
＊日程・会場は変更になることもありますのでご留意ください。 平成26年7月9日現在

登録窓口 開催日 曜日 会　場　名　 会　場　住　所

北海道 8月7日 木 　釧路市生涯学習センター 釧路市幣舞町4-28

北海道 8月21日 木 　北海道第二水産ビル 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道 8月25日 月 　北斗市総合文化センターかなで～る 北斗市中野通２丁目13-1

北海道 8月27日 水 　道北経済センター 旭川市常盤通１丁目

青　森 8月28日 木 リンクステーションホール青森４階中会議室 青森市堤町一丁目４番１号

岩　手 8月5日 火 いわて県民情報交流センター　アイーナ 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１

岩　手 9月2日 火 北上市文化交流センター　さくらホール 岩手県北上市さくら通り2-1-1

宮　城 8月26日 火 宮城県建築設計会館 仙台市青葉区上杉2丁目2-40　宮城県建築設計会館

秋　田 8月27日 水 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田３－１－１

山　形 8月29日 金 山形ビッグウイング 山形市平久保100

福　島 8月6日 水 ビッグパレット福島・コンベンションホールＢ 福島県郡山市南二丁目５２番地

茨　城 8月19日 火 茨城県市町村会館 茨城県水戸市笠原町９７８－２５

栃　木 8月28日 木 パルティとちぎ男女共同参画センター 宇都宮市野沢町４－１

群　馬 8月26日 火 前橋問屋センター　秋・冬の間 群馬県前橋市問屋町２－２

埼　玉 8月5日 火 大宮ソニックシティ市民ホール 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５（大宮ソニックシティ）

千　葉 8月26日 火 千葉市生涯学習センター２Fホール 千葉市中央区弁天3丁目7番7号

東　京 8月5日 火 新宿住友スカイルーム　ＲＯＯＭ５ 新宿区西新宿２－６－１　新宿住友ビル４７階

東　京 8月20日 水 新宿住友スカイルーム　ＲＯＯＭ５ 新宿区西新宿２－６－１　新宿住友ビル４７階

神奈川 8月27日 水 横浜市技能文化会館　多目的ホール 横浜市中区万代町２丁目４番地７

新　潟 8月22日 金 朱鷺メッセ中会議室 新潟市中央区万代島６－１

富　山 8月28日 木 富山産業展示館（テクノホール） 富山県富山市友杉1682

石　川 8月7日 木 石川県地場産業振興センター本館第５研修室 石川県金沢市鞍月2丁目1番地

福　井 8月22日 金 福井県立図書館 福井市下馬町51-11

山　梨 8月22日 金 山梨県自治会館　研修室1 山梨県甲府市蓬沢1-15-35

長　野 8月22日 金 ホクト文化ホール 長野県長野市若里1-1-3

長　野 8月26日 火 塩尻総合文化センター 長野県塩尻市塩尻市大門七番町4-3

岐　阜 8月19日 火 サンレイラ岐阜 岐阜市薮田東１丁目２番２号

静　岡 9月4日 木 静岡労政会館 静岡県静岡市葵区黒金５－１

愛　知 8月5日 火 昭和ビル９階ホール 名古屋市中区栄４-３-２６　昭和ビル９階

愛　知 8月6日 水 昭和ビル９階ホール 名古屋市中区栄４-３-２６　昭和ビル９階

三　重 8月22日 金 三重県総合文化センター　視聴覚室 三重県津市一身田上津部田1234

滋　賀 8月7日 木 コラボしが21 滋賀県大津市打出浜2番1号

京　都 8月29日 金 京都商工会議所 京都市中京区烏丸通夷川上ル

大　阪 8月5日 火 大阪府建築健保会館 大阪府大阪市中央区和泉町2-1-11

大　阪 8月22日 金 大阪府建築健保会館 大阪府大阪市中央区和泉町2-1-11

大　阪 8月26日 火 大阪府建築健保会館 大阪府大阪市中央区和泉町2-1-11

大　阪 8月28日 木 大阪府建築健保会館 大阪府大阪市中央区和泉町2-1-11

兵　庫 8月5日 火 兵庫県中央労働センター　2F　大ホール 兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28

奈　良 8月21日 木 春日野荘 奈良市法蓮町７５７－２

和歌山 8月28日 木 建築士会館3階 大会議室 和歌山県和歌山市卜半町38番地 建築士会館3Ｆ

鳥　取 8月27日 水 鳥取県立倉吉未来中心 鳥取県倉吉市駄経寺町２１２－５

島　根 8月19日 火 島根県民会館　３０３会議室 松江市殿町１５８

岡　山 8月25日 月 コンベックス岡山 岡山市北区大内田675

広　島 8月20日 水 広島商工会議所 広島市中区基町５－４４

山　口 8月22日 金 山口県社会福祉会館　大ホール 山口市大手町9-6　ゆ～あいプラザ

徳　島 8月7日 木 ふれあい健康館 徳島市沖浜東２−１６　

香　川 8月28日 木 サンメッセ香川 香川県高松市林町２２１７－１

愛　媛 8月7日 木 えひめ共済会館 愛媛県松山市三番町５丁目１３－１

高　知 8月29日 金 高知県建設会館４階ホール 高知市本町４丁目２－１５

福　岡 8月5日 火 福岡建設会館３０１会議室 福岡市博多区博多駅東3-14-18福岡建設会館5階

福　岡 8月27日 水 福岡建設会館３０１会議室 福岡市博多区博多駅東3-14-18福岡建設会館5階

佐　賀 8月22日 金 アバンセ　第1研修室　 佐賀市天神3-2-11

長　崎 8月29日 金 長崎県勤労福祉会館 長崎市桜町9-6

熊　本 8月28日 木 熊本産業展示場　グランメッセ熊本 熊本県上益城郡益城町福富1010

大　分 8月5日 火 大分県教育会館 大分県大分市大字下郡496番地の38

宮　崎 8月8日 金 宮崎県建設会館5F会議室 宮崎市橘通東2丁目9番19号宮崎県建設会館

宮　崎 8月22日 金 宮崎県建設会館5F会議室 宮崎市橘通東2丁目9番19号宮崎県建設会館

鹿児島 8月20日 水 鹿児島県市町村自治会館 鹿児島市鴨池新町7-4

沖　縄 8月21日 木 沖縄産業支援センター 沖縄県那覇市小禄１８３１番地１

　※6/6付で、宮城県の講習日が8/27から8/26に替わっています。
　※7/9付で、山口県の会場が山口県セミナーパークから山口県社会福祉会館に替わっています。

平成２６年「適合証明技術者」及び「既存住宅現況検査技術者」講習　開催日・会場（予定）


