
                                

　　　　　コロナウイルスの影響により定員制です。 マリンポート　鳥　　　新　　

　　　　　定員に達し次第締め切りとなりますのでご了承ください。 TEL：０５６９-７４-０８４８　　

【　令和　５　年　３　月〜令和　５　年　５　月　】　更新・失効再交付講習予定表

※　書類の締め切りは受講日より10日前必着です

開催日 市町村名 会場名 開催時間

１日（水） 愛知県一宮市 一宮市民会館 18:30

２日（木） 静岡県磐田市 ワークピア磐田 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

４日（土） 愛知県武豊町 マリンポート鳥新 10:00 合併

三重県伊勢市 いせトピア 10:30

14:00 合併

５日（日） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 14:00 合併

静岡県沼津市 プラサヴェルデ 14:00 合併

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

７日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 18:30

８日（水） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30

愛知県岡崎市 岡崎市民会館 18:30

９日（木） 愛知県蒲郡市 蒲郡商工会議所 18:30

三重県津市 伊勢湾海洋スポーツセンター 18:30

１０日（金） 石川県金沢市 金沢市異業種研修会館 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

１１日（土） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 10:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

１２日（日） 富山県富山市 岩瀬カナル会館 14:00 合併

岐阜県岐阜市 OKBふれあい会館(岐阜県県民ふれあい会館) 14:00 合併

静岡県静岡市 清水マリンビル 14:00 合併

１４日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30

愛知県碧南市 衣浦港湾会館 18:30

三重県鳥羽市 鳥羽商工会議所 18:00

１５日（水） 静岡県富士市 富士市交流センター 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

愛知県豊橋市 ライフポートとよはし(男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 18:30

三重県四日市市 四日市港ポートビル 14:00 合併

１６日（木） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 18:30

静岡県焼津市 焼津市文化センター 10:30

１７日（金） 富山県高岡市 伏木コミュニティセンター 18:30

愛知県春日井市 グリーンパレス春日井 18:30

１９日（日） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30

15:30

愛知県岡崎市 岡崎市民会館 14:00 合併

愛知県常滑市 NTPマリーナりんくう 10:00 合併

２２日（水） 愛知県半田市 アイプラザ半田（半田勤労福祉会館） 18:30

２３日（木） 岐阜県岐阜市 OKBふれあい会館(岐阜県県民ふれあい会館) 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県豊田市 豊田市福祉センター 18:30

三重県松阪市 松阪商工会議所 18:30

２４日（金） 富山県富山市 岩瀬カナル会館 18:30

静岡県沼津市 プラサヴェルデ 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

２５日（土） 石川県金沢市 金沢市異業種研修会館 14:00 合併

愛知県豊橋市 ライフポートとよはし(男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 14:00 合併

２６日（日） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 14:00 合併

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

愛知県飛島村 ミッドシップワークス(飛島マリン) 16:30

三重県津市 伊勢湾海洋スポーツセンター 10:30

14:00 合併

２８日（火） 静岡県静岡市 静岡労政会館 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県刈谷市 刈谷産業振興センター 18:30

２９日（水） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

３月

開催日 市町村名 会場名 開催時間

１日（土） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 14:00 合併

２日（日） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 更新

15:30 更新

愛知県高浜市 ＮＴＰマリーナ高浜 17:00 更新

４日（火） 三重県鳥羽市 鳥羽商工会議所 18:00 更新

５日（水） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県岡崎市 岡崎市民会館 18:30 更新

６日（木） 愛知県一宮市 一宮市民会館 18:30 更新

三重県津市 伊勢湾海洋スポーツセンター 18:30 更新

７日（金） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

愛知県豊橋市 ライフポートとよはし(男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 18:30 更新

８日（土） 愛知県武豊町 マリンポート鳥新 10:00 合併

静岡県静岡市 清水マリンビル 14:00 合併

９日（日） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 10:30 更新

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

13:30 合併

１１日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

三重県鈴鹿市 鈴鹿市労働福祉会館 18:30 更新

１２日（水） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 更新

愛知県津島市 津島市文化会館 18:30 更新

三重県伊勢市 いせトピア 14:00 合併

18:30 更新

１３日（木） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

愛知県春日井市 グリーンパレス春日井 18:30 更新

１４日（金） 静岡県磐田市 ワークピア磐田 18:30 更新

１５日（土） 岐阜県岐阜市 OKBふれあい会館(岐阜県県民ふれあい会館) 14:00 合併

静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 10:30 更新

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

13:30 合併

１６日（日） 愛知県豊川市 豊川勤労福祉会館 14:00 合併

１８日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県豊田市 豊田市福祉センター 18:30 更新

１９日（水） 静岡県静岡市 静岡労政会館 18:30 更新

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

愛知県蒲郡市 蒲郡市民会館 18:30 更新

三重県松阪市 松阪商工会議所 18:30 更新

２０日（木） 愛知県半田市 アイプラザ半田（半田勤労福祉会館） 18:30 更新

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 更新

愛知県半田市 アイプラザ半田（半田勤労福祉会館） 18:30 更新

２２日（土） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 14:00 合併

三重県津市 伊勢湾海洋スポーツセンター 10:30 更新

14:00 合併

２３日（日） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

13:30 更新

15:30 更新

愛知県岡崎市 岡崎市民会館 10:30 更新

14:00 合併

２５日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 18:30 更新

２６日（水） 岐阜県岐阜市 OKBふれあい会館(岐阜県県民ふれあい会館) 18:30 更新

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県碧南市 衣浦港湾会館 18:30 更新

２７日（木） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 18:30 更新

愛知県刈谷市 刈谷産業振興センター 18:30 更新

三重県四日市市 四日市港ポートビル 14:00 合併

２８日（金） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

２９日（土） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30 更新

13:30 合併

３０日（日） 愛知県豊橋市 ライフポートとよはし(男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 14:00 合併

４月

開催日 市町村名 会場名 開催時間

２日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

６日（土） 愛知県武豊町 マリンポート鳥新 10:00 合併

７日（日） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

９日（火） 愛知県一宮市 一宮市民会館 18:30

１０日（水） 静岡県静岡市 清水マリンビル 14:00 合併

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県岡崎市 岡崎市民会館 18:30

１１日（木） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

愛知県豊橋市 ライフポートとよはし(男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 18:30

三重県津市 伊勢湾海洋スポーツセンター 18:30

１２日（金） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30

１３日（土） 静岡県沼津市 プラサヴェルデ 10:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

１４日（日） 愛知県常滑市 NTPマリーナりんくう 10:30

岐阜県岐阜市 OKBふれあい会館(岐阜県県民ふれあい会館) 10:30

14:00 合併

静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 14:00 合併

愛知県常滑市 NTPマリーナりんくう 10:30

１６日（火） 愛知県春日井市 グリーンパレス春日井 18:30

三重県鳥羽市 鳥羽商工会議所 18:00

１７日（水） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

愛知県豊田市 豊田市福祉センター 18:30

１８日（木） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30

愛知県碧南市 衣浦港湾会館 18:30

１９日（金） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

三重県鈴鹿市 鈴鹿市労働福祉会館 18:30

２０日（土） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 10:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

愛知県岡崎市 岡崎市民会館 10:30

14:00 合併

２１日（日） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

三重県伊勢市 いせトピア 10:30

14:00 合併

２３日（火） 静岡県静岡市 静岡労政会館 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 18:30

２４日（水） 愛知県半田市 アイプラザ半田（半田勤労福祉会館） 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

２５日（木） 岐阜県岐阜市 OKBふれあい会館(岐阜県県民ふれあい会館) 18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30 合併

愛知県刈谷市 刈谷産業振興センター 19:00

２６日（金） 愛知県蒲郡市 蒲郡市民会館 18:30

２７日（土） 愛知県豊橋市 ライフポートとよはし(男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 14:00 合併

愛知県飛島村 ミッドシップワークス(飛島マリン) 16:30 合併

２８日（日） 静岡県浜松市 アルラ（浜松卸商センター） 14:00 合併

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:30

13:30 合併

三重県津市 伊勢湾海洋スポーツセンター 10:30

14:00 合併

３０日（火） 愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 13:30

三重県松阪市 松阪商工会議所 18:30

３１日（水） 静岡県沼津市 プラサヴェルデ 14:00 合併

18:30

愛知県名古屋市 ミタチ第２ビル 10:00 合併

愛知県春日井市 グリーンパレス春日井 18:30

三重県四日市市 四日市港ポートビル 14:00 合併

５月


