
No. ブロック 都道府県 日程 時間 会場名称 部屋名 住所

1 北海道 北海道 2019/10/15 火 13:00～16:00 北海道トラック総合研修センター 4階大会議室 北海道札幌市中央区南９条西１丁目１－１０

2 東北 青森県 2020/01/30 木 13:00～16:00 青森県トラック協会研修センター 2階大研修室 青森県青森市大字荒川字品川111-3

3 東北 岩手県 2019/12/16 月 13:00～16:00 マリオス(盛岡地域交流センター) 18階188会議室 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号

4 東北 宮城県 2020/02/19 水 13:00～16:00 トークネットホール仙台(仙台市民会館) B1階展示室 宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園４－１

5 東北 秋田県 2020/01/14 火 13:00～16:00 秋田市文化会館 大会議室 秋田県秋田市山王七丁目3番1号

6 東北 山形県 2020/01/23 木 13:00～16:00 山形県トラック協会 第１・２会議室 山形県天童市蔵増1465-16

7 東北 福島県 2020/02/18 火 13:00～16:00 福島県トラック協会　県中研修センター 大研修室 福島県郡山市喜久田町卸三丁目5番地

8 関東 茨城県 2019/10/21 月 13:00～16:00 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 小ホール 茨城県水戸市千波町東久保697番地

9 関東 栃木県 2020/01/31 金 13:00～16:00 栃木県トラック協会 本館2階研修室 栃木県宇都宮市八千代1-5-12

10 関東 群馬県 2019/11/19 火 13:00～16:00 群馬県トラック協会 大研修室 群馬県前橋市野中町595

11 関東 埼玉県 2019/12/09 月 13:00～16:00 埼玉会館 3C会議室 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

12 関東 千葉県 2019/11/08 金 13:00～16:00 千葉県トラック総合会館 研修室 千葉県千葉市美浜区新港212-10

13 関東 東京都(1) 2020/01/20 月 13:00～16:00 株式会社富士通総研 5階大会議室 東京都港区海岸1-16-1　ニューピア竹芝サウスタワー5階

14 関東 東京都(2) 2020/02/07 金 13:00～16:00 株式会社富士通総研 5階大会議室 東京都港区海岸1-16-1　ニューピア竹芝サウスタワー5階

15 関東 神奈川県 2019/10/30 水 13:00～16:00 神奈川県トラック協会 7階大研修室 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-1　神奈川県トラック総合会館

16 北陸信越 新潟県 2019/11/21 木 13:00～16:00 新潟県トラック協会 大研修室 新潟県新潟市新光町6-4

17 北陸信越 富山県 2019/12/19 木 13:00～16:00 富山県トラック会館 3階研修室 富山県富山市婦中町島本郷１番地５

18 北陸信越 石川県 2019/12/18 水 13:00～16:00 石川県地場産業振興センター 研修室5 石川県金沢市鞍月2丁目1番地

19 中部 福井県 2019/10/17 木 13:00～16:00 福井県産業会館 本館展示場 福井県下六条町103番地

20 関東 山梨県 2020/01/24 金 13:00～16:00 山梨県地場産業センター 大会議室 山梨県甲府市東光寺３-１３-２５

21 北陸信越 長野県 2020/02/04 火 13:00～16:00 長野県トラック会館 研修ホール 長野県長野市南長池710-3

22 中部 岐阜県 2019/11/18 月 13:00～16:00 ワークプラザ岐阜 大ホール 岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7

23 中部 静岡県 2020/03/09 月 13:00～16:00 静岡県トラック協会 大会議室 静岡県静岡市駿河区池田126-4

24 中部 愛知県 2020/02/20 木 13:00～16:00 ウインクあいち 1202号室 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

25 中部 三重県 2020/02/10 月 13:00～16:00 津センターパレス ホール 三重県津市大門７番１５号

26 近畿 滋賀県 2019/10/23 水 13:00～16:00 滋賀県トラック協会 大ホール 滋賀県守山市木浜町2298番地の4

27 近畿 京都府 2019/11/26 火 13:00～16:00 京都自動車会館 7,8会議室 京都府京都市伏見区竹田向代町５１−５

28 近畿 大阪府(1) 2019/12/11 水 13:00～16:00 大阪府トラック協会 会議室 大阪府大阪市城東区鴫野西2-11-2

29 近畿 大阪府(2) 2020/01/15 水 13:00～16:00 岸和田市立浪切ホール 小ホール 大阪府岸和田市港緑町1-1

30 近畿 兵庫県 2019/12/10 火 13:00～16:00 神戸市産業振興センター 会議室901 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号 （神戸ハーバーランド内）
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31 近畿 奈良県 2019/11/27 水 13:00～16:00 奈良県トラック会館 第2会議室 奈良県大和郡山市額田部北町981-6

32 近畿 和歌山県 2019/11/06 水 13:00～16:00 和歌山ビッグ愛 展示ホール 和歌山県和歌山市手平2丁目1-2

33 中国 鳥取県 2020/02/27 木 13:00～16:00 鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム３ 鳥取県倉吉市駄経寺町212-5（倉吉パークスクエア内）

34 中国 島根県 2020/02/26 水 13:00～16:00 島根県立産業交流会館（くにびきメッセ） 大会議室501 島根県松江市学園南１丁目２−１

35 中国 岡山県 2020/01/17 金 13:00～16:00 岡山商工会議所 大会議室101,102 岡山県岡山市北区厚生町３－１－１５

36 中国 広島県 2020/03/16 月 13:00～16:00 広島県トラック総合会館 大研修室 広島県広島市東区光町二丁目1-18

37 中国 山口県 2020/03/17 火 13:00～16:00 山口南総合センター　 多目的ホール 山口県山口市名田島１２１８番地１

38 四国 徳島県 2019/11/25 月 13:00～16:00 アスティとくしま（徳島県立産業観光交流センター） 第2特別会議室 徳島県徳島市山城町東浜傍示1番地1

39 四国 香川県 2019/12/13 金 13:00～16:00 サンメッセ香川 ホールB 香川県高松市林町2217-1

40 四国 愛媛県 2020/02/21 金 13:00～16:00 愛媛県トラック協会 大会議室1 愛媛県松山市井門町1081-1

41 四国 高知県 2019/12/06 金 13:00～16:00 高知県立県民文化ホール 第6多目的室 高知県高知市本町４丁目３−３０

42 九州 福岡県(1) 2019/11/14 木 13:00～16:00 福岡県トラック総合会館 402会議室 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-8

43 九州 福岡県(2) 2020/01/28 火 13:00～16:00 ウェルとばた 多目的ホール 福岡県北九州市戸畑区汐井町1番6号

44 九州 佐賀県 2019/10/29 火 13:00～16:00 佐賀県トラック協会　研修会館 大会議室 佐賀県佐賀市高木瀬西三丁目1番20号

45 九州 長崎県 2019/10/28 月 13:00～16:00 長崎県勤労福祉会館 講堂 長崎県長崎市桜町9-6

46 九州 熊本県 2019/12/03 火 13:00～16:00 くまもと県民交流会館 会議室１ 熊本県熊本市中央区手取本町8番9号　テトリアくまもとビル 

47 九州 大分県 2020/01/21 火 13:00～16:00 大分県トラック協会 大会議室 大分県大分市向原西1丁目1-27

48 九州 宮崎県 2020/02/06 木 13:00～16:00 宮崎市民プラザ 大会議室 宮崎県宮崎市橘通西１丁目１番２号

49 九州 鹿児島県 2019/10/31 木 13:00～16:00 かごしま県民交流センター 大研修室　第4 鹿児島県鹿児島市山下町14-50

50 九州 沖縄県 2019/11/12 火 13:00～16:00 九州沖縄トラック研修会館 第1研修室 沖縄県那覇市港町2丁目5番23号


