
平成30年度 亰ｩEﾈﾗX��・特眉l �*�8支�R�その他講習のご案内 

申 倅�8y┼:ﾘｮ顏�ｺh橙�静岡労働基準協会 們��公益社団法人静岡県労働基準協会連合会 
TELく055〉　986－4394　FAXく055〉　939－5145 疋Tﾈ*ﾓ�SH�(��#S8�ﾃs�cx��d����*ﾓ�SH�(��#S8�ﾃsc�2����DTﾈ���SH�##SH�ﾃ���"���ﾘ*ﾓ�SH�##SH�ﾃC�C2�ｺy��⑧G��h���轂wx�G6�ｧVｶ�&V��F�(�Fｧ��

沼津労働基準協会 �8y69┼:ﾘｮ顏�ｺh橙�

込 先 木��*ﾓ�SX�(���38�ﾃC塔���d����*ﾓ�SX�(���38�ﾃC涛��TEL　く0547〉　35－4522　FAX　く0547〉　35－5191 倡ｲ�&2�
富士労働基準協会 �ｩLｨ��&9d��ﾉMi69┼:ﾘｮ顏�ｺh橙� 静岡労働局長登録教習機関（登録番号第1号） 　　皇帝有効期間：平成31年3月30日 

TEL　く0545〉　52－5801FAXく0545〉　53－0333 疋Tﾈ*ﾓ�S3��#3(�ﾃ#iu(��d�����S3��#3x�ﾃ3都r�体 

清水労働基準協会 ��h������自Lｨ��&9d��ﾉVﾈ鉑┼:ﾘｮ顏�ｺh橙�静岡労働局長登録養成講習期開（萱録番号第2号） 
TEL　く054〉　351－4584　FAX（054〉　351－4584 疋Tﾈ��*ﾓ�S8�(��CS(�ﾃCゴ8��d����*ﾓ�S8�(��CSH�ﾃ#ツ��乘驟騁ﾈﾏ胃xｭH�i[ﾙ�ﾃ3�D���ﾈ��I?｢�

当連合会では、労働安全衛生法に基づく登録教習機関・登録養成講習機関として法令で定める各種資格付与の為の技能講習等と、同じく事業者に実施が求められている

特別教育等を下記の日程で実施することとしています。資格取得や必要な教育のため計画的・積極的なご利用をお勧めします。

（テキスト代・消費税込み、ただし、第1種、第2種衛生管理者受験準備講習は、テキスト代別）

・種　　　　　　　別 劍��ｦ��Y�僖8*ｩTｹwh,h��,���.仂ik�9��開催時期（予定日・会場は裏面に） 劔劔劔受講料 

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 ��S8ﾈ��

技 能 講 習 俥ﾂ�ｼb�甁�D2��"�①乾　　燥　　　設　　　備 倬�,况x+�.��ﾙOX,�.h.兒�,ﾈｪ9�x,ﾈﾞﾈｼb�48ｮｸﾊ��9�,佛x.亂9�y�ﾙOX,Y>�vY|ｨ*｣�zy_ｸ8��ｸ6x8ｸ決�8,ﾈ.�,ﾂ�8ﾘ48決､�,ﾈｪ9�y�ﾙOX,YE){��N�ｩ9�*ｩd�,Y.�-�.�.�,ﾂ� ��ﾂ�● ��ﾂ� �� ��ﾂ�● ��● ��11，500 
②プ　　レ　　ス　機　癒 �:ﾘ4ｨ7h8ﾈ5�/�Y�H決�9tﾈ+X,Hﾗ8*H7h8ﾈ5斡�､(ﾞﾈｼb� �� ��ﾂ� ��ﾂ� ��ﾂ� �� ��12，000 

③　　　　　　鉛 �ｨ僣ｼik�,佛x.俥ﾈｼb� ��●－ �� �� �� �� ��11，000 

④特定化学物質及び四アルキル鉛等 �<�.�ｸｧyZ壱��X貶4�8ｸ4ﾈ8ｸ僣/��ｹ�)iH,ﾘ竧.�X*Hﾞﾈｼb� ��ﾂ�● ��ﾂ� ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��11，000 

⑤有　　　機　　　溶　　　剤 ��>�ﾞﾈｼh�ｩ9�,Ytﾈｴ�v鞏ﾈ/��ｹ�)iH,ﾘ竧.�X*Hﾞﾈｼb�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��11，000 

⑥簡素欠乏・硫化水素危険 伜��hﾈye)9舒ｸﾊ��ｨ�,�*�*�.俥ﾈｼb�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��18，500 

⑦石　　　　　　　　　　　綿 ��駘�9�/�竧.�X*Hﾞﾈｼb� �� �� �� ��ﾂ� �� ��11，000 

⑧玉　　　　　　掛　　　　　　け 凵Hり上げ荷重が1トン以上のクレーン等による玉掛けの業務 �?ｩ/i9�,�,(*(,H,ﾘ��ｦY&霎hｺh檍,�+(�檍岑+8*(�"�ｼｨｧﾈ*��h蕀8x�X��,8�YW域ﾘ�Y�I�X�Y�9{ﾈ�Y8y69&霎h,X､ｨﾜ2�4ｸ5��h蕀8x�YW域ﾘ�Y�I�X�Y�8圷�Y8y69&霎h,X､ｨﾜ2�劔劔劍自L｣#x�3C���<�~�#H�3����

⑨ガ　　　ス　　　溶　　　接 刮ﾂ燃性ガス等を用いて行う金属の溶接等ゐ業務 劔劔劔��X�3S���

⑬フ　ォ　ークリ　フ　ト　運　転 剄ﾅ大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務 劔劔劔�3H�3����

⑪床上換作式ク　レーン運転 凾ﾂり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンの運転の業務 ��● ��● ��● ��ﾂ�● ��● �� �#h�3S���

特 別 教 育 �ｸﾊHﾞﾘ,h��*(��+X�俾冰(ﾊHﾞﾘ�｢�俾冰(ﾊHﾞﾘ,h*(+X,ﾈ靖�h*h��韋暮5ﾘ,ﾈｼik�� ��ﾂ� ��ﾂ� ��ﾂ� �� ��● ��12，700 

⑬研削と　い　し（機械研削） 刹@械研削といしの取替え、試運転の業務 �� ��ﾂ� �� �� ��● �� ��h�3����

⑭プレス機械の金‘型（学科） 剴ｮ力プレス・シヤーの金型、刃部＼安全装置等の設置調整業務 ��● �� �� �� �� �� ����3S���

⑮ア　ー　ク　溶　接（学科） 刄Aーク溶接機による金属の溶接、溶断等の業務 �� ��● �� �� �� ��ﾂ� ��H�3s���

⑬低　圧　電　気　取　扱（学科） 剪ｼ流750V、交流600V以下の充電路の設置、修理、開閉器の操作業務 �� ��ﾂ� ��● ��● ��．● �� ����3����

⑰産業用ロボット（教示等）（学科） 剋Y業用ロボットの教示等（順序、位置、速度の設定確認）の業務 �� ��ﾂ� ��● �� ��● �� ����33���

⑳産業用ロボット（教示および検査等）（学科） 刧Pの教示等及び検査等（検査、修理、調整等）を行う業務 �� �� ��ﾂ� �� �� �� ��H�3Ss��

⑳廃棄物の焼却施設に関する業務 剩p棄物頬の焼却施設におけるダイオキシン類を取扱う業務 �� �� ��ﾂ� �� �� �� ����3S���

⑳クレーン運転（0．5～5トン未満）（学科） 凾ﾂり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転の業務 ��● �� ��ﾂ� ��● �� �� ��8�33���

⑳粉　　じ　　ん　　作　　業 剳ｲじん別に定める特定粉じん作業 �� ��ﾂ� �� ��● �� �� ����3����

⑳酸　素　欠　乏　危　険　作　業 剋_素欠乏危険作業（従事する全ての者に対して必要です。） �� �� ��ﾂ� �� �� �� ����3S���

そ の 他 の 講 習 �9�X������+x������ｻ8������屍���iD8,ﾉ�Y+x�XｬyyﾘｬI<(�(,���+x.�.做ｸ����8���i�9D8�(ｻ8支,ﾘｭﾈ-ﾈ.ｨ,H*(-ﾈ+�/��(�｢�● ��ﾂ��ﾂ��ﾂ�● ��ﾂ��ﾂ��ﾂ��ﾂ�● ��ﾂ��ﾂ��ﾂ�● ��ﾂ��ﾂ�● ��ﾂ��ﾂ�● ��14，500 

⑳安全管理者選任時研修 刪ﾀ全管理者の選任時に必要な厚生労働大臣が定める研修 劔劍�ﾂ���ﾈ�����ﾂ��ﾂ��ﾂ���X�3����

⑳安全衛生推進者養成講習 剄H業的業種で10人～49人の事業場に配置する安全衛生管理担当者 劍�ﾂ���ﾂ��ﾂ���ﾂ��ﾂ���ﾂ��ﾂ�剴�(�3����

⑳衛　生　推　進　者　養　成　講　習・ 剩�H業的業種で10人～49人の事業場に配置する衛生管理担当者 劍�ﾂ�劔劔����3S���

⑳第一種衛生管理者受験準備講習 剄H業的業種等鱒衛生管理者免許試験合格のための講習 劔劔劔�#��3����

⑳第二種衛生管理者受験準備講習 剩�H業的業種等の衛生管理者免許試験合格の窄めの講習 劔劍�ﾂ��ﾂ�劔��(�3S���

⑳危　険　予　知　訓　練（KYT） 刄[ロ災全員参加運動の活動リーダー養成講習 劔劔劔����3����

⑳局所排気装置定期自主検査者講習 剽L害業務に於ける局所排気装置等の定期自主検査者の養成 ※研修時ルート計算機鱒のある電卓を持参して下さい。 劔劔劔�3h�3����

能⑳安全管理者 詔⑳プレス制作業主任者 刪ﾀ全管理者選任後、概ね5年ごとに必要な教育 作業主任者選任後、概ね5年ごとに必要な教育 劔劔劔��(�3�������3#���

上⑳有機溶剤作業主任者 剄�ﾆ主任者選任後、概ね5年ごとに必要な教育 劔劔劔����3S���

セ⑳安　全　管　理　セ　ミ　ナ　ー 剏o営首脳者、安全管理者、安全衛生推進者、安全担当者等を対象 劔劔劔�8�3#C��
■■■ 主⑳労働衛生管理セミナ－ 剏o営首脳者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生担当者等を対象 劔劔劔�8�3#C��

I⑳労　務　管　理　セ　ミ　ナ　ー 剏o営首脳者、労務管理責任者、現場管理者を対象 劔劔劔�8�3#C��

注1．講習会場の所在地は下記のとおりです。

沼津労政会館（沼津市高島本町1－3）駐車場に制限がありますので、なるべく車はご遠慮下さい。

静基連会館（静岡市葵区鷹匠2丁目17－5）駐車場はありません。

浜松労政会館（浜松市中区東伊場2－7－1浜松商工会議所会館7階）駐車場は労政会館専用駐車場（JR浜松工場側入口）を利用して下さい。

注2．開催日時・会場等は変更することがありますので、事前に「労基しずおか」又は、ホームページ（http：／／www．shizukiren．or．jp）等で確認して下さい。

お申込みの方法

ィ．受講申込書に所要事項を記入し、各地区の労働基準協会にお申し込み下さい。尚、定員に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお

申し込み下さい。
ロ．申込後の取消し、日程変更は、開催日の7日前までに受講票と領収書を返却された場合に限って受講料をお返しします。また、受講者の変更に

ついては、お申し込みの協会へお問合せ下さい。

※お知らせ �� ��

一般社団法人浜松労 �:ﾘｮ顏�ｺh檍,X,ﾘ��ﾗR�習No．⑩、⑳、⑳～⑳のみ受け付けています。それ以外の講 做ｸ,ﾙ�ﾈ,ﾈｺh檠iH,ﾙ+ﾉ�ｩ��ﾘx檍-h*��ﾈﾙ�-ﾘ岑+8*(�"�



平成30年度講習予定

種別 �?ｨ����/b�会　場 偃ﾙ¥｢�日　　程 �����｢�種別 �?ｨ��/b�会　場 偃ﾙ¥｢��?ｨ����/b�会　場 

① 乾 燥 設 備 作 業 主 任 者 店ﾈ�3�?ｨxｨ��3�?ｨx｢�静基連会館 �R�褪��b�ﾈr�e"��ﾂ�{��峇��R��b�ｮｲ�ﾊ��ﾞﾂ�4月17白（州～19日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ��⑫ （研 自削 由と ）い し 店ﾈ���?ｩt��静基連会館 �2�����2�����b��B�����"�wｲ��ﾂ�店ﾈ��y?ｨｷ�6s��?ｩ�x�｢�静基連会館 

6月25日（月）～26日（州 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ��滴ﾈ�#I?ｨ�做(��#i?ｨｷ��｢�溜津労政会館 �7月11日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ���6月11日（月）～12日（州 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��

7月26日休ト27日幽 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��店ﾈ�#)?ｨ�做(��#I?ｨｷ��｢�浜松労政会館 �9月10日（月） ��8ｮ驗�檍ｭ���8月27日（月）～28日（州 ��8ｮ驗�檍ｭ��

11月29日休）～30日陸上 ��8既��檍ｭ��塗ﾈ綺?ｨ�做(���?ｩ�x�｢�沼津労政会館 �2月6日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ���10月30日（州～31日㈱ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��

12月6日㈱～7日睦） 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ��塗ﾈ���?ｨxﾈ��#)?ｩt��静基連会館 �ﾂ��(ﾇ��+R�学科6月25日（月） 実技6月26日（州 ��8ｮ驗�檍ｭ��7ﾈ8ｨ6X4�5ｨ985��ｹ�8圓��12月11日（州～12日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ��

2月13日㈱～14日㈱ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��度ﾈ�#I?ｨ�做(��#y?ｩ�x�｢�静基連会館 劔⑳■ 裏芸 �6月4日（月） ��8ｮ驗�檍ｭ��
学科1旦28日（月） 実技1月29日（州 ��8ｮ驗�檍ｭ��7ﾈ8ｨ6X4�5ｨ985��ｹ�8圓�

② 作プ 業レ 主ス 任機 者械 度ﾈ�#9?ｨ�佇��ｨ��#I?ｨ�做"�浜松労政会館 �8月7日（州～9日休） 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ��劔���ﾈ�)?ｨ�俘R�静基連会館 

⑭ 塞妄 （学科） 店ﾈ�#9?ｨx｢�静基連会館 
9月25日（畑～26日㈱・ ��8ｮ驗�檍ｭ��嶋ﾈ�#�?ｨ�做(��3�?ｩt��沼津労政会館 劔�1月－31日㈹ ��8ｮ驗�檍ｭ��

11月14日㈱～15日㈹ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��祷ﾈ紵?ｨ�做(��y?ｩt��静基連会儲 劔衛 生 管 理 者 受 験 準 備 �2�霻�ﾛ��7月3日㈹～4日鯛 7月17日㈹～18日㈱ 4日コース ��8ｮ驗�檍ｭ��

⑮ 蓬言 （学科） 度ﾈ��)?ｨxｨ���9?ｩt��静基連会館 

董富 塗ﾈ�#y?ｨxｨ��#�?ｨｷ��｢�静基連会館 �10月16日（州～19日幽 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��

2月13日㈱～14日休） ��8ｮ驗�檍ｭ��

④ 特 定 化 店ﾈ�#I?ｨxｨ��#Y?ｩt��静基連会館 凵|11月6日（州～9日幽 ��8ｮ驗�檍ｭ��

9月6日休ト7日幽 9月13日㈱～14日幽 4日コース 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��

⑬ 低 圧 電 気 塗ﾈ綺?ｨ�做"�静基連会館 5月30日㈱～31日㈱ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ����(ﾈ紵?ｨ�做(��y?ｩt��沼津労政会館 

9月19日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ��
6月13日㈱～14日■㈹ 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ����(ﾈ��C��?ｨ�做(���9?ｨx｢�浜松労政会館 

11月15日㈱ 1月30日㈱ 6月12日（畑 ��8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ���10月2日（畑～3日㈱ 10月15日（月）～16日（州 ��8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ��
7月11日㈱～12日休ト 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ����ﾈ��Y?ｨ�做(����?ｩt��静基連会館 

学 物 質 及 度ﾈ���?ｨｷ�6s#�?ｩt��静基連会館 �1月22日（州～25日陰） 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��（学科） ⑰ 藁葺 劍ﾗR����������2�耳����b�d���b�������,��ｮ��,2�*ﾒ�.��的?ｨ5(�ｸ5��

9月5日㈱～6日休） 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ���(ﾈ���?ｨ�做(��#)?ｩt��静基連会館 劔凵｡10月25日㈱～26日陰） 

び 四 ア ���ﾈ�9?ｨxｨ��I?ｨｷ��｢�沼津労政会館 仂b�※酸欠実技講習 剴佇�#�?ｨ���｢�静基連会館 剋� lI F 作 業 主 任 者 等 能 力 向 上 教 育 岡 �)?ｨ5(�ｸ5��

ル ���ﾈ��y?ｨxｨ����?ｨｷ��｢�静基連会館 偃R�●学科2日、実技1日の 刄g （学科） ��ﾈ�#Y?ｩ�x�｢���)?ｨ5(�ｸ5��｢����/�[�+們�邵�｢�以�#)?ｨxｨ��#9?ｨｷ��｢�以�)?ｨx｢�Xﾈ�#�?ｨ�佇��ｨ��#�?ｨ�價��以緤?ｨ�佇��ｨ��y?ｨxﾂ���ﾈ��9?ｨ�做(���I?ｨxｨ�ﾂ�hﾈ����I?ｨx｢���ﾈ綺?ｨ�佇��｢�以繪?ｨx｢�Xﾈ��Y?ｩ4����i?ｨx｢�静基連会館 静基連会館 静基連会館 静基連会館 静基連会館 静基連会館 静基連会館 静基遵会館 静基連会館 静基連会館 剴Xﾈ��I?ｨ�佇��｢�

キ ル 鉛 等 作 業 主 任 者 ⑤ 有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 ���ﾈ繪?ｨxｨ���?ｩt���(ﾈ��9?ｨxｨ���I?ｨ��t���(ﾈ���?ｨxｨ��#�?ｨｷ��｢��ﾈ�3�?ｨxｨ��3�?ｨxﾂ�(ﾈ緤?ｨxｨ��y?ｨｷ��｢�(ﾈ�#y?ｨxｨ��#�?ｨｷ��｢�Hﾈ���?ｨxｨ���)?ｨxﾂ�浜松労政会館 静基連会館 沼津労政会館 浜松労政会館 沼津労政会館 静基連会館 沼津労政会館 僖2��"�tb�ｮb�t｢�����2����ﾞﾂ���4��8ﾂ�ﾂ�92�3日間コースです。 ●4日間のコースは、．3 日目、4日目が実技日 になりますので、いず れかを選択。 11月27日（州～28日㈱静基連会館 学科 5月8日（州～9日㈱静基連会館 刧L 教ロ 季ボ 検ツ 査ト （学科） ⑩ 廃 棄 物 ⑳ 蓋蓋 （学科） ⑳ 粉 じ ん ⑳ 特酸 別欠 ⑳ 職 長 教 育 ⑳ 劔祷ﾈ��9?ｨx｢�(ﾈ繦?ｨxﾂ�ｧx怩���ﾈ���?ｨｷ�6s��?ｨ���｢���ｵ｢���ﾈ�#�?ｨ覃�｢�ｧx怩��ﾈ��y?ｨxｨ����?ｩt����ｵ｢�静基連会館 静基連会館 浜松労政会館 アマノ㈱ 細江事業所 浜松労政会館 アマノ㈱ 

4月25日㈱～26日㈹ ��8ｮ驗�檍ｭ��們�ｵ｢�Xﾈ���?ｨ��SXﾈ�#i?ｨ��村田ボーリ 劔�1月19日出 俤xﾕﾘ馼ｼh���8ｮ驗�檍ｭ���"��8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ���8圸┼�ﾘ檍ｭ���8圸┼�ﾘ檍ｭ��j).��┼�ﾘ檍ｭ��

5月10日㈱～11日幽 5月23日㈱～24日休） 6月7日休）～8日幽 6月27日㈱～28日休） 7月12日㈱～13日幽 8月6日（月）～7日（州 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ����,9┼�ﾘ檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ����,9┼�ﾘ檍ｭ��Vﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ����,9┼�ﾘ檍ｭ��塗ﾈ�)?ｨ��Shﾈ纖?ｨ�984�ｨﾊHx｢�ｧx怩�xﾈ��y?ｨ�做(����?ｨxｨ��,9┼�ﾘ檍ｭ����ｵ｢�xﾈ�#)?ｨ��?ｨ�ｨ�Sxﾈ�#�?ｨ��?ｨ�ｩ8ﾈ�ｴ�､(x｢�ｧx怩�佇紵?ｨ�做(��Y?ｨxｨ��,9┼�ﾘ檍ｭ����ｵ｢�佇��i?ｩHﾈ6s佇�#9?ｨ��?ｨ�ｩ8ﾈ�ｴ�､(x｢�ｧx怩�劔凵揶ﾀ全管理者 7月30日（月） ⑳プレス機械作業主任 8月24日蝕 ⑳有機溶剤作業主任者 12月19日㈱ 

8月29日㈱～30日休） ��8ｮ驗�檍ｭ�����ﾈ纖?ｨ�做(����?ｨxｩ�8ｮ驗�檍ｭ����ｵ｢��7月5日㈹～6E日金 ��8ｮ驗�檍ｭ��の ） 静 

9月19日㈱～20日㈹ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ�����ﾈ�#�?ｨ��S��ﾈ�#y?ｨ����ﾈ�9?ｩnx�S��ﾈ���?ｨ��村田ボーリ ング技研㈱ �9月11日（州～12日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ��刧S安全管理セミナー 7月9日旧） ⑳労働衛生管理セミナ 11月16日幽 

10月23日㈹～24日㈱ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ��乂x怩���ﾈ�#i?ｨ�佇��ｨ��#y?ｨ�做(��,9┼�ﾘ檍ｭ���10月23日㈹～24日㈱ ��8ｮ驗�檍ｭ��

10月29日（月）～30日（州 11月28日㈱～29日休） ��8ｮ驗�檍ｭ��Vﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ��運 転 （ 5 ト ン 們�ｵ｢��(ﾈ�)?ｨ��?ｨ�ｨ�S�(ﾈ纖?ｨ��?ｨ�ｩ8ﾈ�ｴ�､(x｢�ｧx怩��12月4日（州～5日㈱ 2月4日（月）～5日（州 ��8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ��

12月6日休）～7日瞼） ��8ｮ驗�檍ｭ����ﾈ�#�?ｨ�佇��ｨ��#)?ｨ�價����ｵ｢�静基連会館 �4月27日睡） ��8ｮ驗�檍ｭ��

12月12日㈱～13日㈱ 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ����ﾈ�#i?ｨ��S(ﾈ�)?ｨ��ｩ687ｸ�ｸ8｢�(ﾈ纖?ｩ���S(ﾈ��i?ｨ�984�ｨﾊHx｢��hｧx怎)?ｨ����ｵ｣�?ｨ,ﾂ�9?ｨｭH5(�ｸ5�,X+x�"����?�<R����益U���ｨ鰾�ﾊB��2�6月15日睡） ��8ｮ驗�檍ｭ��刧S労務管理セミナー 

1月16日㈱～17日休） 1月23日㈱～24日休） 傲�,9┼�ﾘ檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ��以 上 ） 劔8月3日睡） 10月12日睡） ��8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ���31年2月開催予定 県産業安全衛生大会 10月5日励静 

2月13日㈱～14日㈱ 2月20日㈱～21日㈱ 儼ﾈ鉑┼�ﾘ檍ｭ����,9┼�ﾘ檍ｭ��傅�����ｵｩ?ｨ,ﾘ����-x-ﾂ�+�/��"��12月21日幽 2月15日幽 ��8ｮ驗�檍ｭ���8ｮ驗�檍ｭ��

※⑧玉掛け技能講習、⑨ガス溶接技能講習、⑩フォークリフト運転技能講習は受講希望者の状況、実技講習受入能力等で

随時調整しておりますので、各地区協会にお問い合わせ下さい。
2017年12月作成


