
　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会場 講　師 募集開始 募集締切
（新規・継続） 　番号 （予定者） 日　時 日　時

連合会館 田中　久 令和5年１月下旬 令和5年3月22日 12,500円（税込）

令和5年4月5日 230405131 千代田区神田 180 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 小野沢 良昭 令和5年１月下旬 令和5年3月24日 12,500円（税込）

令和5年4月7日 230407002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司

オンライン開催 津田　滋 令和5年１月下旬 令和5年3月28日 12,500円（税込）

令和5年4月11日 230411002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 上市　貞満 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 齊藤　昇司 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 齊藤　昇司 令和5年１月下旬 令和5年3月30日 12,500円（税込）

令和5年4月13日 230413271 大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 岩崎　英寿 次第締切ります）

オンライン開催 市川　雅彦 令和5年１月下旬 令和5年3月31日 12,500円（税込）

令和5年4月14日 230414002詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
連合会館 田中　久 令和5年１月下旬 令和5年4月5日 12,500円（税込）

令和5年4月19日 230419132千代田区神田 180 竹下　次郎 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

高松センタービル 小野沢　良昭 令和5年１月下旬 令和5年4月7日 12,500円（税込）

令和5年4月21日 230421371高松市寿町２-４-２０ 120 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 次第締切ります）

　　　　

連合会館 齊藤　昇司 令和5年１月下旬 令和5年4月10日 12,500円（税込）

令和5年4月24日 230424131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 田中　久 令和5年１月下旬 令和5年4月12日 12,500円（税込）

令和5年4月26日 230426001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
天神ビル 津田　滋 令和5年１月下旬 令和5年4月14日 12,500円（税込）

令和5年4月28日 230428401福岡市中央区 160 竹下　次郎 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 天神２－１２－１ 次第締切ります）

連合会館 小野沢　良昭 令和5年2月9日 令和5年4月25日 12,500円（税込）

令和5年5月9日 230509131千代田区神田 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8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 津田　滋 令和5年2月11日 令和5年4月27日 12,500円（税込）

令和5年5月11日 230511001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 上市　貞満 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 齊藤　昇司 次第締切ります）

連合会館 田中　久 令和5年2月15日 令和5年5月1日 12,500円（税込）

令和5年5月15日 230515131千代田区神田 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8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 市川　雅彦 令和5年2月17日 令和5年5月3日 12,500円（税込）

令和5年5月17日 230517271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 岩崎　英寿 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１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０３－３８１８－７０１５までFAXでお申込み送付下さい。
　　　　　　　　　　なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。
　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実施日程書

001

　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 ※講習会場 講　師 募集開始 募集締切
（新規・継続） 　番号 （予定者） 日　時 日　時

オンライン開催 田中　久 令和5年2月19日 令和5年5月5日 12,500円（税込）

令和5年5月19日 230519002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

　　　　 齊藤　昇司
連合会館 津田　滋 令和5年2月22日 令和5年5月8日 12,500円（税込）

令和5年5月22日 230522132千代田区神田 180 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 竹下　次郎 令和5年2月24日 令和5年5月10日 12,500円（税込）

令和5年5月24日 230524002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

　　　　 齊藤　昇司
広島国際会議場 田中　久 令和5年2月26日 令和5年5月12日 12,500円（税込）

令和5年5月26日 230526341広島市中区中島町１－５　 106 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 平和記念公園　内 次第締切ります）

オンライン開催 小野沢　良昭 令和5年2月28日 令和5年5月15日 12,500円（税込）

令和5年5月29日 230529001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
金沢東急ホテル 齊藤　昇司 令和5年2月28日 令和5年5月17日 12,500円（税込）

令和5年5月31日 230531171金沢市香林坊2-1-1 100 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 次第締切ります）

連合会館 田中　久 令和5年3月2日 令和5年5月19日 12,500円（税込）

令和5年6月2日 230602131千代田区神田 180 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8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 齊藤　昇司 令和5年3月6日 令和5年5月23日 12,500円（税込）

令和5年6月6日 230606002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

三宮研修センター 津田　滋 令和5年3月9日 令和5年5月26日 12,500円（税込）

令和5年6月9日 230609281神戸市中央区 104 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 八幡通４丁目２番１２号 次第締切ります）

　　　　

オンライン開催 市川　雅彦 令和5年3月12日 令和5年5月29日 12,500円（税込）

令和5年6月12日 230612002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
ホテルアウィーナ大阪 田中　久 令和5年3月14日 令和5年5月31日 12,500円（税込）

令和5年6月14日 230614271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 岩崎　英寿 次第締切ります）

オンライン開催 津田　滋 令和5年3月15日 令和5年6月1日 12,500円（税込）

令和5年6月15日 230615001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 上市　貞満 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 齊藤　昇司 次第締切ります）

連合会館 齊藤　昇司 令和5年3月19日 令和5年6月5日 12,500円（税込）

令和5年6月19日 230619131千代田区神田 180 竹下　次郎 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

ホテルルブラ王山 小野沢　良昭 令和5年3月21日 令和5年6月7日 12,500円（税込）

令和5年6月21日 230621231名古屋市千種区 88 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 次第締切ります）

開催場所
受講
定員

受講料

職業紹介責任者講習実施日程書

001

　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０３－３８１８－７０１５までFAXでお申込み送付下さい。
　　　　　　　　　　なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。
　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１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 ※講習会場 講　師 募集開始 募集締切
（新規・継続） 　番号 （予定者） 日　時 日　時

オンライン開催 田中　久 令和5年3月23日 令和5年6月9日 12,500円（税込）

令和5年6月23日 230623002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
連合会館 齊藤　昇司 令和5年3月28日 令和5年6月14日 12,500円（税込）

令和5年6月28日 230628131千代田区神田 180 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 津田　滋 令和5年3月30日 令和5年6月16日 12,500円（税込）

令和5年6月30日 230630003 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 上市　貞満 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 齊藤　昇司 次第締切ります）

ホテルポールスター札幌 田中　久 令和5年4月5日 令和5年6月21日 12,500円（税込）

令和5年7月5日 230705012札幌市中央区 100 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 北４条西６丁目 次第締切ります）

連合会館 小野沢　良昭 令和5年4月7日 令和5年6月23日 12,500円（税込）

令和5年7月7日 230707131千代田区神田 180 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 齊藤　昇司 令和5年4月12日 令和5年6月28日 12,500円（税込）

令和5年7月12日 230712001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

　　　　

天神ビル 田中　久 令和5年4月14日 令和5年6月30日 12,500円（税込）

令和5年7月14日 230714401福岡市中央区 160 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 天神２－１２－１ 次第締切ります）

　　　　

ホテルアウィーナ大阪 津田　滋 令和5年4月19日 令和5年7月5日 12,500円（税込）

令和5年7月19日 230719271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 岩崎　寿英 次第締切ります）

オンライン開催 田中　久 令和5年4月21日 令和5年7月7日 12,500円（税込）

令和5年7月21日 230721002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
連合会館 小野沢　良昭 令和5年4月24日 令和5年7月10日 12,500円（税込）

令和5年7月24日 230724131千代田区神田 180 竹下　次郎 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 齊藤　昇司 令和5年4月26日 令和5年7月12日 12,500円（税込）

令和5年7月26日 230726001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

オンライン開催 津田　滋 令和5年4月28日 令和5年7月14日 12,500円（税込）

令和5年7月28日 230728002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 上市　貞満 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 齊藤　昇司 次第締切ります）

連合会館 齊藤　昇司 令和5年4月30日 令和5年7月17日 12,500円（税込）

令和5年7月31日 230731131千代田区神田 180 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 竹下　次郎 令和5年5月2日 令和5年7月19日 12,500円（税込）

令和5年8月2日 230802001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
長野ターミナル会館 小野沢　良昭 令和5年5月4日 令和5年7月21日 12,500円（税込）

令和5年8月4日 230804201長野市中御所 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8,800円（税込）

9：30～17：00 岡田町178-2 次第締切ります）

開催場所
受講
定員

受講料

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程書

001

　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１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「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０３－３８１８－７０１５までFAXでお申込み送付下さい。
　　　　　　　　　　なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。
　問合わせ先　：　公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会



　通達様式第１５号 (日本工業規格Ａ列４）

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会場 講　師 募集開始 募集締切
（新規・継続） 　番号 （予定者） 日　時 日　時

連合会館 田中　久 令和5年5月7日 令和5年7月24日 12,500円（税込）

令和5年8月7日 230807131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 齊藤　昇司 令和5年5月9日 令和5年7月26日 12,500円（税込）

令和5年8月9日 230809002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 津田　滋 令和5年5月18日 令和5年8月4日 12,500円（税込）

令和5年8月18日 230818271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 次第締切ります）

オンライン開催 小野沢　良昭 令和5年5月21日 令和5年8月7日 12,500円（税込）

令和5年8月21日 230821001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

　　　　 齊藤　昇司
オンライン開催 田中　久 令和5年5月23日 令和5年8月9日 12,500円（税込）

令和5年8月23日 230823001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
連合会館 市川　雅彦 令和5年5月25日 令和5年8月11日 12,500円（税込）

令和5年8月25日 230825132千代田区神田 180 竹下　次郎 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

仙台市中小企業活性化センター 齊藤　昇司 令和5年5月29日 令和5年8月15日 12,500円（税込）

令和5年8月29日 230829041仙台市青葉区中央1-3-1　 96 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 AER5階 次第締切ります）

オンライン開催 市川　雅彦 令和5年5月31日 令和5年8月17日 12,500円（税込）

令和5年8月31日 230831001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
連合会館 田中　久 令和5年6月4日 令和5年8月21日 12,500円（税込）

令和5年9月4日 230904131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 齊藤　昇司 令和5年6月6日 令和5年8月23日 12,500円（税込）

令和5年9月6日 230906001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 小野沢　良昭 令和5年6月8日 令和5年8月25日 12,500円（税込）

令和5年9月8日 230908271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 次第締切ります）

連合会館 齊藤　昇司 令和5年6月11日 令和5年8月28日 12,500円（税込）

令和5年9月11日 230911131千代田区神田 180 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

オンライン開催 市川　雅彦 令和5年6月13日 令和5年8月30日 12,500円（税込）

令和5年9月13日 230913001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
オンライン開催 田中　久 令和5年6月15日 令和5年9月1日 12,500円（税込）

令和5年9月15日 000115001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
オンライン開催 竹下　次郎 令和5年6月20日 令和5年9月6日 12,500円（税込）

令和5年9月20日 230920001 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司

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０３－３８１８－７０１５までFAXでお申込み送付下さい。
　　　　　　　　　　なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。
　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１課　講習担当

職業紹介責任者講習実施日程書

001

　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



　通達様式第１５号 (日本工業規格Ａ列４）

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会場 講　師 募集開始 募集締切
（新規・継続） 　番号 （予定者） 日　時 日　時

連合会館 小野沢　良昭 令和5年6月22日 令和5年9月8日 12,500円（税込）

令和5年9月22日 230922131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

ホテルルブラ王山 市川　雅彦 令和5年6月27日 令和5年9月13日 12,500円（税込）

令和5年9月27日 230927231名古屋市千種区 88 竹下　次郎 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 次第締切ります）

オンライン開催 田中　久 令和5年6月29日 令和5年9月15日 12,500円（税込）

令和5年9月29日 230929002 詳細は弊社ＨＰをご覧ください 60 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 上市　貞満 次第締切ります）

齊藤　昇司
天神ビル 小野沢　良昭 令和5年7月6日 令和5年9月22日 12,500円（税込）

令和5年10月6日 231006401福岡市中央区 160 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 天神２－１２－１ 次第締切ります）

連合会館 田中　久 令和5年7月10日 令和5年9月26日 12,500円（税込）

令和5年10月10日 231010131千代田区神田 180 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 田中　久 令和5年7月18日 令和5年10月4日 12,500円（税込）

令和5年10月18日 231018271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 岩崎　英寿 次第締切ります）

連合会館 齊藤　昇司 令和5年7月24日 令和5年10月10日 12,500円（税込）

令和5年10月24日 231024131千代田区神田 180 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

神奈川産業振興センター 田中　久 令和5年8月2日 令和5年10月19日 12,500円（税込）

令和5年11月2日 231102141横浜市中区尾上町５－８０ 80 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8,800円（税込）

9：30～17：00 神奈川中小企業センタービル 次第締切ります）

連合会館 齊藤　昇司 令和5年8月6日 令和5年10月23日 12,500円（税込）

令和5年11月6日 231106131千代田区神田 180 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

連合会館 田中　久 令和5年8月13日 令和5年10月30日 12,500円（税込）

令和5年11月13日 231113131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

連合会館 津田　滋 令和5年8月21日 令和5年11月7日 12,500円（税込）

令和5年11月21日 231121131千代田区神田 180 市川　雅彦 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 齊藤　昇司 令和5年8月28日 令和5年11月14日 12,500円（税込）

令和5年11月28日 231128271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 次第締切ります）

連合会館 齊藤　昇司 令和5年9月4日 令和5年11月20日 12,500円（税込）

令和5年12月4日 231204131千代田区神田 180 津田　滋 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

ホテルアウィーナ大阪 田中　久 令和5年9月8日 令和5年11月24日 12,500円（税込）

令和5年12月8日 231208271大阪市天王寺区 144 中谷　將 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 石ヶ辻町１９－１２ 岩崎　寿英 次第締切ります）

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０３－３８１８－７０１５までFAXでお申込み送付下さい。
　　　　　　　　　　なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。
　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１課　講習担当

職業紹介責任者講習実施日程書

001

　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



　通達様式第１５号 (日本工業規格Ａ列４）

※　開催者番号

                     

開催日時 ※講習会場 講　師 募集開始 募集締切
（新規・継続） 　番号 （予定者） 日　時 日　時

ホテルルブラ王山 田中　久 令和5年9月14日 令和5年11月30日 12,500円（税込）

令和5年12月14日 231214231名古屋市千種区 88 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8,800円（税込）

9：30～17：00 覚王山通８－１８　 次第締切ります）

連合会館 市川　雅彦 令和5年9月20日 令和5年12月6日 12,500円（税込）

令和5年12月20日 231220131千代田区神田 180 佐賀　寛 午前１０：００から （ただし、定員になり （ただし会員は8,800円（税込）

9：30～17：00 駿河台３－２－１１ 次第締切ります）

職業紹介責任者講習実施日程書

001

　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

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０３－３８１８－７０１５までFAXでお申込み送付下さい。
　　　　　　　　　　なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。
　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１課　講習担当


