
（別紙２）

開催会場一覧 平成23年3月14日更新

都道府県 開催地区 受付状況 会場名 開始時刻 終了時刻
1月13日 木 神奈川 小田原 終了 小田原箱根商工会議所
1月14日 金 東京 新宿 終了 TKP代々木ビジネスセンター１号館
1月17日 月 茨城 鹿嶋 終了 鹿嶋市商工会館
1月24日 月 栃木 日光 終了 日光総合会館
1月24日 月 大阪 大阪 終了 ホテルコスモスクエア国際交流センター
1月25日 火 和歌山 白浜 終了 ホテルグリーンヒル白浜
1月25日 火 山梨 大月 終了 大月市商工会館
1月26日 水 奈良 奈良 終了 奈良県文化会館
1月26日 水 静岡 熱海 終了 熱海の癒 新かどや 
1月26日 水 長野 諏訪 終了 ＲＡＫＯ華乃井ホテル
1月27日 木 愛知 名古屋 終了 名古屋パシフィック会議室
1月27日 木 新潟 新潟 終了 新潟県トラック総合会館
1月28日 金 岐阜 下呂 終了 下呂交流会館
1月28日 金 兵庫 神戸 終了 神戸海洋博物館
2月14日 月 千葉 千葉 終了 千葉商工会議所
2月14日 月 福岡 福岡 終了 福岡県自治会館
2月15日 火 佐賀 佐賀 終了 佐賀市民会館
2月17日 木 長崎 長崎 終了 長崎県建設総合会館
2月17日 木 神奈川 横浜 終了 日石横浜ビル
2月18日 金 熊本 熊本 終了 熊本商工会議所
2月18日 金 東京 秋葉原 終了 日本教育会館
2月21日 月 鳥取 鳥取 終了 鳥取商工会議所
2月21日 月 岡山 岡山 終了 岡山商工会議所
2月22日 火 島根 松江 終了 松江テルサ
2月22日 火 広島 広島 終了 ホテル八丁堀シャンテ
2月23日 水 埼玉 大宮 終了 ジェイエイ共済埼玉
2月23日 水 山口 山口 終了 山口県教育会館
2月28日 月 徳島 徳島 終了 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
3月1日 火 香川 高松 終了 サン・イレブン高松
3月2日 水 三重 伊勢 終了 伊勢市観光文化会館
3月2日 水 愛媛 松山 終了 松山市立子規記念博物館
3月3日 木 高知 高知 終了 高知県教育会館高知城ホール
3月3日 木 北海道 札幌 終了 北農健保会館（旧ホテルノースイン札幌）
3月3日 木 滋賀 大津 終了 ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター
3月4日 金 京都 京都 終了 キャンパスプラザ京都4F　
3月4日 金 北海道 函館 終了 函館市勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館）
3月7日 月 青森 青森 終了 青森県労働福祉会館（ハートピアローフク）
3月7日 月 大分 大分 終了 大分県中小企業会館
3月7日 月 群馬 前橋 終了 前橋テルサ
3月8日 火 秋田 秋田 終了 ジョイナス3F　
3月8日 火 宮崎 宮崎 終了 社団法人宮崎県農協会館　JA・AZMホール別館
3月9日 水 岩手 盛岡 終了 岩手教育会館
3月9日 水 鹿児島※ 鹿児島 終了 鹿児島サンロイヤルホテル

3月11日 金 沖縄 那覇 終了 沖縄県青年会館
3月14日 月 宮城 仙台 中止 宮城県建設産業会館 13時 16時
3月14日 月 富山 高岡 開催いたします 富山県高岡文化ホール 13時 16時
3月15日 火 山形 山形 中止 山形国際交流プラザ山形ビッグウイング 13時 16時
3月15日 火 石川 金沢 開催いたします 石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川） 13時 16時
3月16日 水 福島 会津 中止 会津若松商工会議所 13時 16時
3月16日 水 福井 福井 開催いたします 福井市文化会館 13時 16時

開催日程

※鹿児島会場は、第1部（10時30分～12時）鹿児島県観光連盟主催による受入体制講習会、
　　　　　　　　　　　第2部（13時～16時）観光庁主催による当研修会　の２部構成で開催します。


