
　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年3月23日 　　１３，４００円

平成29年4月6日 170406131千代田区神田 180 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 高橋　紀夫 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年3月23日 　　８，２００円

平成29年4月6日 170406132千代田区神田 90 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 高橋　紀夫 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 天神ビル 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年3月28日 　　１３，４００円

平成29年4月11日 170411401福岡市中央区 120 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 　　　　天神２－１２－１ 別府　卓治 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 天神ビル 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年3月28日 　　８，２００円

平成29年4月11日 170411402福岡市中央区 80 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 別府　卓治 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 西本　宏彰 平成29年2月上旬 平成29年3月30日 　　１３，４００円

平成29年4月13日 170413271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 西本　宏彰 平成29年2月上旬 平成29年3月30日 　　８，２００円

平成29年4月13日 170413272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 西本　宏彰 平成29年2月上旬 平成29年4月4日 　　１３，４００円

平成29年4月18日 170418131千代田区神田 180 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 津田　滋 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 西本　宏彰 平成29年2月上旬 平成29年4月4日 　　８，２００円

平成29年4月18日 170418132千代田区神田 90 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 津田　滋 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） オークラホテル高松 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年4月7日 　　１３，４００円

平成29年4月21日 170421371高松市城東町１－９－５ 150 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） オークラホテル高松 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年4月7日 　　８，２００円

平成29年4月21日 170421372高松市城東町１－９－５ 100 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年4月10日 　　１３，４００円

平成29年4月24日 170424271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 佐賀　寛 平成29年2月上旬 平成29年4月10日 　　８，２００円

平成29年4月24日 170424272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） きゅりあん 仲村　榮次 平成29年2月上旬 平成29年4月14日 　　１３，４００円

平成29年4月28日 170428131東京都品川区 200 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 東大井５－１８－１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） きゅりあん 仲村　榮次 平成29年2月上旬 平成29年4月14日 　　８，２００円

平成29年4月28日 170428132東京都品川区 100 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 東大井５－１８－１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年2月8日 平成29年4月24日 　　１３，４００円

平成29年5月8日 170508131千代田区神田 180 西本　宏彰 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 齊藤　昇司 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年2月8日 平成29年4月24日 　　８，２００円

平成29年5月8日 170508132千代田区神田 90 西本　宏彰 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 齊藤　昇司 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 金沢東急ホテル 佐賀　寛 平成29年2月11日 平成29年4月27日 　　１３，４００円

平成29年5月11日 170511171金沢市香林坊2-1-1 100 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 別府　卓治 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 金沢東急ホテル 佐賀　寛 平成29年2月11日 平成29年4月27日 　　８，２００円

平成29年5月11日 170511172金沢市香林坊2-1-1 40 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 別府　卓治 次第締切ります） 　　５，１００円）

(日本工業規格Ａ列４）
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「職業紹介責任者講習」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７０１５に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
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　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当
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開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） ホテルルブラ王山 佐賀　寛 平成29年2月15日 平成29年5月1日 　　１３，４００円

平成29年5月15日 170515231名古屋市千種区 140 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルルブラ王山 佐賀　寛 平成29年2月15日 平成29年5月1日 　　８，２００円

平成29年5月15日 170515232名古屋市千種区 100 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年2月17日 平成29年5月3日 　　１３，４００円

平成29年5月17日 170517131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年2月17日 平成29年5月3日 　　８，２００円

平成29年5月17日 170517132千代田区神田 90 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 天神ビル 高橋　紀夫 平成29年2月22日 平成29年5月8日 　　１３，４００円

平成29年5月22日 170522401福岡市中央区 120 西本　宏彰 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 　　　　天神２－１２－１ 別府　卓治 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 天神ビル 高橋　紀夫 平成29年2月22日 平成29年5月8日 　　８，２００円

平成29年5月22日 170522402福岡市中央区 80 西本　宏彰 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 　　　　天神２－１２－１ 別府　卓治 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 齊藤　昇司 平成29年2月25日 平成29年5月11日 　　１３，４００円

平成29年5月25日 170525271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 齊藤　昇司 平成29年2月25日 平成29年5月11日 　　８，２００円

平成29年5月25日 170525272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルポールスター札幌 佐賀　寛 平成29年2月28日 平成29年5月16日 　　１３，４００円

平成29年5月30日 170530011札幌市中央区 100 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 北４条西６丁目 津田　滋 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルポールスター札幌 佐賀　寛 平成29年2月28日 平成29年5月16日 　　８，２００円

平成29年5月30日 170530012札幌市中央区 50 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 北４条西６丁目 津田　滋 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 中野サンプラザ 仲村　榮次　高橋　紀夫 平成29年3月1日 平成29年5月18日 　　１３，４００円

平成29年6月1日 170601131中野区中野４－１－１ 80 西本　宏彰　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 三沢　孝 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 中野サンプラザ 仲村　榮次 平成29年3月1日 平成29年5月18日 　　８，２００円

平成29年6月1日 170601132中野区中野４－１－１ 40 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 高橋　紀夫　津田　滋 平成29年3月6日 平成29年5月23日 　　１３，４００円

平成29年6月6日 170606131千代田区神田 180 竹下　次郞　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 　 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 高橋　紀夫　 平成29年3月6日 平成29年5月23日 　　８，２００円

平成29年6月6日 170606132千代田区神田 90 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテル白萩 佐賀　寛 平成29年3月13日 平成28年9月13日 　　１３，４００円

平成29年6月13日 170613041仙台市青葉区 120 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 錦町２－２－１９ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテル白萩 佐賀　寛 平成29年3月13日 平成28年9月13日 　　８，２００円

平成29年6月13日 170613042仙台市青葉区 60 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 錦町２－２－１９ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年3月19日 平成29年6月5日 　　１３，４００円

平成29年6月19日 170619271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年3月19日 平成29年6月5日 　　８，２００円

平成29年6月19日 170619272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

開催場所
受講
定員

受講料
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７１６６に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会
　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

(日本工業規格Ａ列４）



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） 連合会館 仲村　榮次　高橋　紀夫 平成29年3月21日 平成29年6月7日 　　１３，４００円

平成29年6月21日 170621131千代田区神田 180 西本　宏彰　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 仲村　榮次　 平成29年3月21日 平成29年6月7日 　　８，２００円

平成29年6月21日 170621132千代田区神田 90 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 西本　宏彰 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 天神ビル 齊藤　昇司 平成29年3月26日 平成29年6月12日 　　１３，４００円

平成29年6月26日 170626401福岡市中央区 120 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 天神ビル 齊藤　昇司 平成29年3月26日 平成29年6月12日 　　８，２００円

平成29年6月26日 170626402福岡市中央区 80 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 中野サンプラザ 齊藤　昇司　津田　滋 平成29年3月28日 平成29年6月14日 　　１３，４００円

平成29年6月28日 170628131中野区中野４－１－１ 80 竹下　次郞　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 中野サンプラザ 齊藤　昇司　 平成29年3月28日 平成29年6月14日 　　８，２００円

平成29年6月28日 170628132中野区中野４－１－１ 40 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 竹下　次郞　 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 中野サンプラザ 佐賀　寛　　　仲村　榮次 平成29年4月4日 平成29年6月20日 　　１３，４００円

平成29年7月4日 170704131中野区中野４－１－１ 80 高橋　紀夫　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

９：30～１７：００ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 中野サンプラザ 仲村　榮次   高橋　紀夫 平成29年4月4日 平成29年6月20日 　　８，２００円

平成29年7月4日 170704132中野区中野４－１－１ 40 小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 広島国際会議場 佐賀　寛　 平成29年4月6日 平成29年6月22日 　　１３，４００円

平成29年7月6日 170706341広島市中区中島町１－５　 120 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 平和記念公園　内 別府　卓治 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 広島国際会議場 佐賀　寛　 平成29年4月6日 平成29年6月22日 　　８，２００円

平成29年7月6日 170706342広島市中区中島町１－５　 60 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 平和記念公園　内 別府　卓治 次第締切ります） 　　５，１００円）

（新規） 連合会館 高橋　紀夫　齊藤　昇司 平成29年4月11日 平成29年6月27日 　　１３，４００円

平成29年7月11日 170711131千代田区神田 180 津田　滋　　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 齊藤　昇司 平成29年4月11日 平成29年6月27日 　　８，２００円

平成29年7月11日 170711132千代田区神田 90 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年4月14日 平成29年6月30日 　　１３，４００円

平成29年7月14日 170714271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

９：30～１７：００ 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年4月14日 平成29年6月30日 　　８，２００円

平成29年7月14日 170714272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルルブラ王山 西本　宏彰 平成29年4月20日 平成29年7月6日 　　１３，４００円

平成29年7月20日 170720231名古屋市千種区 140 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

９：30～１７：００ 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルルブラ王山 西本　宏彰 平成29年4月20日 平成29年7月6日 　　８，２００円

平成29年7月20日 170720232名古屋市千種区 100 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） きゅりあん 佐賀　寛　　 高橋　紀夫 平成29年4月24日 平成29年7月10日 　　１３，４００円

平成29年7月24日 170724131東京都品川区 200 竹下　次郞　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 東大井５－１８－１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） きゅりあん 佐賀　寛　　 高橋　紀夫 平成29年4月24日 平成29年7月10日 　　８，２００円

平成29年7月24日 170724132東京都品川区 100 竹下　次郞　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 東大井５－１８－１ 次第締切ります） 　　５，１００円）

　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７１６６に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習会実施日程書
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） 連合会館 高橋　紀夫　西本　宏彰 平成29年4月27日 平成29年7月13日 　　１３，４００円

平成29年7月27日 170727131千代田区神田 180 齊藤　昇司　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 高橋　紀夫　西本　宏彰 平成29年4月27日 平成29年7月13日 　　８，２００円

平成29年7月27日 170727132千代田区神田 90 齊藤　昇司　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛　仲村　榮次 平成29年5月8日 平成29年7月25日 　　１３，４００円

平成29年8月8日 170808131千代田区神田 180 津田　滋　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 仲村　榮次 平成29年5月8日 平成29年7月25日 　　８，２００円

平成29年8月8日 170808132千代田区神田 90 津田　滋　 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 中野サンプラザ 高橋　紀夫　三沢　孝 平成29年5月17日 平成29年8月3日 　　１３，４００円

平成29年8月17日 170817131中野区中野４－１－１ 80 齊藤　昇司　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年5月17日 平成29年8月3日 　　８，２００円

平成29年8月17日 170817132中野区中野４－１－１ 40 齊藤　昇司　 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 天神ビル 高橋　紀夫 平成29年5月21日 平成29年8月7日 　　１３，４００円

平成29年8月21日 170821401福岡市中央区 120 津田　滋　 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 別府　卓治 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 天神ビル 高橋　紀夫 平成29年5月21日 平成29年8月7日 　　８，２００円

平成29年8月21日 170821402福岡市中央区 80 津田　滋　 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 別府　卓治 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛　　　高橋　紀夫 平成29年5月24日 平成29年8月10日 　　１３，４００円

平成29年8月24日 170824131千代田区神田 180 竹下　次郞　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 佐賀　寛　　　高橋　紀夫 平成29年5月24日 平成29年8月10日 　　８，２００円

平成29年8月24日 170824132千代田区神田 90 竹下　次郞　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 西本　宏彰 平成29年5月29日 平成29年8月15日 　　１３，４００円

平成29年8月29日 170829271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 西本　宏彰 平成29年5月29日 平成29年8月15日 　　８，２００円

平成29年8月29日 170829272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年6月7日 平成29年8月24日 　　１３，４００円

平成29年9月7日 170907271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年6月7日 平成29年8月24日 　　８，２００円

平成29年9月7日 170907272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） きゅりあん 仲村　榮次　高橋　紀夫 平成29年6月11日 平成29年8月28日 　　１３，４００円

平成29年9月11日 170911131東京都品川区 200 西本　宏彰　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 東大井５－１８－１ 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） きゅりあん 仲村　榮次　高橋　紀夫 平成29年6月11日 平成29年8月28日 　　８，２００円

平成29年9月11日 170911132東京都品川区 100 西本　宏彰　小野沢　良昭 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 東大井５－１８－１ 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルルブラ王山 津田　滋 平成29年6月14日 平成29年8月31日 　　１３，４００円

平成29年9月14日 170914231名古屋市千種区 140 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルルブラ王山 津田　滋 平成29年6月14日 平成29年8月31日 　　８，２００円

平成29年9月14日 170914232名古屋市千種区 100 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７１６６に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習会実施日程書
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） 連合会館 齊藤　昇司 平成29年6月19日 平成29年9月5日 　　１３，４００円

平成29年9月19日 170919131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 齊藤　昇司 平成29年6月19日 平成29年9月5日 　　８，２００円

平成29年9月19日 170919132千代田区神田 90 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 竹下　次郞 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年6月26日 平成29年9月12日 　　１３，４００円

平成29年9月26日 170926271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年6月26日 平成29年9月12日 　　８，２００円

平成29年9月26日 170926272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　　５，１００円）

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年6月28日 平成29年9月14日 　　１３，４００円

平成29年9月28日 170928131千代田区神田 180 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年6月28日 平成29年9月14日 　　８，２００円

平成29年9月28日 170928132千代田区神田 90 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　　５，１００円）

　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７１６６に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習会実施日程書
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） 中野サンプラザ 佐賀　寛、三沢 孝 平成29年７月上旬 平成29年9月21日 　　１３，４００円

平成29年10月5日 171005131中野区中野４－１－１ 80 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） 　

（　継続　） 中野サンプラザ 佐賀　寛 平成29年７月上旬 平成29年9月21日 　　８，２００円

平成29年10月5日 171005132中野区中野４－１－１ 40 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） 　

（　新規　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年7月11日 平成29年9月27日 　　１３，４００円

平成29年10月11日 171011131千代田区神田 180 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 津田　滋 次第締切ります） 　

（　継続　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年7月11日 平成29年9月27日 　　８，２００円

平成29年10月11日 171011132千代田区神田 90 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 津田　滋 次第締切ります） 　

（　新規　） 天神ビル 佐賀　寛 平成29年7月13日 平成29年9月29日 　　１３，４００円

平成29年10月13日 171013401福岡市中央区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 　　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） 天神ビル 佐賀　寛 平成29年7月13日 平成29年9月29日 　　８，２００円

平成29年10月13日 171013402福岡市中央区 80 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　

（　新規　） きゅりあん 高橋　紀夫 平成29年7月16日 平成29年10月2日 　　１３，４００円

平成29年10月16日 171016131東京都品川区 200 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 東大井５－１８－１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） きゅりあん 高橋　紀夫 平成29年7月16日 平成29年10月2日 　　８，２００円

平成29年10月16日 171016132東京都品川区 100 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 東大井５－１８－１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年7月19日 平成29年10月5日 　　１３，４００円

平成29年10月19日 171019271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年7月19日 平成29年10月5日 　　８，２００円

平成29年10月19日 171019272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） ケアサービス長谷川　長谷川カレッジ 佐賀　寛 平成29年7月25日 平成29年10月11日 　　８，２００円

平成29年10月25日 171025371高松市屋島西町 80 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

13：00～17：00 １４６６－１　 次第締切ります） 　

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年7月27日 平成29年10月13日 　　１３，４００円

平成29年10月27日 171027131千代田区神田 180 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年7月27日 平成29年10月13日 　　８，２００円

平成29年10月27日 171027132千代田区神田 90 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　新規　） 中野サンプラザ 佐賀　寛、三沢　孝 平成29年8月2日 平成29年10月19日 　　１３，４００円

平成29年11月2日 171102131中野区中野４－１－１ 80 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 中野サンプラザ 佐賀　寛 平成29年8月2日 平成29年10月19日 　　８，２００円

平成29年11月2日 171102132中野区中野４－１－１ 40 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　新規　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年8月7日 平成29年10月24日 　　１３，４００円

平成29年11月7日 171107131千代田区神田 180 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 連合会館 高橋　紀夫 平成29年8月7日 平成29年10月24日 　　８，２００円

平成29年11月7日 171107132千代田区神田 90 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「職業紹介責任者講習」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７０１５に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会

(日本工業規格Ａ列４）
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会



※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） 天神ビル 高橋　紀夫 平成29年8月9日 平成29年10月26日 　　１３，４００円

平成29年11月9日 171109401福岡市中央区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 　　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） 天神ビル 高橋　紀夫 平成29年8月9日 平成29年10月26日 　　８，２００円

平成29年11月9日 171109402福岡市中央区 80 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　

（　新規　） ホテルルブラ王山 佐賀　寛 平成29年8月14日 平成29年10月31日 　　１３，４００円

平成29年11月14日 171114231名古屋市千種区 140 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） ホテルルブラ王山 佐賀　寛 平成29年8月14日 平成29年10月31日 　　８，２００円

平成29年11月14日 171114232名古屋市千種区 100 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　新規　） 中野サンプラザ 仲村　榮次、三沢　孝 平成29年8月16日 平成29年11月2日 　　１３，４００円

平成29年11月16日 171116131中野区中野４－１－１ 80 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） 　

（　継続　） 中野サンプラザ 仲村　榮次 平成29年8月16日 平成29年11月2日 　　８，２００円

平成29年11月16日 171116132中野区中野４－１－１ 40 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） 　

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年8月21日 平成29年11月7日 　　１３，４００円

平成29年11月21日 171121271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年8月21日 平成29年11月7日 　　８，２００円

平成29年11月21日 171121272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年8月28日 平成29年11月14日 　　１３，４００円

平成29年11月28日 171128131千代田区神田 180 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年8月28日 平成29年11月14日 　　８，２００円

平成29年11月28日 171128132千代田区神田 90 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　新規　） 中野サンプラザ 高橋　紀夫、三沢　孝 平成29年9月5日 平成29年11月21日 　　１３，４００円

平成29年12月5日 171205131中野区中野４－１－１ 80 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年9月5日 平成29年11月21日 　　８，２００円

平成29年12月5日 171205132中野区中野４－１－１ 40 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　新規　） 天神ビル 小野沢　良昭 平成29年9月7日 平成29年11月23日 　　１３，４００円

平成29年12月7日 171207401福岡市中央区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 　　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） 天神ビル 小野沢　良昭 平成29年9月7日 平成29年11月23日 　　８，２００円

平成29年12月7日 171207402福岡市中央区 80 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 　　　天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） 　

（　新規　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年9月12日 平成29年11月28日 　　１３，４００円

平成29年12月12日 171212131千代田区神田 180 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 西本　宏彰 次第締切ります） 　

（　継続　） 連合会館 佐賀　寛 平成29年9月12日 平成29年11月28日 　　８，２００円

平成29年12月12日 171212132千代田区神田 90 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 西本　宏彰 次第締切ります） 　

（　新規　） 中野サンプラザ 仲村　榮次 平成29年9月14日 平成29年11月30日 　　１３，４００円

平成29年12月14日 171214131中野区中野４－１－１ 80 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

9：30～17：00 津田　滋 次第締切ります） 　　１０，３００円）

（　継続　） 中野サンプラザ 仲村　榮次 平成29年9月14日 平成29年11月30日 　　８，２００円

平成29年12月14日 171214132中野区中野４－１－１ 40 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は

12：30～17：00 津田　滋 次第締切ります） 　　５，１００円）
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から

開催場所
受講
定員

受講料

　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７０１５に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会
　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時

（　新規　） ホテルアウィーナ大阪 佐賀　寛 平成29年9月15日 平成29年12月1日 　　１３，４００円

平成29年12月15日 171215271大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　継続　） ホテルアウィーナ大阪 佐賀　寛 平成29年9月15日 平成29年12月1日 　　８，２００円

平成29年12月15日 171215272大阪市天王寺区 120 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） 　

（　新規　） 連合会館 齊藤　昇司 平成29年9月19日 平成29年12月5日 　　１３，４００円

平成29年12月19日 171219132千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 連合会館 齊藤　昇司 平成29年9月19日 平成29年12月5日 　　８，２００円

平成29年12月19日 171219133千代田区神田 90 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　新規　） 中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年9月21日 平成29年12月7日 　　１３，４００円

平成29年12月21日 171221131中野区中野４－１－１ 80 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は１０，３００円）

9：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

（　継続　） 中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年9月21日 平成29年12月7日 　　８，２００円

平成29年12月21日 171221132中野区中野４－１－１ 40 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし、会員は５，１００円）

12：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） 　

連合会館 佐賀　寛 平成29年10月11日 平成29年12月28日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年1月11日 180111131千代田区神田 270 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 西本　宏彰 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年10月15日 平成30年1月1日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年1月15日 180115131中野区中野４－１－１ 120 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 津田　滋 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

ホテルルブラ王山 佐賀　寛 平成29年10月17日 平成30年1月3日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年1月17日 180117231名古屋市千種区 240 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

連合会館 高橋　紀夫 平成29年10月23日 平成30年1月9日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年1月23日 180123131千代田区神田 270 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

ホテルアウィーナ大阪 小野沢　良昭 平成29年10月25日 平成30年1月11日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年1月25日 180125271大阪市天王寺区 240 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

　 （ただし会員は10,300円）　

中野サンプラザ 佐賀　寛 平成29年10月30日 平成30年1月16日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年1月30日 180130132中野区中野４－１－１ 120 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

連合会館 佐賀　寛 平成29年11月6日 平成30年1月23日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年2月6日 180206131千代田区神田 270 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年11月9日 平成30年1月26日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年2月9日 180209131中野区中野４－１－１ 120 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

天神ビル 佐賀　寛 平成29年11月15日 平成30年2月1日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年2月15日 180215401福岡市中央区 200 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 天神２－１２－１ 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

　　　　 （ただし会員は10,300円）　

　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７０１５に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会

(日本工業規格Ａ列４）
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） 　場番号 （予定者） 日　時 日　時
ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年11月21日 平成30年2月7日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年2月21日 180221271大阪市天王寺区 240 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

中野サンプラザ 佐賀　寛 平成29年11月23日 平成30年2月9日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年2月23日 180223132中野区中野４－１－１ 120 仲村　榮次 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

中野サンプラザ 高橋　紀夫 平成29年11月27日 平成30年2月13日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年2月27日 180227132中野区中野４－１－１ 120 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

連合会館 佐賀　寛 平成29年12月2日 平成30年2月16日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月2日 180302131千代田区神田 270 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

中野サンプラザ 仲村　榮次 平成29年12月6日 平成30年2月20日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月6日 180306131中野区中野４－１－１ 120 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 西本　宏彰 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

ホテルアウィーナ大阪 高橋　紀夫 平成29年12月8日 平成30年2月22日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月8日 180308271大阪市天王寺区 240 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

連合会館 佐賀　寛 平成29年12月13日 平成30年2月27日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月13日 180313131千代田区神田 270 齊藤　昇司 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 津田　滋 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

ホテルルブラ王山 佐賀　寛 平成29年12月15日 平成30年3月1日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月15日 180315232名古屋市千種区 240 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

連合会館 高橋　紀夫 平成29年12月20日 平成30年3月6日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月20日 180320132千代田区神田 270 竹下　次郞 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

ホテルアウィーナ大阪 佐賀　寛 平成29年12月23日 平成30年3月9日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月23日 180323271大阪市天王寺区 240 別府　卓治 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２　 中谷　將 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

連合会館 佐賀　寛 平成29年12月26日 平成30年3月12日 当協会の講習再受講者　10,700円

平成30年3月26日 180326131千代田区神田 270 高橋　紀夫 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,200円）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 小野沢　良昭 次第締切ります） その他一般　13,400円

（ただし会員は10,300円）　

開催場所
受講
定員

受講料

(日本工業規格Ａ列４）
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　申出者名（実施機関名）　公益社団法人全国民営職業紹介事業協会

　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷3－３８－1　本郷信徳ビル５階　　　電話　０３－３８１８－７０１１　　　業務課　講習担当

　応募窓口　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会 ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp）の「講習案内」から
　　　　　　　　　　直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　インターネット環境のない方については、所定の「申込書」によりＦＡＸ０３－３８１８－７０１５に送付ください。
　　　　　　　　　　電話では受け付けません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会
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