
H30イベント表.xlsx

１． 段位認定会  （実施予定は平成２９年度を参考にしました） 本部主催の四、五段は載せていません
種類 事業名 主催者 氏名 連絡先ＴＥＬ 開催日

初二段 ２０１８全麺協素人そば打ち段位認定那須大会 那須手打ち蕎麦倶楽部 布施　淑久 090-9393-7907 2018/4/15
初二段 2018（第１９回）素人そば打ち段位認定会 東京大会 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 加藤　等 080-1223-5117 2018/6/2
初二段 素人そば打ち段位認定会 仙台秋保大会 宮城手打ちそば研究会 水野敏雄 090-2950-7340 2018/6/9
三段 素人そば打ち　三段位認定群馬大会 群馬奥利根連合そば会 茂木　康宏 090-5801-1431 2018/6/10
初二段 素人そば打ち段位認定山都大会 会津山都そば協会 佐藤　拓也 080-1664-8679 2018/7/28
初二段 全麺協　素人そば打ち段位認定会　第14回千葉県大会千葉県そば推進協議会 和田　光司 090-3106-3653 2018/9/15,16
初二段 第14回素人そば打ち段位認定群馬大会in老神 群馬奥利根連合そば会 石川　勉 090-3242-0826 2018/9/29,30
初二段 第11回素人そば打ち段位認定会　東京板橋大会 江戸流手打ちそば　二・八の会 久保　洋治 090-8743-3376 2018/10/7
三段 三段位寒河江認定会 ふるさと寒河江そば工房 松田伸一 070-5475-2433 2018/10/7
初二段 第五回素人そば打ち段位認定階上大会 青森そば研究会 米内山　功 090-4885-7606 2018/10/21
三段 第17回日光そばまつり素人そば打ち段位認定大会 日光市 産業環境部農林課土地改良係 0288-21-5172 2018/11/24
初二段 第17回日光そばまつり素人そば打ち段位認定大会 日光市 産業環境部農林課土地改良係 0288-21-5172 2018/11/25
初二段 初二段位寒河江認定会 ふるさと寒河江そば工房 松田伸一 070-5475-2433 2018/12/1
三段 三段位千葉県認定会（仮称） 千葉県そば推進協議会 2018/12/3
初二段 2019素人そば打ち段位埼玉認定会 NPO法人そばネット埼玉 鳥海修一 090-2339-8074 2019/1/12,13
初二段 2019全麺協素人そば打ち段位認定茨城大会 いばらき蕎麦の会 掛札　久美子 090-4057-1838 2019/1/xx
三段 2019全麺協素人そば打ち段位認定茨城大会 いばらき蕎麦の会 掛札　久美子 090-4057-1838 2019/1/xx
三段 2019素人そば打ち段位埼玉認定会 NPO法人そばネット埼玉 高瀬賢司 090-6159-4703 2019/3/2,3

２． その他 イベント
種類 事業名 主管者 氏名 連絡先ＴＥＬ 開催日

会議 東日本支部執行役員会 東日本支部 2018/4/11
会議 東日本支部執行役員会 東日本支部 2018/9/10
会議 東日本支部執行役員会 東日本支部 未定
会議 第11回東日本支部総会 東日本支部 2018/5/7
会議 段位認定会主催者連絡会議 東日本支部 2018/7/9
会議 役員会 東日本支部 2018/7/9
会議 役員会（平成３１年度の予定を決める） 東日本支部 2019/1/xx
研修 そば打ち技術研修会（四段）・土浦 江戸流手打ち蕎麦　鵜合之衆 小野マサル 2018/6/23,24
研修 そば打ち技術研修会（四段）・板橋 江戸流手打ちそば二・八の会 安井良博 2018/8/4,5
研修 段位認定地方審査員技術研修会・北会場 大島そば同好会 橋本正希 2018/7/22
研修 段位認定地方審査員技術研修会・南会場 千葉県そば推進協議会 腰原弘敏 2019/2/9
交流会 中日本＆東日本支部会員そば打ち交流会 中日本支部 2019/6/17
交流会 第１０回東日本支部会員そば打ち交流会 千葉県そば推進協議会 腰原弘敏 2019/2/9
そば大学第２回東日本学舎ｉｎ常陸太田 いばらき蕎麦の会 2019/1/26,27

３． 団体会員　（会の練習/研修、そば打ち教室、慰問、出店を除く）
種類  主管者 氏名 連絡先ＴＥＬ 開催日

うつくしま蕎麦王国そばフォーラム うつくしま蕎麦王国協議会 2019/1
シニアそば打ちジャパンカップ大会 ふるさと寒河江そば工房 松田伸一 070-5475-2433 2018/10/6
第２２回やまがた素人そば打ち名人大会 ふるさと寒河江そば工房 松田伸一 070-5475-2433 2018/12/2
名人大会群馬大会 群馬奥利根連合そば会 2018/7/7
5種老神大会 群馬奥利根連合そば会 2018/7/8
第５回千葉県団体迷人戦大会 千葉県そば推進協議会 2018/5/19
第23回全日本素人そば打ち名人大会関東予選千葉大会千葉県そば推進協議会 2018/5/20
あぶくまそば振興協議会研修会 いわきそば塾 2019/2
全日本素人そば打ち名人大会東北予選 宮城手打ちそば研究会 2018/6/10
中学生の教育旅行（農家宿泊体験活動） 常陸そばの会 2018/11/15
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１． 段位認定会  （実施予定は平成２９年度を参考にしました） 本部主催の四、五段は載せていません
種類 事業名

初二段 ２０１８全麺協素人そば打ち段位認定那須大会
初二段 2018（第１９回）素人そば打ち段位認定会 東京大会
初二段 素人そば打ち段位認定会 仙台秋保大会
三段 素人そば打ち　三段位認定群馬大会
初二段 素人そば打ち段位認定山都大会
初二段 全麺協　素人そば打ち段位認定会　第14回千葉県大会
初二段 第14回素人そば打ち段位認定群馬大会in老神
初二段 第11回素人そば打ち段位認定会　東京板橋大会
三段 三段位寒河江認定会
初二段 第五回素人そば打ち段位認定階上大会
三段 第17回日光そばまつり素人そば打ち段位認定大会
初二段 第17回日光そばまつり素人そば打ち段位認定大会
初二段 初二段位寒河江認定会
三段 三段位千葉県認定会（仮称）
初二段 2019素人そば打ち段位埼玉認定会
初二段 2019全麺協素人そば打ち段位認定茨城大会
三段 2019全麺協素人そば打ち段位認定茨城大会
三段 2019素人そば打ち段位埼玉認定会

２． その他 イベント
種類 事業名

会議 東日本支部執行役員会
会議 東日本支部執行役員会
会議 東日本支部執行役員会
会議 第11回東日本支部総会
会議 段位認定会主催者連絡会議
会議 役員会
会議 役員会（平成３１年度の予定を決める）
研修 そば打ち技術研修会（四段）・土浦
研修 そば打ち技術研修会（四段）・板橋
研修 段位認定地方審査員技術研修会・北会場
研修 段位認定地方審査員技術研修会・南会場
交流会 中日本＆東日本支部会員そば打ち交流会
交流会 第１０回東日本支部会員そば打ち交流会
そば大学第２回東日本学舎ｉｎ常陸太田

３． 団体会員　（会の練習/研修、そば打ち教室、慰問、出店を除く）
種類  

うつくしま蕎麦王国そばフォーラム
シニアそば打ちジャパンカップ大会
第２２回やまがた素人そば打ち名人大会
名人大会群馬大会
5種老神大会
第５回千葉県団体迷人戦大会
第23回全日本素人そば打ち名人大会関東予選千葉大会
あぶくまそば振興協議会研修会
全日本素人そば打ち名人大会東北予選
中学生の教育旅行（農家宿泊体験活動）

2018/7/26現在
開催場所 備考

栃木県大田原市ふれあいの丘シャトー・エスポワール 実施済み
麺業会館　２階 実施済み
仙台市秋保市民センター 実施済み
沼田市利根観光会館 実施済み
喜多方市山都町　山都開発センター　特設会場 実施済み
ふなばし三番瀬環境学習館 実施決定
沼田市利根観光会館 実施決定
板橋区立　志村コミュニティホール 実施決定
JAさがえ西村山会館 実施決定
階上町わっせ交流センター 実施決定
栃木県日光市今市運動公園体育センター 実施予定
栃木県日光市今市運動公園体育センター 実施予定
JAさがえ西村山会館 実施決定
未定 実施予定
埼玉県県民活動総合センター 実施予定
常陸太田市交流センターふじ 実施予定
常陸太田市交流センターふじ 実施予定
埼玉県県民活動総合センター 実施予定

開催場所 備考
麺業会館 実施済み
さいたま蕎麦打ち倶楽部・新都心道場 実施決定

実施予定
麺業会館 実施済み
麺業会館 実施済み
麺業会館 実施済み

実施予定
茨城県立青年の家 実施済み
板橋区志村コミュニティーホール 実施済み
郡山市ユラックス熱海 実施済み
千葉県山武市　ホテル浪川壮 実施決定
高山市　 実施済み
千葉県山武市　ホテル浪川壮 実施決定
常陸太田市　交流センターふじ 実施決定

開催場所 備考

JAさがえ西村山会館 実施予定
JAさがえ西村山会館 実施予定

実施済み
実施済み
実施済み
実施済み
実施予定
実施済み
実施予定


