
介議顧員初任者研修課程 平成31年2月25日現在

実施指定事案者 事集者の連絡先 研修の名称 受麓料 対象者
募
人

良
目 募集期間 研修期間 鯛麓･演習の場所 承浬施行日 承淫書文書番号 鱗稜形鯉

(株)虹色 052-746-9971
ジヤパンホームケアスクール介腫駁貝初任者研修

通侭平日3月コース (内テキスト代6,480）
16歳以上の心身共に健康な方 20 30.9,19～31.228

31.3.4～31.327

(漆削課題配布･スクーリング3.4～）
ジヤパンホームケアスクール研修会場
(中区銘3-15-15CTV錦ピル3F）

30 30高福第212-190号 通信

(株)EE21 052-4鋼-3222

未来ケアカレツジ介題職貝初任者研修
通侭制刈谷2月短期ｺース

未来ケアカレッジ介座職貝初任者研修
通侭制一宮2月平日コース ．

(内テキスト代“80）
あらかじめ定められた日程に対して､通学する事の

出来る者

”

20

3011.10～31.225

30.11.10～31.Z25

31Z26～314．16

(潅削腺題配布･スクーリング226～）

31.226～31.6.18

(議削探題湿布･スクーリング2.26～）

(株)産21未来ケアカレッジ刈谷校
(刈谷市桜町1－10ｾﾝﾄﾗﾙピル3F）

一宮スポーツ文化センター
《一宮市真渭田1-2-30）

(株)匪21未来ケアカレッジ名古屋駅前校
(中村区櫓町21-2第2太閤ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9F）

”､9.20

30.9.20

30高福第212-210号

30高福第212-214号

通信

通慣

(株>日本教冑ｸﾘｴｲﾄ 052-58匪9321

三幸福祉カレッジ介塵轍貝初任者研修
名古屋駅前教室3月生Hｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介塵■貝初任者研修
四日市駅前救室3月生Hｸﾗｽ

64,260

(内テキスト代6,995）
域麓､演習に継観して出席できる､心身共に健康な

方

20

16

30.10.幅～31.3.7

30.10.15～31.a6

31.3.19～31.4.12 ，

(露剛腺皿配布は申込受付日より3日後･スクーリング3.18
～〉

31.3.18～31.4.12

(漆廟腺囲配布は申込受付日より3日後･スクーリング3.18
～）

-〆 、 -

三幸福祉カレッジ名古屋駅前教室
(中村区名駅3-13-24第一はせ川ピル2F）

三拳福祉カレッジ四日市駅前教室
(三重県四日市市願訪栄町6-4スターｱｲﾗﾝドピル4F

402）

釦.10.12

3ql012

30高福鯖212-237号

”高福第212-246号

通信

通信

(棒)EE21 052-454-3222

未来ケアカレッジ介腫轍貝初任者研修
通憧制岐阜3月土日コース

未来ケアカレッジ介塵職貝初任者研修
通憧制名古屋駅前3月丑短Xコース

未来ｹｱｶﾚﾂヅ介瞳職貝初任者研修
通信制淑戸3月土日コース

未来ケアカレッジ介瞳職負初任者研修
通信制千種3月最短ｺース

未来ケアカレッジ介睡職貝初任者研修

通億制刈谷3月土日コース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介腫貝初任者研修
通信制名古屋駅前3月平日コース

(内テキスト代6,480）

(内テキスト代6,480）

(内テ
53A60

キスト代 6,4”）

(内テキスト代6,480）

(内テキスト代6,480）

あらかじめ定められた日程に対して､通学する事の
出来る者

20

30

20

20

20

釦

30.12.10～31.329

3ul210～31.

30.12.10～31.3釦

3012.10～31.325

30.1210～31.323

”､1210～31326

31330～31.7.13

_(添削腺題配布･スクーリング3.30～）

31.3.6～31.3.29

(潅剛課題配布･スクーリング3.6～）

31331～31.7.14

(添削課題麗布･スクーリング3.31～）

31326～31.426

(添削課題配布･スクーリング326～）

31.324～31.7.14

(漆削探題配布･スクーリング3.24～）

31.3.27～31.7.7

(添削腺題配布･スクーリング3.27～）

(株)EE21未来ケアｶﾚｯヅ岐阜校
(岐阜市東金宝町1-17ムラセピル1F）

(株)EE21未来ケアカレツジ名古屋駅前校
(中村区櫓町21-2第2太閤ﾋﾞﾙデｨﾝｸﾞ9F）

瀬戸市文化センター
(瀬戸市西茨町113-3）

(株)唾21未来ケアｶﾚｯヅ千種校
(東区菫か24－2第5ｵｰｼｬﾝビﾙ8F）

(株)EE21未来ケアｶﾚｯヅ千種校
(東区葵3-24-2第5ｵｰｼﾔﾝﾋﾞﾙ8F）

(株》EE21未来ケアカレツジ刈谷校
(刈谷市桜町1-10セントラルビル3F）

(株)EE21未来ケアｶﾚｯヅ名古屋駅前校
(中村区櫓町21－2第2太囲ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9F）

301023

”､10.23

30.10.23

30.10.23

30.1023

”､1023

蛎福第212-271号

”寓福館212-272号

30高福第212-273号

鈎高福第212-274号

30高福第212-275号

30高福第212-276号

通憶

通信

通信

通信

通信

通信

(株)ニチイ学館 05器581-1537
株式会社ﾆﾁｲ学飽介腫麗貝初任者研修(通慣）

2月生半田教室木曜日クラス 118,8”

介腫に従事することを希望する16趣以上で､演習を
含む全ての課程を自分ひとりの力で受購･遂行する
事が可能な方(ただし､母体保睡のため妊擬している

方は受鱒できません）

20 30.1Z1～31227
31.228～31.6.20

(潅閣課題湿布･スクーリング228～）
(株)ニチイ学飽半田教室

(半田市岩滑中町4-1“榊原ビル2F）
30.1023 ”高福箆212-282号 通信

(株)フロンティア 052母61-9955
フロンティア介塵グループ

介厘轍貝初任者研修3月開嘆週1コース (内テキスト代4320）
義務軟育修了者で心身共に健康な方

全カリキュラムを指定した日時･増所で受麟できる方
20 30.11.30～31.3.19

31.322～31.

(議削陳題国布11.30～3.19･スクーリング322～）
(株)フロンティア研修室1．研修室2
(東区泉1-19-8フロンティアビル3F）

30.11.1 3噸福第212-285号
も

通償

(株)ニチイ学館 “2-95緋1216
株式会社ﾆﾁｲ学飽介蔑轍貝初任者研修(通知）

2月生金山教室水曜日クラス
118β叩

(内テキスト代15,120）

介鍾に従事することを希望する16歳以上で､演習を
含む全ての曝程を自分ひとりの力で受鱗･遂行する
事が可能な方(ただし､母性保護のため岼唾Lている

方は受観できません）

20 3q11.23～31.226
31227～31.6.19

(孟削課題琵布･スクーリング227～）
(株)ニチイ学館金山教室

(中区金山1-12-4金山総合ビル8階）
”､11.1 釦高福第212-292号 通信

パーソナルｹｱサポート(株） 052-228毛521

パーソナルｹｱｶﾚｯヅ介鍾磁貝初任者研修
(通侭)第28期

パーソナルケアカレッジ介鍾職貝初任者研修
(通侭)第29期

420984

(内テキスト代5,4m）
(キャンペーン期間）

16旗以上の心身共に健康な方

”

20

30.122～31

30.122-31.92

3142～31.524

(添削探題璽布42．スクーリング5.7～）
≠

31.9.3～31.1022

(添削陳題湿布93.スクーリング10.4～）

バーソナルケアカレッジ

(東区東桜1-10-9栄ブラザビル5F）

釦.11.8

30.11.8

30高福第212-297号

”高福第212-2”号

通憧

通憧

(株)EE21 052割5牛3222

未来ｹｱｶﾚｯヅ介鍾麓貝初任者研修
通侭鯛岡崎4月土日コース

未来ケアカレッジ介座職貝初任者研修
通侭制醗川4月平日コース

未来ケアカレッジ介極職貝初任者研修
通償制日進4月平日コース

未来ケアカレッジ介腫職貝初任者研修
通慣制四日市4月平日コース

未来ケアカレッジ介瞳職且初任者研修
通僧制岐阜4月短期ｺース

未来ケアカレッジ介塵職貝初任者研修
通恒制西尾4月平日コース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介塵職貝初任者研修
通信制刈谷4月短期ｺース

(内
I

“’4“

テキスト代 648⑪
あらかじめ定められた日程に対して､通学する事の

出来る者

20

20

20

20

20

20

”

31.1.10～31.426

31.1.10～314.25

31.1.10～31.424

31.1.10～31.424

31.1.10～314.23

31.1.10～31.423

31.1.10～31.4.22

31427～31.8.17

(添削陳題配布･スクーリング4.27～）

314.26～31.823

(添削課題配布･スクーリング4.26～）

31.425～318翌

(添削課題配布･スクーリング4.25～）

31425～31.8.22

(潅削課題配布･スクーリング4.25～）

314餌～31.6.19

(溌削課題毘布･スクーリング4.25～）

314.24～31.8.21

(添削課題睡布･スクーリング424～）

31423～31.6.18

(添削課題湿布･スクーリング4.23～）

岡崎市竜美丘会館（岡崎市東明大寺町5-1）
(株)EE21未来ケアカレッジ刈谷校

(刈谷市桜町1-1砂2第一セントラルビル3F）

ルネック(春日井市松新町1－47F）
(株)唾21未来ケアｶﾚｯヅ千種校
(東区葵3-24-2第5ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ8F）

日進市民会館
(日進市折戸町笠寺山82-3）

(株)EE21未来ケアカレッジ名古屋駅前校
(中村区椿町21－2第2太閤ﾋﾟﾙﾃ･ｲﾝｸ9F）

(株)EE21未来ケアｶﾚｯ沙四日市校
(四日市市三栄町3-15コバヤシピル2F） ‐

(株)唾21未来ケアカレッジ岐阜校
(岐阜市東金宝町1-17ムラセピル1F〉

西尾勤労会飽(西尾市平坂町山崎9-1）
(株)EE21未来ケアカレッジ刈谷校

(刈谷市横町1－10第一セントラルビル3F）

(株)EE21未来ケアカレッジ刈谷校
(刈谷市桜町1-10セントラルピル3F）

30.11.15

3Q11.15

30.11.15

30.11.15

釦.11.15

”､11.15

30.11.15

30高福第212-299号

”高福第212-”号

30高福第212-301号

30高福第212-302号

30高福第212-麺号

30高福第21公3桝号

30高福第212-305号

通信

通信

通信

通侭

通侭

通侭

通信

(株)圧21 052-454-3222

未来ケアカレッジ介腫轍貝初任者研修
通信制名古屋駅前4月土日コース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介腫威貝初任者研修
通侭制名古屋駅前4月短期Iコース

(内テキスト代6“O）

(内テキスト代6,480）

あらかじめ定められた日程に対して､通学する事の
出来る者

30

30

31.1.10～31.4.20

31.1.10～31.

31.4.21～31.84

(添削y課題配布･スクーリング421～）

31.4.3～31.4.26

(漆削課題配布･スクーリング4.3～）

(株)匪21未来ケアｶﾚｯヅ名古屋駅煎校
(中村区椿町21-2第2太閤ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9F》

釦.11.15

30.11.15

”高福第212-3鯛号

30高福節212-307号

通侭

通信



実施指定事案者 事巣者の連絡先 研修の名称 受鱗料 対象者
４
４
■
１
１

募
人 募集期間 率期間 膜鐘･演習の堪所 承麗施行日 承哩書文吾番号 臓稜形態

(株)ニチイ学飽 “鋼-27“11

株式会社ニチイ学画介臣厘貝初任者研修(通侭）
3月生岡飼救室金電日クラス

株式会社ニチイ学飽介厘■貝初任者研修(通侭）
3月生昼田敏室火･木･日曜日クラス

ケ

株式会社ﾆﾁｲ学趣介厘■貝初任者研修(通侭）
3月生安城軟室月･木・金曜日クラス

(内テキスト代15,120）

介厘に従事することを希国する16座以上の者､演習
を含むすぺての廊租を自分ひとりの力で受鴎･遂行
することが可能な者(母性保腫のため､妊媛している

者は除く）

釦

釦

”

釦.12.7～313釦

鋤.127～31323

”.12.7～31ふ17

31331～31.7.19

(逓剛毘題配布･スクーリング331～）

31324～314釦

(霞削廊題配布･スクーリング324～）

313．18～31.426

(璽剛陳遍配布･スクーリング3.18～）

（碑)ニチイ学囲岡田敏室

(岡箇市唐沢町11-5第一生命･三井住友海上岡鱒ピル1
F1

ー

（株)ニチイ学館昼田敦室
(量田市梅坪町伝12-6ニチイケアセンター畳田涯）

(株》ニチイ学館安城紋室
(安城市篠目町童子202-1ニチイケアセンター安域）

鋤.11.15

”､11.15

”､11.15

釦高福篤212-312号

”高祖鰯212-313号

可 一 寺

”高福鰯212-314号

通信

通低

通侭

(株)ニチイ学館 052-581-1537

株式会社ﾆﾁｲ学勉介厘■貝初任者研修(通侭）
3月生名駅教室速修ｸﾗｽ

妹式会社ニチイ学、介鍾唾員初任者研修(通侭）
3月生名駅軟室土曜日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学飽介鼠■貝初任者研修(通侭）
3月生一宮赦室日露日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学飽介趨■貝初任者研修(通慣）
3月生半田軟室水厘日クラス

118,皿

介厘に従事することを希画する16段以上の看､演習
を含むすぺての陳租を自分ひとりの力で受臓･遂行
することが可能な者(母性保厘のため､妊媛している

者は除く）

”

20

20

20

31.1.1～31.3.28

31.1.1～31.329

31.1.1～31.323

マ マ

31.1.1～31.3●26

31329～314釦

(溢剛陳遍琵布･スクーリング329～）

313釦～31.720

(漆削課題配布･スクーリング3釦～）

31.a24～31.7.14

(遥削陳題配布･スクーリング3.24～）

31327～31.724

(遥削腺題配布･スクーリングa27～）

(株)ニチイ学館名駅教室
(中村区名駅4-5-28桜通■田ピル8F）

(株)ニチイ学館一宮敦室
(一宮市栄1-9-20朝日生命一宮ピル2F）

マ ー

(株)ニチイ学蝕半田教室
(半田市岩滑中町4-163働原ピル2F）

釦.11.15

釦.11.15

30b11．15

3m1.15

噸福第212-315号

”高福鰯212-316号

”高福鱒212-317号

30高福第212-318号

通信

通信

通侭

通信

(株)ニチイ学館 O52-9595-1216

株式会社ﾆﾁｲ学館介厘■貝初任者研修(通侭）
3月生瀬戸敏室月電日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学賦介厘■貝初任者研修(通侭）
3月生金山教室火金醒日クラス

株式会社ニチイ学餓介趨■貝初任者研修(通侭）
3月生栄軟室木曜日クラス

？ ー 豆

株式会社ﾆﾁｲ学勉介厘■貝初任者研修(通侭）
3月生金山紋室日曜日クラス

(内テキスト代15,1”

介塵に従事することを希豆する16窟以上で､演習を
含む全ての陳租を自分ひとりの力で受威･遂行する
ことが可能な方(ただし､母性保塵のため妊握してい

る方は受画できません）

20

20

”

”

”12”～31.324

弧1220～31.325

鋤.12.”～31327

”1220～313釦

31325～31.7.29

(霞削媒題露布･スクーリング325～）
寺

31326～31.524

(遍削媒題配布･スクーリング3.26～）

31328～31.7.18

(溢鯛陳題配布･スクーリング328～）

313副～31.721

(遥削風遍麗布･スクーリング麺1～）

(株)ニチイ学餓瀬戸教室
(瀬戸市共栄通6-21エーシープラザビル2F》

▼

(株)ニチイ学飽金山敏室
(中区金山1-12-4金山総合ピル8階）

■

《株》ニチイ学館栄教室
(東区東桜1-13-3NHK名古厘放送センターピル12階）

▼ 口 ＝

(株)ニチイ学館金山教室
(中区金山1-12-4金山総合ビル8篭）

30.11.26

3all､26

”11.26

｡

錘1126

”高福第212-322号

30高福篤212-323号

』

鋤高福第212-324号

鈎高福第212-型碍

通侭

通信

通個

通信

(株)虹色 “2~746-9971

ジﾔバﾝﾎｰﾑケアスクール介厘■貝初任者研修
通慣平日7月コース

ジヤパンホームケアスクール介塵薫貝初任者研修
通侭平日8月コース

ジヤパンホームケアスクール介塵■貝初任者研修
通侭平日9月コース

ジヤパンホームケアスクール介塵■貝初任者研修
通侭平日10月コース

ジヤパンホームケアスクール介厘魔貝初任者研修
通侭平日6月コース

(内テキスト代6,4”）
16鐘以上の心身共に健康な方

釦

20

釦

釦

麺

狐1215～31.6釦

錘12.15～31.731

釦.12.15～31.a31

”12.15～31B釦

30.1浬8～31.5.31

31.7.1～31.7釦

(議剛錬題湿布･スクーリング7.1～）
一 画 F 口

31且2～319空

(遥削採題配布･スクーリング理～）

31.9.2～31.927

(潅剛廊題湿布･スクーリング92～）

31.102～31.1031

(逐削録題配布･スクーリング102～）

31.6.1～31.629

(逐削探題配布･スクーリング62～）

ジヤパンホームケアスクール研修会増
(中区働3-15-15CTV鋤ピル3F）

錘1Z13

釦.1213

弧1213

釦.1Z13

釦.1Z13

鈎高福第212-3”号

輻福第212-331号

釦高福第212-332号

釦高福第212-詞3号

釦高福露212-334号

通侭

通侭

通恒

通信

通慣

北医療生活協同組合 052毛14-4121 北医療生協介厘戚貝初任者研修
35,6“

(内テキスト代6，048
補助敦材1，“7）

北医療生活健同組合組合貝及びその家族 20 31.1.7～31●3.31 314.9～31.726 生協わかばの里介鼠老人保健施殴4階わかばﾎール
(北区城東町5-114）

”､1227 30高福第212-鱒5号

(特)かくれんぼ 崎2封14割875 かくれんぼ介窟■貝養成威座(初任者研修鍾垣璽墾）
4月開蹟ｺース (内テキスト代6,480） 介塵ざ－びすに従事することを希望する者 20 31.1.7～31228

31.4.1～31424

(孟削課題湿布3.4～3.19･スクーリング靴1～）
かくれんぼ介厘唾員養成教室名駅校

(中村区名駅南1丁目23番17号笹島ビﾙ7F）
30値12型

。
輻福第212-338号 通信

(株)フロンティア “2釦1-9955

ﾌﾛﾝﾃｨｱ介塵スクール名駅校
介圃■貝初任者研修4月短期集中ｺース

フロンティア介塵スクール

介厘■貝初任者研修4月週1コース

(内テキスト代“20）
量葛歓育修了者で心身共に健康な方

全ｶﾘｷｭﾗﾑを指定した日時･増所で受麓できる方

釦

釦

31.1.7～313型

31.1.7～31.4.17

314.1～31426

(遥削課題配布1.7～狸2.スクーリング4.1～）

31.422～31且5

(逐嗣媒題匡布1.7～417.スクーリング4錘～）

（株)フロンティア会墜室
(中村区名駅1-1-1JPﾀﾜｰ名古屋燕）

（株)フロンティア研修室
(童区泉1-1母8フロンティアピル）

(株)フロンティア研修室1．研修室2
(東区泉1-19-8フロンティアピル3F）

鋤1浬8

型12空

輻福第212-337号

率福第21器3郵号

通侭

通侭

(妹)ニチイ学飽 鰯64毛7超11

株式会社ﾆﾁｲ学勉介題蔵貝初任者研修(通億）
4月生岡崎軟室月･木醒日ｸﾗｽ

株式会社ﾆﾁｲ学飽介踵■貝初任者研修(通侭）
4月生畳田歓室火･水･木・土曜日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学飽介塵■貝初任者研修(通侭）
4月生安城紋室火曜日クラス

118,8m

(内テキスト代 15,12の

介厘に従事することを希望する16塗以上の者
演習を含む全ての腺程を自分ひとりの力で受麟･遂
行する事が可飽な者(ただし､母性保題の為､妊遍し

ている者は除く）

釦

釦

釦

31.1B～31421

31.18～31426

311B～31429

3M22～31.6.17

(溌削陳題配布･スクーリング422～）

31427～31且7

(遥雨鐸題配布･スクーリング427～）

314釦～31.827

(孟削課題配布･スクーリング4釦～）

(株)ニチイ学飽岡崎教室
(岡崎市唐沢町11-5第一生命･三井住友海上岡崎ビル1F）

(株)ニチイ学館墨田教室
(墨田市樋坪町6-12-6ニチイケアセンター墨田2F）

(株)ニチイ学館安輔教室
(安城市篠目町宣子202-1ニチイケアセンター安城》

錘1228

釦.1228

30.1228

輻福驚212-”号

釦高福露212-341号

加高福第212-342号

通但

通侭

通侭

(株)虹色 “2二746-9971 ジﾔバﾝﾎｰﾑケアスクール介塵■貝初任者研修
通侭平日12月コース

鋼4”

(内テキスト代 64”）
16繊以上の心身共に健康な方 20 31.1.10～31.11釦

31.122～31.1Z27

(遥削腺題配布･スクーリング122～）
ジヤパンホームケアスクール研修会増
(中区餌3-1易15CⅣ随ビル3F）

3ul228 釦高福鰯212-343号 通侭

(株)日本紋育ｸﾘｴｲﾄ 052-58野9321

三拳福祉カレッジ介瞳■貝初任者研修
名古屈駅前教室4月生Hｸﾗｽ

三車福祉カレッジ介塵■具初任者研修
名古屋駅前軟室4月生Aｸﾗｽ

三串福祉カレッジ介厘■員初任者研修 ．
名古屋駅前紋室4月生Jｸﾗｽ

三拳福祉カレッジ介塵■貝初任者研修
昼橿駅前軟室4月生Aｸﾗｽ

“260

(内テキスト代6,995）
麟董､演習に縫纏して出席できる､心身共に健康な

方

釦

20

釦

20

31.1.15～31320

31.1.15～31.329

31.1.15～31.4.3

31.1.15～31ふ28

31.42～31.424

(軍附録週配布日は申込受付日より3日伐･スクーリング42
～）

31.4.7～31.721

(霞刷煤風配布日は申込受付日より3日後･スクーリング4.7
～）

31.4.15～31.5.15

(躍附煤且配布日は申込受付日より3日後･スクーリング4.15
～）

31.4.6～31.727

(逓剛媒図配布日は申込受付日より3日後･スクーリング
～》

三拳福祉カレッジ名古屋駅前敦室
(中村区名駅3-13-24第一はせ川ピル2F）

三幸福祉カレッジ豊損駅削教室
(且橋市駅前大通3-52トヨハシセンターピル5F）

31.1.8

31.18

31.1.8

31.1.8

鈎高福第212-344号

釦高福第212-34喝

”高福第212-鋼6号

釦高福鰯212-347号

通憤

通侭

通侭

通但



実施指定事案者 事象者の連絡先 研修の名称 受砺料 対象者
１
１

募
人

１
１ 募集期間 研修期間 繍稜･演習の堀所 承麗施行日 承麗香文書番号 鱗稜形態

(株)日本較宵ｸﾘｴｲﾄ 052-589-9321

三拳福祉カレッジ介厘■貝初任者研修
一宮駅前敏室4月生Hクラス

三幸福祉ｶﾚｯヅ介鼠■貝初任者研修
岐阜駅前教室4月生Hｸﾗｽ

三幸福祉ｶﾚｯヅ介厘■貝初任者研修
JA昼川敏室4月生Hクラス

“2”

(内テキスト代8,995）
顔種､演習に鍵観して出席できる､心身共に健康な

方

”

20

”

31.1.15～31326

31.1.15～31.3.27

31.1.15～31.320

31.44～31.4.釦

(逓耐塵E配布日は申込受付日より3日後･スクーリング4.4
～）

31.4.8～31.5.7

<巌削腺理疋布日は申込受付日より3日後･スクーリング
～）

31.42～31528

(躍剛謀超配布日は中込受付日より3日後･スクーリング4.2
～）

三拳福祉カレッジ一宮駅前数室
(一宮市本町4-1-3ITKピル4F）

三準福祉カレッジ岐阜駅前教室
(岐阜市吉野町6~14三井生命岐阜駅筋ビル3F）

三幸福祉カレッジJA畳川赦室
唾川市貝増町上石畑65JAひまわりグリーンセンター良川）

31.1.8

31.1.8

31.1.8

”高祖第212-348号

”高福第212-349号

”高福鰯212-350号

通侭

通侭

通信

《株)日本軟寅ｸﾘｴｲﾄ 052毛8験9錘1

三幸福祉カレッジ介腫轍貝初任者研修
名古屋駅前教室5月生Hｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介題轍貝初任者研修
名古圏駅前敦室5月生Aｸﾗｽ

三幸福祉ｶﾚｯヅ介腰肛貝初任者研修
名古屋駅前救室5月生Jｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介塵■貝初任者研修
畳橿駅前数室5月生Hｸラス

三幸福祉カレッジ介因唾貝初任者研修
一宮駅前教室5月生Kｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介厘威貝初任者研修
岐阜駅前教室5月生Aｸﾗｽ

“2“

(内テキスト代6,995）
鱒麓､演習に鍵鰹して出席できる､心身共に健康な

方

20

20

20

20

20

20

31.1.15～31.424

31.1.15～31.423

31.1.15～315.8

31.1.15～31.4.24

31.1.15～314.24

31.1.15～31.5.9

31.5.7～31.5.28

(躍剛煤題配布日は申込受付日より3日後･スクーリング
～）

31.5.11～31.824

(躍剛牒週配布日は申込受付日より3日後･スクーリング5.11
～）

31.5.17～31.6.12

(遥嗣腰匝尋付日は申込受付日より3日後･スクーリング5.17
～）

31.5.8～31.6.4

(遥劇疎E配布日は申込受付日より3日後･スクーリング5.8
～）

31.5.7～31.625

(箪嗣腺皿配布は申込受付日より3日後･スクーリング5.7～）

31.5.19～31.9.8

(遥削腺国配布は申込受付日より3日後･スクーリング5.19
～）

三幸福祉ｶﾚｯヅ名古里駅前教室
(中村区名駅3-13-24第一はせ川ピル2F）

三幸福祉ｶﾚｯヅ昼橋駅前散室
(豊橋市駅前大通3－52トヨハシセンターピル5F）

三準福祉カレッジー宮駅前徴室
(一宮市本町4-1-3ITKピル4F）

三串福祉ｶﾚｯヅ岐阜駅前教室
(岐阜市吉野町6~14三弁生命岐阜駅前ピル3F）

31.1.8

31.1.8

31.1.8

31.1.8

31.1.8

31.1.8

30高祖鰯212-351号

”高福第212-352号

…招鰭Z12-3“号

30高福第212-354号

”高福第212355号

”富福鰯212=358号

通信

通侭

通侭

通侭

通償

通侭

(株)日本歓冑ｸﾘｴｲﾄ “2-58段9321

三幸福祉ｶﾚｯヅ介厘臼貝初任者研修
名古屋駅前教室6月生Aクラス

三幸福祉カレッジ介厘臼貝初任者研修
名古屋駅煎軟室6月生Hクラス

三幸福祉ｶﾚｯッ介圃唾員初任者研修
名古屋駅前教室6月生Jｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介腰職且初任者研修
一宮駅前教室6月生Aｸﾗｽ

“2”

(内テキスト代6‘995）
麟穣､演習に経鮫して出席できる､心身共に健康な

方

釦

釦

釦

20

31.1.15～31.524

31.1.15～3t旦塑

31.1.15～31.6.6

31.1.15～31.6.7

31β2～31.922

《躍鯛媒題毘布日は申込受付日より3日後･スクーリング62
～）

31.63～31.6.27

(溢鯛媒皿配布日は申込受付日より3日後･スクーリング“
～）

31.6.18～31.7.12

(遍痢腺題毘布日は申込受付日より3日後｡スクーリングal8
～）

31.6.16～31.9.28

《通用腺固配布日は申込受付日より3日後･スクーリング6.16
～）

三拳福祉カレッジ名古屋駅前歓室
(中村区名駅3-1手24第一はせ川ピル2F）

三幸福祉カレッジー宮駅前敏室
(－宮市本町4－1－3ITKビル4F）

31.1.8

31.1.8

31.1.8

31.1.8

”高福第212-357号

”高福第212-358号

”高福第212-359号

”高福第212-3“号

通慣

通信

通信

通憶

(株)日本教育ｸﾘｴｲﾄ 052-58陽9321

三幸福祉ｶﾚｯシ介厘■貝初任者研修
東岡崎駅前教室4月生Hｸﾗｽ

三幸福祉ｶﾚｯヅ介厘鳳貝初任者研修
東岡均駅前教室6月生Aｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介塵職貝初任者研修
東岡鱒駅前教室6月生Hｸﾗｽ

三幸福祉ｶﾚｯシ介腫■貝初任者研修
四日市駅前教室4月生Hｸﾗｽ

三幸福祉ｶﾚｯヅ介厘轍貝初任者研修
四日市駅前教室5月生Aｸﾗｽ

三幸福祉カレッジ介厘威貝初任者研修
四日市駅前教室6月生Hｸﾗｽ

“2釦

(内テキスト代6,995）
威麓､演習に鮭鏡して出席できる､心身共に健康な

方

18

16

16

16

16

16

31.1.15～31329

31.1.15～31.524

31.1.15～31-524

31.1.15～31.43

31.1.15～3152

31.1.15～31.523

31.4.10～31.5.10

<躍剛課題配布日は申込受付日より3日後･スクーリング4.10
～）

31.62～31.928

(露剛謀題配布日は申込受付日より3日後･スクーリング62
～）

31.6.4～31.73

(露削腺題配布日は申込受付日より3日後･スクーリング64
～》

31.4.15～31.524

(遥鯛煤厘配布日は申込受付日より3日後･スクーリング4.15
～）

31.5.18～31.9.7

<霞翻煤且配布日は申込受付日より3日後･スクーリング5.18
～）

31.a3～31.75

(遥劇謀週配布日は申込受付日より3日後･スクーリング
～）

三幸福祉カレッジ東岡崎駅前数室
(岡崎市匿生通園2－32sピル2F）

三幸福祉カレッジ四日市駅前教室
(三■県四日市市顧訪栄町6-4スターｱｲﾗﾝドピル4F

㈹2）

31.1.8

31.1B

31.1.8

31.1.8

31.18

31.1.8

”高福鯖212-361号

輻福箆212-3鯉号

30高福第212-383号

”高祖第212-翠号

蛎福鯖212-385号

30高福篇212-386号

通信

通侭

通侭

通侭

通慢

通慣

(株)EE21 052割54-3222

未来ケアカレッジ介厘威貝初任者研修
通僅創名古屋駅前5月短期Iコース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介厘職貝初任者研修
通慣制名古屋駅前5月平日コース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介堕璽日初任者研修
通侭制刈谷5月土日コース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介厘■貝初任者研修
通但制岐阜5月平日コース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介厘鳳貝初任者研修
通侭制一宮5月平日コース

未来ケアカレッジ介厘磁貝初任者研修
通侭創千種5月短期ｺース

480唖

4Z6釦

あらかじめ定められた日程に対して､通学する事の
出来る者

釦

”

釦

20

20

釦

31ユ10～31.5.6

31.2.10～31.523

31●210～31.5.18

31210～31.528

312.10～31.5.25

31210～31.527

31.a7～31.5.31

(添削録題配布･スクーリング5.7～）

31.524～31.9.13

(議削謀題配布･スクーリング5-24～）

31息19～31.9.8

(溌削課題記布･スクーリング5.19～）

、31.529～31.9.18

(逐剛腺図配布･スクーリング529～）

31.526～31.9.15

(漆削陳題配布･スクーリング526～）

31.528～31.628

(孟削練題配布･スクーリング5.28～）

(株)唾21未来ケアカレッジ名古屋駅前校
(中村区櫓町21-2第2太閤ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8F）

(株)唾21未来ケアｶﾚｯヅ刈谷校
(刈谷市桜町1-10セントラルピル3F）

(株)EE21未来ケアｶﾚｯヅ岐阜校
(岐阜市東金宝町1-17ムラセピル1F）

－官スポーツ文化センター

(一宮市真渭田1-2-30）
(株)EE21未来ケアカレツジ名古屋駅前校
(中村区櫓町21－2鱒2大因ﾋﾞﾙﾃ･ｨ”･8F）

(株)EE21未来ケアｶﾚｯヅ千種校
(東区葵3-24-2第5ｵｰｼﾔﾝﾋﾞﾙ8F）

31.1.8

31.1.8

31.1.8

31.1且

31.1.8

31.1.8

輻福第212-3”号

30高福第212-郷9号

30高福筋212-370号

輻福鷺212-371号

30高福第212-372号

30高福第212-373号

通信

通信

通憧

通信

通信

通侭

(株)EE21 052割鋼-3222

未来ｹｱｶﾚｯヅ介圃丘貝初任者研修
通恒制名古屋駅前6月丑短Iコース

未来ｹｱｶﾚｯヅ介厘■貝初任者研修
通信制名古屋駅前6月土日Iコース

未来ケアカレッジ介厘砥員初任者研修
通侭創刈谷6月短期Iコース

未来ケアカレッジ介瞳■貝初任者研修
通侭制岐阜6月短期Iコース

未来ケアカレッジ介厘■貝初任者研修
通侭制小牧6月平日コース

未来ケアカレッジ介厘轍貝初任者研修
通侭制四日市6月土日Iコース

48,噸
あらかじめ定められた日程に対して､通学する事の

出来る者

30

30

釦

20

20

20

31.3.10～31.6●3

31.3.10～31.6.21

31.3.10～31.6.24

31.3.10～31,6.25

313.10～31.6.26

313.10～31.629

31.6.4～31.628

(霞削課題配布･スクーリング6.4～）

31.6.22～31.105

(逓削陳題配布･スクーリング6.22～〉

31.825～31.820

(添削陳題麗布･スクーリング625～）

31.6.26～31.8,21

(添剛媒題毘布･スクーリング6.28～）

31.627～31.10.17

(漆削課阻画布･スクーリング627～）

31.630～31.10.13

(潅削探題配布･スクーリングa30～）

(株)EE21未来ケアカレッジ名古厘駅前校
(中村区椿町21－2第2太閤ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9F）

(株)匪21未来ケアカレッジ刈谷校
(刈谷市桜町1－10セントラルビル3F）

(株)EE21未来ケアカレツジ岐阜校
(岐阜市東金宝町1-17ムラセピル1F）

小牧動労センター

(小牧市大字上末2233-2）
(株)EE21未来ケアカレツジ千樋校
第5ｵｰｼﾔﾝﾋﾞﾙ8F(東区葵3-24-2）

(株)唾21未来ケアカレッジ四日市校
(四日市市三栄町3－15コバヤシビル2F）

31.1.15

31.1.15

31.1.15

31.1.15

31.1.15

31.1.15

”高福鯖212-376号

30高福第212-377号

釦高福第212-378号

”高福第212-379号

30高福第212-380号

”高福蘭212-381号

通信

通信

通信

通信

通侭

通鱈



実施指定事案者 事巣者の連絡先 研修の名称 受顔料 対象者
募
人 募集期間 研修期間 臓稜･演習の増所 承鯉施行日 承鯉香文書番号 蹟稜形魑

(株)フロンティア “2-961=9955

ﾌﾛﾝﾃｨｱ介塵スクール名駅校介腫■貝初任者研修
5月短期裏中ｺース

マ ー

フロンティア介塵スクール介塵唾貝初任者研修
5月週1コース

(内テキスト代4320）
、 董務敏育修了者で心身共に伍康な方
全カリキュラムを指定した日時･増所で受蹟できる方

20

20

31Z1～31.4.18

31.2.1～31.5.17

31.5.1～31.5釦

(潅削媒題配布21～4.19･スクーリング5.1～）

31.522～31.

(濯剛陳題配布2.1～5.17．スクーリング5.22～）

(株)フロンティア会醸至
(中村区名駅1-1-1JPﾀﾜｰ名古屋3昨）

（株)フロンティア研修室
(宣区皇1-69-8フロンティアピル）

(株)フロンティア研修室1.研修室2
(東区泉1-1母8フロンティアピル3F）

31．121

31.1.21

”高福第212-382号

釦高福第212-383号

通侭

通信

(株)ニチイ学飽 O52-581-1537

株式会社ニチイ学館介厘堕貝初任者研修(通憧》
4月生名駅歓室水曜日クラス

株式会社ニチイ学館介厘■貝初任者研修(通侭）
4月生名駅救室日曜日クラス

弓 ■ 可

株式会社ﾆﾁｲ学館介厘■貝初任者研修(通侭）
4月生一宮敏窒木唾日クラス

株式会社ニチイ学館介塵■貝初任者研修(通侭）
4月生半田敏室速修ｸﾗｽ

(内テキスト代15,1”

介趨に従事することを希望する16座以上で､演習を
含む全ての厩題を一人の力で受戚｡遂行する事が
可能な方(ただし､母体保題のため妊握している方は

受瞳できない）

20
●

20

20

20

312.15～31423

31●2.15～31.4.27

31215～31.4.17

31"2.15～31.425

31.424～31．814

(迩削厩題湿布･スクーリング424～）

31.4.28～31.8.18

(溌削課題配布･スクーリング4.28～〉

31.4.18～31.88

(添削廊庖逗布･スクーリング4.18～）

31.426～31.621

(溌削課圃配布･スクーリング426～）

(株)ニチイ学館名駅教室
(中村区名駅4-テ28桜通昼田ピル8F） ．

(株》ニチイ学館一宮教室
(一宮市栄1-9-”朝日生命一宮ビル2F）

(株)ニチイ学飽半田数室
(半田市岩滑中町4-163働原ビル2F）

31.2.12

31.2.12

31●2．12

31.2.12

釦高福第212-384号

”高福第212-385号

切高福鰯212-386号

”高福篇212-387号

通侭

通憤

通信

､ 旬

通信

(株)ニチイ学館 052-581-1537

株式会社ニチイ学館介塵■貝初任者研修(通侭》
5月生名駅教室土曜日クラス

株式会社ニチイ学館介題鷺貝初任者研修(通信）
5月生名駅教室速修ｸﾗｽ

株式会社ニチイ学蝕介厘■貝初任者研修(通慣）
5月生一宮鮫室速修クラス

株式会社ニチイ学館介圃■貝初任者研修(通慣）
5月生半田教室月．火曜日クラス

子

11808”

(内テキスト代15,120）

介腫に従事することを希望する16鐘以上で､演習を
含む全ての腺題を－人の力で受購｡遂行する事が
可能な方(ただし､母体保湿のため妊媛している方は

受威できない）

20

20

20

20

31.3.1～31.524

31.3.1～31.5.30

313.1～31.5.19

31.3●1～31.5.26

31.525～31.9.14

(漆削腺題配布･スクーリング525～》

31.5.31～31.7.10

(添削陳題配布･スクーリング5.31～）

31.5麺～31.7.19

(孟剛課題璽布･スクーリング5麺～）

31.527～31.9.17

(逓削課題配布･スクーリング5.27～）

＝ 一 一 ‐

(株)ニチイ学飽名駅教室
(中村区名駅4-5-28桜通畳田ビル8F）

(株)ニチイ学館一貧敏室
(一宮市栄1-9-”朝日生命一宮ピル2F）

● ■

(株)ニチイ学飽半田教室
(半田市岩滑中町4-1“働原ピル2F）

31.2.12

31.2.12

31●2．12

マ ー ー

31●2●12

”高福第212-388号

”高福第212-389号

30高福箆212-3”号

■

釦高福第212-391号

通侭

通信

通信

勺

通慣

(株)ニチイ学館 鰯2-95牙1216

株式会社ﾆﾁｲ学館介塵■貝初任者研修(通侭）
4月生黒川教室水躍日クラス

株式会社ニチイ学館介風塵貝初任省研修(通憧）
4月生栄教室月金曜日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学館介厘斑貝初任者研修(通償）
4月生金山教室土躍日クラス

株式会社ニチイ学館介踵威貝初任者研修(通侭）
4月生迩戸教室日曜日クラス

刀

株式会社ニチイ学飽介塵■貝初任者研修(通侭）
4月生金山数室月曜日クラス

株式会社ニチイ学飽介厘■貝初任者研修(通侭）
4月生野並敏室火木曜日クラス

118,麺

(内テキスト代15,120）

介厘に従事することを希望する16寵以上で､演習を
含む全ての腺題を一人の力で受麟｡遂行する事が
可鯰な方(ただし､母体保腰のため妊嬢している方は

受購できない）

”

20

”

20

”

20

31217～314.9

312.17～31.4.18

31217～31.4.19

31217～31420

31217～31.421

31.2.17～31.424

31.4.10～31.731

(議刷媒題昆布･スクーリング4.10～）
P 甲

31.4.19～31日空

(添削課題配布･スクーリング4.19～）

31.420～31B,10

(漆削課題配布･スクーリング4.20～）

31.421～31.8.11

(漆削課題配布･スクーリング421～）
■ ｡

31422～31.92

《漆劇課題囲布･スクーリング422～）

31.425～31.a25

(溌削課題配布･スクーリング425～）

(株)ニチイ学館鳳川教室
(北区黒川本通2-36）

(株)ニチイ学飽栄教室
(東区東桜1-13-3NHK名古屋放送センターピル12階）

(株)ニチイ学館金山教室
(中区金山1-12封金山総合ビル8蔵）

(株)ニチイ学館瀬戸教室 一
(瀬戸市共栄通6-21エーシープラザピル2F）

(株)ニチイ学館金山教室
(中区金山1-12-4金山健合ビル8鱈）

(株)ニチイ学館野強鍾室
(天白区野並2-梢O野並ビル4F）

31.212

伊 守

312．12

31212

312．12

予 ■

312．12

31．212

麺福第212-392号

”高福第21 2-393号

率福第212-3鯛号

30高福鯖212-395号

釦高福第212-”8号

”高福第212-397号

通信

通侭

通信

通信

通曾

通信

(株)ニチイ学館 “2-95際1216

株式会社ニチイ学飽介塵■貝初任者研修(通侭）
5月生黒川紋室土曜日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学飽介厘嵐貝初任者研修(通信）
5月生金山教室日曜日クラス

株式会社ﾆﾁｲ学飽介厘唾貝初任者研修(通信）
5月生野並敏室金曜日クラス

株式会社ニチイ学館介塵■員初任者研修(通慣）
5月生金山教室月木曜日クラス

株式会社ニチイ学飽介厘■貝初任者研修(通侭）
5月生栄教室火曜日クラス

株式会社ニチイ学飽介厘鷺貝初任者研修(通侭）
5月生瀬戸数室水曜日クラス

(内テキスト代15.1釦）

介腫に従事することを希望する16塵以上で､演習を
含む全ての媒題を一人の力で受威｡遂行する事が
可能な方(ただし､母体保塵のため妊娠している方は

受麟できない）

麺

◆ 中

20

20

20

”

”

31ユ17～31.5.10

31.2.17～31.5.18

31217～31.523

312.17～315.26

31217～31527

31.2.17～31.5.28

31.5.11～31B31

(軍開扉題毘布･スクーリング5.11～）

31.5.19～31.98

(添開課題璽布･スクーリング5.19～）

31.524～31.9.13

(霞削課題配布･スクーリング524～》

31.527～31.729

(遥削探題配布･スクーリング527～》

31.528～31.9.17

(漆削課題配布･スクーリング528～）

31.5.29～31.9.18

(議削課題配布･スクーリング5.29～）

(株)ニチイ学飽黒川教室
(北区黒川本通2-36）

○ 二

(株)ニチイ学飽金山教室
(中区金山1-12-4金山総合ピル8階》

(株)ニチイ学飽野診数室
(天白区野並2-“O野並ピル4F）

(株)ニチイ学館金山教室
(中区金山1-12-4金山緯合ピル8階）

(株)ニチイ学飽栄教室
(東区東桜1-13-3NHK名古屋放送センタービル12階）

(株)ニチイ学館瀬戸教室
(瀬戸市共栄通6－21エーシープラザピル2F）

31．2．12

31.2.12

31212

31●2●12

31ユ12

31.2●12

鈎富福重212-388号

30高福第212-399号

釦高福第212司”号

30高福箆212-401号

噸福第212割唾号

30高福第212-403号

通憧

通億

通侭

通慣

通侭

通侭

(株>ニチイ学館 05“-27“11

株式会社ニチイ学飽介厘■貝初任者研修(通侭）
5月生岡崎救室日曜日クラス

株式会社ニチイ学飽介厘嵐貝初任者研修(通信）
5月生登田赦室土曜日クラス

株式会社ニチイ学館介厘■貝初任者研修(通侭）
5月生安城教室金躍日クラス

， 11808”
(内テキスト代15,120）

介塵に従事することを希望する16織以上で､演習を
含む全ての腺題を－人の力で受醸｡遂行する事が
可能な方(ただし､母体保塵のため妊媛している方は

受鱒できない）

”

20

20

31222～31.525

31.222～31.524

31222～31.5鋤

31.526～31.929

(潅削課題匡布･スクーリング526～）

31.525～31.9.14

(遥削課題配布･スクーリング525～）

31.531～31.104

(通削課囲麗布･スクーリング5.31～）

(株)ニチイ学竝岡崎敏室
(岡■市唐沢町11-5第一生命･三井住友海上岡■ピル1F）

(株)ニチイ学飽昼田教室
(畳田市梅坪町6-12-6ニチイケアセンター畳田2F）

(株)ニチイ学飽安城教室
(安壌市篠目町宣子202-1ニチイケアセンター安城）

31212

31.212

31●2●12

釦高福第212-4“号

”高福第212-405号

輌福第212諏号

通侭

通憎

通侭

(株)ニチイ学館 052-581-1537 株式会社ニチイ学館介腫職貝初任者研修(通侭）
3月生一宮敦室速修ｸﾗｽ (内テキスト代8,654）

介厘に従事することを輪望する16蟻以上で､演習を
含む全ての謀題を一人の力で受鱗｡遂行する事が
可能な方(ただし､母体保瞳のため妊媛している方は

受臓できない）

20 31.223～31.3.24
31.3.25～31.5.23

(逓削謀題雇布･スクーリング3.25～）
(株)ニチイ学館一宮教室

(一宮市栄1-母20朝日生命一宮ピル2F）
31.2.12 ”高福第212-407号 通信

(株)ニチイ学館 O52-959-1216 株式会社ニチイ学館介腰画貝初任者研修(通個》
4月生醗川敏室日曜日クラス

118,8”

(内テキスト代15‘120）

介厘に従事することを希望する16趣以上で､演習を
含む全ての廊固を一人の力で受麓｡遂行する事が
可能な方(ただし､母体保塵のため妊煽している方は

受鱗できない）

” 31.Z25～31.420
31.4.21～318~11

(溌削課題配布･スクーリング4.21～）
(株)ニチイ学飽層川数室

(春日井市町田町2-68ニチイケアセンター春日井西）
312．12 ”高描第212-4“号 通信

(社)名古屋社会極軸惚睡会 052-745毛6” 平成31年度第1回介塵■貝初任者研修4月コース 48皿
董務歓育を修了し研修の全日程に出席できる侭康

な方
40 31.3.1～313.31 31.4.15～31.7.24 社会福祉研修センター

(昭和区阿由知通3-19昭和区役所7F）
31212 3噸福第212-4鯛号

(鯛
231

コスモス

皿11
0561.82.2125 株式会社コスモスヘルパースクール縁介蔑職員初任者研修(第13

期） ”,〔X〕0円
研修意欲があり、介趨する体力を持つ16段以上

の者
18 30,12.10～31.4.6 81.4.10～31.7.17 愛知県瀬戸市共栄通一丁目6番ツカモトピルヘルパー

スクール録
H30.10.26 30尾福502.32 通学



実施指定事集者 事象者の連絡先 研修の名称 受繊料 対象者
募集
人員 募集期間 研修期間 輯麓･演習の堪所 承麗施行日 承麗香文香番号 餌麓形懸

(株）福祉の里
23101“5

0568.26.7401 (株）福祉の里介塵職員初任者研修通個岐阜3月会圏 60,皿円 16歯以上の心身ともに健康な者 20 31.2.9～31.3.26 31.3.27～31.8.17 岐阜市掴舞町2-6-7
ワークプラザ岐阜

H31.1.4 30尾福502.39 通個

㈱介獲センターはなたぱ
23101010

0568.42.07釦 ㈱介瞳センターはなたぱ 65,4”円 16鼠以上の心身ともに健康な者 20 31.2.6～31.3.31 31.4.3～31.7.31 小牧市小牧1丁目233
介獲センターはなたぱ

マ マ

201劃1ﾉ17 30尾福502.40 p通償

＝ ■

(特)介壊研究会笑
23101”3

0567.97.3581 笑介護職員初任者研修（蟹江通個コース） 73,995円 介感に熱意がある者 16 31.2.10～31.2.28 81.8.1～31.4.29

与 一

蟹江町宝3丁目359番地 H31.2.6 30尾福502.41 通償
▼ 甲

(特)福祉サポートセンターさわやか愛知
23101m1

0“2.47.2893 介護職員初任者研修畷程（通個形式4月コース） 65,0即円 16歳以上の心身ともに健康な者 20 31.2.15～31.4.8 81.4.9～31.6.4
NPO禍祉サポートセンターさわやか愛知

大府市共栄町二丁目420.1
H31.2.5 30尾福502.42 通侭

(特)福祉サポートセンターさわやか愛知
23101m1

0562.47.2893 介趨騒員初任者研修藻程（通償形式5月コース） 55,080円 15鼠以上の心身ともに健康な者 20 81.2.16～31.6.10 31.5.11～31.7.13
NPO福祉サポートセンターさわやか愛知

大府市共栄町二丁目420.1
H31.2.5

マ マ ｡

30尾福502.43 通僧
＝ ー Ⅱ

(特)福祉サポートセンターさわやか愛知
23101”1

0562.47.2893 介鐵職員初任者研修綴程（通偽形式10月コース） 65,0釦円 16歳以上の心身ともに健康な者 20 81.5.10～31.10.21 31.10.22～31.12.10
NPO福祉サポートセンターさわやか愛知

大府市共栄町二丁目420.1
H31.2.5 30尾福502．“ 通個

(特)福祉サポートセンターさわやか愛知
23101m1

0562.47.2893 介護職員初任者研修謀浬（通個形式1月コース） “,O釦円 16歳以上の心身ともに健康な者 ” 81.5.10～32.1.17 32.1.18～32.3.7

で

NPO福祉サポートセンターさわやか愛知
大府市共栄町二丁目420.1

H31.2.5 30尾福502.45 通侶
F

高木合同会社
231010】3

0568.51.0598 2019年度高木ｱｶヂﾐｰ介護職員初任者研修1期(通慣課鋤 78,”0円 16歳以上の心身ともに健康な者 20 31.2.7～31.4.3 31.43～31.7.28

＝ 守

奪日井市商蔵寺町8-1926-147
鹿乗グリーンハイツ702

H31.2.5 30尾禍502.46 通償

(銅福祉の里
23

05“･26.7401 (妹）福祉の里介趨駁員初任者研修通償西春4月会喝 “,皿円 16旗以上の心身ともに健康な者 20 81.2.14～31.4.21 31.4.22～31.7.8
北名古屋市九之坪笹塚l番地
北名古屋市健康ドーム

H31.2.5 30尾福502.47 通佃

(鯛福祉の里
23101“5

0568.26.7401 (株）福祉の里介感職員初任者研修通償喝海5月会燭 “,O”円 16歳以上の心身ともに健康な者 20 81.2.21～31.5.27 31.6.28～31.
名古屋市緑区六田1丁目185
㈱福祉の里名古屋喝海営業所

H31.2.5 30尾福602.48 通侭

(鋼福祉の里
23101砿

05“･26.7401 (株）福祉の里介蔑職員初任者研修通侭津島5月会燭 “’0“円 16歳以上の心身ともに健康な者 20 81.3.1～31.5.8 31.5.9～31.7.8 津島市寺野町字好土44 H31.2.5

B F

30尾福502.49 通僧

(株）
231

= ■

福祉の里
O1m5

O568.26.7401 (株）福祉の里介壊顧員初任者研修通償一宮6月会喝 “,皿円 16魚以上の心身ともに健康な者 20 31.3.1～31.6.9 31.610～31.8.29

ロ

一宮市若竹3-1-12
アイプラザー富

H31.2.4 30尾福502.60 通償
、

社福愛生館 (0566脚1屯886 介腫黛員初任者研修第12期 89皿
介瞳集務に従事している者又は従事しようとする
者で､16蟻以上の者

20 H30.12.15～H31.3.31 H31.4.7～H31.8.11 特別養腫老人ホームひまわり H30.11.21 30西福171-7号 通学

医療法人寿光会 O561-37-1101 寿光会介腫雇員初任者研修鰯座(通信研修膝程）
■■■■

法人職員40.皿 年齢16歳以上の心身共に健康な者 20

▼

H31●3.1～H31.320 H31.3,30～H31.525
寿光会中央癖院5階繕合教育センター(みよし市三

好町石畑5番）
H31.225 30西福172－10 通信

社会福祉法人愛牛飽 ⑩566脚1屯886 介瞳■負初任者研修第13期 89,唖
介瞳業務に従事している者又は従事しようとする
者で､16歳以上の者

20

｡

H31.320～H31.8.31 H31.9.5～H31.11.21
特別養謹老人ホームひまわり
(碧南市鷲林町4丁目109番地1）

グ ー

H31二222 30西福171-9 通学

株式会社ﾒｯｸｷｬｯﾂ “32-鎚氾7m
ケイズスクール介題■貝初任者研修

12月開醜

“.“円(一触晏画生
テキスト代含む）

62皿円(曇壁画睡牛
テキスト代含む）

16鐘以上の心身ともに健康な方 釦 ”11.1～31228 30.126～312麺
ケイズスクール威董室(演習室）
愛知県豊機市南瓦町14－1

釦.731 釦東福第“－10

､ 生活笛同組合コープあいち 函2-3緋7”2 生活健同組合コープあいち介厘■貝初任者研修
鱗麺期名古屋会坦 (ﾃｷｽ

認皿円
卜･実習費含む）

七■〃

生活麓同組合コープあいちの組合貝及びその家族
とする

” 313.1～31424 31.425～31-88

生活協同組合コープあいち牛埋牛壼文化会館
，壁今鍾室1,4階会睡室1

(名古屋市千種区稲舟通1-39）

31212 釦東福第“－18

靭日グリーンサービス株式会社 0532-53割222 ジｮプｼﾃｨｶﾚｯジ豊糧稜 介塵福祉実践科
テキスト代54“円

公共聴巣安定所に求嘩申し込みをした者で､公共■
集安定所長が適職に就くために馴練受餓の必要性
を囲め､公共唾案安定所長から受麟指示､受域推■
または､支援指示を受ける事の出来るもの。

釦 31.3.12～31325 31.426～31.725

面 F ＝

ジョブｼﾃｨｶﾚｯヅ豊橋校
(愛知県昼橋市下地町字操穴19番地）

312型 釦東福第“－19


