
　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

　問合わせ先　：  一般社団法人　人材サービス支援センター　 https://jinzai-sc.org/

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
令和5年4月17日(月) 万国橋会議センター 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230417141 神奈川県横浜市中区 24人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年4月18日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230418001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年4月25日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230425001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年4月27日(木) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230427001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年5月8日(月) 万国橋会議センター 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230508141 神奈川県横浜市中区 24人 岩本　俊昭 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年5月9日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230509001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年5月16日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230516001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年5月23日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230523001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年5月25日(木) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230525001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年5月30日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230530001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年6月6日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230606001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年6月12日(月) 万国橋会議センター 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230612001 神奈川県横浜市中区 24人 村越　功二 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年6月13日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230613001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年6月20日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230620001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年6月22日(木) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230622001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　一般社団法人　人材サービス支援センター
　　　　　　　　　　下記の問い合わせ先へお申し込みください。

　　　　　　　　　　　Mail：info@jinzai-sc.org
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　申出者名（実施機関名）一般社団法人　人材サービス支援センター



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

　問合わせ先　：  一般社団法人　人材サービス支援センター　 https://jinzai-sc.org/

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
令和5年6月27日(火) 令和4年12月12日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230627001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年7月3日(月) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230703001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年7月7日(金) 万国橋会議センター 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230707141 神奈川県横浜市中区 24人 渡邊　啓介 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年7月10日(月) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230710001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年7月18日(火) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230718001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年7月25日(火) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230725001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年7月27日(木) 万国橋会議センター 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230727141 神奈川県横浜市中区 24人 村越　功二 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年8月1日(火) 万国橋会議センター 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230801141 神奈川県横浜市中区 24人 岩本　俊昭 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年8月3日(木) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230803001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年8月10日(木) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230810001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年8月22日(火) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230822001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年8月28日(月) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230828001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年8月30日(水) 万国橋会議センター 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230830141 神奈川県横浜市中区 24人 渡邊　啓介 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年9月4日(月) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230904001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年9月7日(木) 万国橋会議センター 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230907141 神奈川県横浜市中区 24人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

開催場所
受講
定員

受講料

　応募窓口　：　一般社団法人　人材サービス支援センター
　　　　　　　　　　下記の問い合わせ先へお申し込みください。

　　　　　　　　　　　Mail：info@jinzai-sc.org

(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）一般社団法人　人材サービス支援センター



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

　問合わせ先　：  一般社団法人　人材サービス支援センター　 https://jinzai-sc.org/

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
令和5年9月11日(月) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230911001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年9月14日(木) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230914001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

令和5年9月20日(水) 万国橋会議センター 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～16：50 230920141 神奈川県横浜市中区 24人 岩本　俊昭 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

海岸通４－２３

令和5年9月26日(火) 令和5年5月1日(月) 開催3営業日前まで

9：40～17：00 230926001 オンライン講習 20人 三角　桂子 午前10時から （定員達し次第締切） 12,500円

受講
定員

受講料

　応募窓口　：　一般社団法人　人材サービス支援センター
　　　　　　　　　　下記の問い合わせ先へお申し込みください。

　　　　　　　　　　　Mail：info@jinzai-sc.org

開催場所

(日本工業規格Ａ列４）
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　申出者名（実施機関名）一般社団法人　人材サービス支援センター


