
　　　(免除)…以下の講習等の免除対象者についてはお問合せいただくか、宮崎労働基準協会HPでご確認ください。

※ 11/5 （土） ～ 11/6 （土）

※ 11/5 （土） ～ 11/6 （日i）

11/10 （木） ～ 11/12 (土)

11/1 (火) ～ 11/2 (水)

11/8 （火） ～ 11/10 (木)

12/13 （火） ～ 12/14 (水)

12/13 （火） ～ 12/14 (水)

11/21 （月） ～ 11/22 （火）

※ 12/3 （土） ～ 12/4 （日）

※ 11/19 （土） ～ 11/20 （日i）

　会員
22,770
　一般
25,300

ﾃｷｽﾄ代込 宮崎 11/29 (火) ～ 11/30 (水)

矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

新たな化学物質規制の解説及び

受動喫煙防止セミナー

参加無料
（どなた様でも参加できます）
ご案内・申込書は１１月号P．2に掲載

宮崎 12/9 (金) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

有機溶剤 11,440
会員 　660

一般  1,760
宮崎

★都合により中止し宮崎で開催

★都城開催を宮崎に変更

～ 12/7 （水）
(学科)日向地区中小企業支援機構
(実技)

矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）石綿 11,440
会員 　880

一般  1,980

講習会の申込み・問合せ先等

宮崎労働基準協会本部・宮崎・日南支部 申込み受付期限等

　　〒880-0024
　　　宮崎市祗園３丁目１番地　矢野産業祇園ビル

　　　（ＴＥＬ）0985-25-1853　（ＦＡＸ）0985-28-9080

　　　・申込みの受付けは、開催日の1か月前から開始します。
　　　　(土日・祝日に当たる場合は翌営業日となります。)
　　　・申込みの締切りは、開催日の2営業日前までです。
　　　・郵送の場合は開催日の2営業日前までに必着となります。
　　　・定員に達している場合は、キャンセル待ちをご案内します。

延岡支部　 都城支部

（ＴＥＬ）0982-34-5538　（ＦＡＸ）0982-21-0117 （ＴＥＬ）0986-24-5603　（ＦＡＸ）0986-24-5618

ゼロ災運動ＫＹＴ（危険予知活動）

　　　トレーナー研修会
 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

(木) ～ 12/2 (金) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

　　　　　職長等の教育
(注)建設業の方については、職長・安全衛生
責任者教育を建設業労働災害防止協会（℡
0985-20-8610）が実施しています。

会員 11,550
一般 14,630

880 宮崎 12/20

会員 1,843
一般 2,943

延岡  ポリテクセンター延岡
★日程変更・お問い合わせは延岡支部へ

(火) ～ 12/21 (水) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

早水公園体育文化センター（都城市）

12/8 (木)
(学科)矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
(実技)

延岡
(学科)延岡市職業訓練支援センター
(実技)

そ
の
他

安全衛生推進者養成講習 11,440
（免除　8,030）

会員   330
一般 1,430 宮崎 12/1

日南 日南振徳高等学校（日南市）
★都合により中止

特
別

教
育

クレーン運転業務
会員 11,550
一般 14,630

1,705 延岡 12/6 （火）

ボイラー取扱 11,440

12/20 (火) ～ 12/21 (水) 延岡市職業支援訓練センター

　★法改正によりアーク溶接作業では、屋内・屋外を問わず当講習を修了した者の中から「特定化学物質作業主任者」の選任が必要になりました。

酸素欠乏・
硫化水素危険

17,160
会員1,210
一般2,310

宮崎 12/6 （火） ～

(学科) 延岡市職業支援訓練センター
(実技) 日向地区中小企業支援機構

都城 11/24 （木） ～ 11/26 (土)
(学科)早水公園体育文化センター（都城市）

矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

11/24 （木） ～ 11/26 (土)

作
業
主
任
者

特定化学物質及び
四アルキル鉛等

11,440
会員　 880
一般 1,980

宮崎

都城

延岡

宮崎

小型移動式クレーン
（つり上げ荷重１トン以上５トン未満の

小型移動式クレーンの運転業務）

34,540
(免除32,120)

会員   605
一般 1,705

延岡

12/15 （木） ～ 12/17 (日)

宮崎

(学科)矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
(実技) 矢野運輸(株)

★定員に達しました
　玉掛け

　（吊上げ荷重１トン以上のレーンの
　　　玉掛作業）

27,280
(免除25,190)

会員   550
一般 1,650

★定員に達しました

講習のご案内
　１１，１２月分

（注）新型コロナウィルス感染拡大の状況により、急きょ開催を中止又は延期する場合がありますので、ご了
承ください。
　講習のお申込み・お問合せは、本部・宮崎支部 までお願いします（平日8：30～17：00）。
　但し、※印の講習（主に高校生対象）を受講希望の方については、担当支部にお問合せの上、お申し込みく
ださい。
・「技能講習」等の受講申込書に、自動車運転免許証等の写しの貼付が必要です。
・テキストの送付を希望される場合は、送料を負担していただきます。
・受講料、テキスト代は消費税込みの金額です。　原則として、開催日の５日前までにご入金ください。
　（現金での支払い…本部・宮崎支部窓口、現金書留…担当支部宛、振込み…担当支部口座）

技
能
講
習

講   習   名 受講料
（消費税込）

ﾃｷｽﾄ代
（消費税込）

担当支部 開　 催 　日 会　　　場

★定員に達しました

★定員に達しました

ガス溶接 13,640
会員  330
一般　880

宮崎 (学科)矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
(実技) ポリテクセンター宮崎

★お問合わせは宮崎支部へ

都城 (学科都城工業高等学校
(実技)

★定員に達しました

(学科)矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
(実技) 矢野運輸(株)

宮崎


