杷木久喜宮１８２０－１　原鶴グランドスカイホテル　　※要参加申し込み

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp



2020年 (令和2年) 2月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (土) 14:00 南福岡　昼例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

 　〃(土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

 　〃(土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

 　〃(土) 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

 　〃(土) 19:00 回生断酒学校  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

2 (日) 13:30回生本部例会１病棟　担当　山門 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

4 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

 　〃(火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ なみきスクエア 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

 　〃(火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

 　〃(火) 19:00 鞍手 直方市中央公民館 直方市津田町7-20 0949-25-2241

 　〃(火) 19:00 福岡アメシスト 雁の巣病院 ２階OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

5 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院内 太宰府市五条３－８－１ 092-922-3137

 　〃(水) 19:00 春日 春日市ふれあい文化センター 春日市大谷６－２４ 092-584-3366

 　〃(水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

6 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

 　〃(木) 休会 宗像 河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

 　〃(木) 休会 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

8 (土) 19:00  西福岡　 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

 　〃(土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

 　〃(土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

 　〃(土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

 　〃(土) 13:00 筑後地区昼例会　担当　浮羽 えーるピア久留米 久留米市諏訪野町１８３０－６ 0942-30-7900

9 (日) 13:30 回生本部例会２病棟　  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

10 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

 　〃(月) 19:00のぞえ院内例会　担当大牟田のぞえ総合心療病院 久留米市藤山町１７３０ 0942-22-5311

11 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

 　〃(火) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

 　〃(火) 19:00 大牟田 中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

12 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

 　〃(水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

13 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院内 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

14 (金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

 　〃(金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

 　〃(金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

15 (土) 13:00 春日　昼例会 春日市社会福祉協議会 春日市昇町３－１０１ 092-581-7225

 　〃(土) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

 　〃(土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

 　〃(土) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

18 (火) 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

 　〃(火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ（なみきｽｸｴｱ内) 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

 　〃(火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

編集：調査部安藤

2020(R2)01/11例会出席　一日断酒

   断 酒 例 会 の ご 案 内

◆ 断酒優先をいつも考えよう。

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp



2020年 (令和2年) 2月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

18 (火) 14:00 直方中村病院ミーティング 担当筑豊・北九州地区　直方中村病院直方市頓野９９３－１ 0949-26-1522

 　〃(火) 11:00 ウィング川津（会員のみ） 担当：飯塚 飯塚市川津２３２－２ 0948-26-3031

19 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

 　〃(水) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

20 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

 　〃(木) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習センター 戸畑区中本町７－２０ 093-882-4281

21 (金) 19:00 宗像 宗像市河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

 　〃(金) 19:00 八女 おりなす八女（研修棟第２研修室） 八女市本町６０２－１ 0943-22-5332

 　〃(金) 19:00 雁の巣体験発表（会員のみ） 担当大野城　雁の巣病院B3病棟　 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

22 (土) 19:00 　西福岡 西市民ｾﾝﾀｰ 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

 　〃(土) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

 　〃(土) 19:00 筑後 筑後市中央公民館（サンコア） 筑後市大字山の井８９９ 0942-53-2178

 　〃(土) 14:00 北九州地区昼例会 水巻町いきいきほーる 遠賀郡水巻町頃末南３-1１-１ 093-202-3212

 　〃(土) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

23 (日) 休会 回生本部例会　  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

24 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

25 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

 　〃(火) 13:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

 　〃(火) 19:00 大牟田 大牟田市中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

26 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

 　〃(水) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

27 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院内 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

 　〃(木) 19:00 おおりん院外例会 大野城市中央コミュニティセンター 大野城市中央１－５－１ 092-573-3127

 　〃(木) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

28 (金) 14:00 糸島　昼例会 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

 　〃(金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

 　〃(金) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

29 (土) 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

 　〃(土) 19:00 八女(黒木会場） 黒木町地域交流センターふじの里 八女市黒木町桑原２０７ 0943-42-3320

 　〃(土) 19:00 南福岡　第５（土）例会 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

　　糟屋郡粕屋町駕与丁１－６－１　「サンレイクかすや」１２：３０～

　　２月２３日（日）北九州地区協議会　レクレーション
　　福津市津屋崎１－３７－１７　「潮湯の里 夕陽館」１１：００～

※要事前参加申し込み

　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】梶　原 0948-82-3838 FAX 82-1338　　 【行事予定編集】調査部　安藤

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　   (運営会議) ７日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782    事務局兼任                       (運営会議) ５日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局兼任　  　　　　　     　 (運営会議)  ７日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

【令和２年２月のその他の行事】

　　２月１６日（日）第４０回　福岡県酒害対策大会　市民公開セミナー

一般社団法人 福岡県断酒連合会
http://www.zdrfukuoka.jp



2020年 (令和2年) 3月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (日) 13:30 回生本部例会１病棟　　  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

2 (月) 19:00 倉光体験（会員のみ） 担当　城南・大野城　倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

3 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ なみきスクエア 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

〃 〃 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

〃 〃 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

〃 〃 19:00 鞍手 直方市中央公民館 直方市津田町7-20 0949-25-2241

4 (水) 13:30 太宰府昼例会 太宰府病院内 太宰府市五条３－８－１ 092-922-3137

〃 〃 19:00 春日 春日市ふれあい文化センター 春日市大谷６－２４ 092-584-3366

〃 〃 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

5 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

〃 〃 19:00 宗像 宗像市河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

〃 〃 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

7 (土) 14:00 南福岡（昼例会） 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

〃 〃 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

〃 〃 休会 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

〃 〃 19:00 若松 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

〃 〃 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

8 (日) 13:30 回生本部例会２病棟　  回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

9 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

10 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

〃 〃 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

〃 〃 19:00 大牟田 大牟田市中央地区公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

11 （水） 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

〃 〃 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

12 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院内 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-731-2929

13 (金) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

 　〃 〃 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

 　〃 〃 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

14 (土) 19:00 西福岡 西市民センター 福岡市西区内浜１－４－３９ 092-891-7021

〃 〃 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

〃 〃 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北１－１－２ 093-201-0401

〃 〃 13:00 筑後地区昼例会　担当　八女えーるピア久留米 久留米市諏訪野町１８３０－６ 0942-30-7900

〃 〃 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

17 (火) 19:00 たちばな 東市民ｾﾝﾀｰ なみきスクエア 福岡市東区千早4丁目12-45 092-674-3981

 　〃 〃 19:00 城南 城南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

 　〃 〃 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

 　〃 〃 14:00 直方中村病院ミーティング 担当筑豊・筑後　直方中村病院 直方市頓野９９３－１ 0949-26-1522

 　〃 〃 11:00 ウィング川津（会員のみ） 担当：飯塚 飯塚市川津２３２－２ 0948-26-3031

18 (水) 19:00 山門 まいﾋﾟｱ高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

〃 〃 19:00 さわら 早良市民ｾﾝﾀｰ 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

編集：調査部安藤

2020(R2)02/08例会出席　一日断酒

   断 酒 例 会 の ご 案 内

◆ 断酒例会は体験談に終始する

一般社団法人 福岡県断酒連合会

http://www.zdrfukuoka.jp



2020年 (令和2年) 3月 行事予定

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

19 (木) 19:00 東福岡 ｻﾝﾚｲｸかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

 　〃 (〃) 19:00 戸畑 戸畑生涯学習センター 北九州市戸畑区中本町７－２０ 093-882-4281

20 (金) 19:00 宗像 宗像市河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

 　〃 (〃) 19:00 　　　　　　〃（家族会） 　別室にて家族会 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

 　〃 (〃) 19:00 八女 おりなす八女（研修棟 第２研修室） 八女市本町６０２－１ 0943-22-5332

 　〃 (〃) 休会 雁の巣体験発表（会員のみ） 担当　雁の巣病院B3病棟　 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

21 (土) 13:00 春日（昼例会） 春日市社会福祉協議会 春日市昇町3-101 092-581-7225

 　〃 (〃) 19:00 筑紫野 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

 　〃 (〃) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

 　〃 (〃) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

 　〃 (〃) 19:00 北九州地区合同例会 若松生涯学習センター 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

22 (日) 14:00 回生 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

23 (月) 19:00 飯塚 ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

24 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

 　〃 (〃) 19:00 川添記念病院内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

 　〃 (〃) 19:00 大牟田 大牟田市中央地区公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

 　〃 (〃) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北１－１－２ 093-201-0401

25 (水) 19:00 大野城 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 092-586-4000

 　〃 (〃) 19:00 小倉 中井市民ｾﾝﾀｰ 小倉北区井堀2-7-4 093-591-8750

26 (木) 19:00 雁の巣断酒院内例会 雁の巣病院内 OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

 　〃 (〃) 19:00 おおりん院外例会 大野城市中央コミュニティセンター 大野城市中央１－５－１ 092-573-3127

 　〃 (〃) 19:00 八幡 八幡東生涯学習ｾﾝﾀｰ 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671-6561

27 (金) 14:00 糸島　(昼例会) 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

 　〃(〃) 19:00 久留米 みんくる(くるめりあ六ツ門6F) 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

 　〃(〃) 19:00 倉光ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

28 (土) 19:00 西福岡 西市民センター 福岡市西区内浜１－４－３９ 092-891-7021

 　〃 (〃) 19:00 南福岡 南市民ｾﾝﾀｰ 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

 　〃 (〃) 19:00 筑後 筑後市中央公民館（サンコア） 筑後市大字山の井８９９ 0942-53-2178

 　〃 (〃) 14:00 北九州地区昼例会 水巻町いきいきホール 遠賀郡水巻町頃末南３－１１－１ 093-202-3212

 　〃 (〃) 13:30 回生断酒学校 回生病院 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

29 (日) 19:00 さわら 早良市民センター 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

31 (火) 19:00 八女黒木会場 黒木町地域交流センターふじの里 八女市黒木町桑原２０７ 0943-42-3320

３／７（土）・８（日）長崎県断酒連合会　第４１回社会復帰一泊研修会
　　 　　　　長崎市　あぐりの丘高原ホテル

　　　　　　　北九州市立玄海青年の家
　県断連連絡先 【理事長】工 藤　博 文 092-873-3627(F)【事務局】                                            【行事予定編集】調査部　安藤

【福　岡】会長　寺　澤 092-883-0056　   事務局　小　原 092-671-9820 　   (運営会議) ６日(金) 大野城まどかぴあ

　地区の連絡先 【北九州】会長  小田原 080-5256-8782    事務局兼任                       (運営会議) ４日(水) 若松生涯学習ｾﾝﾀｰ

　運営会議日程 【筑　後】会長　国　武 090-8353-4224    事務局兼任　  　　　　　      　 (運営会議) ６日(金) おりなす八女研修棟

【筑　豊】会長　菅   　090-8405-0264    事務局　笹　栗 090-9484-8674

【令和２年３月その他の行事】

４／１８（土）・１９（日）福岡県断酒連合会・福岡県断酒協議会　合同一泊研修会
【令和２年４月その他の行事】

一般社団法人 福岡県断酒連合会

http://www.zdrfukuoka.jp


