
介渡■貝初任者研修扉程 平成30年12月25日現在

窒錘定事察巷 事察者の蓮磐先 研修の名称 受■料 対象石
轟纂
人■ 暮纂期間 研修期団 ■域･演冒の堀箭 筆哩塗行日 承距毎文毎昏号 顔■形勉

(鋒》FFｸ1 鯰2斗“-3塑Z
未来ケアカレッジ介風■貝初任者研修
通■制岐阜12月短期ｺース (内テキスト代“釦）

あらかじめ定められた日租に封して､透学する事の
出来る省

釣 “9.80～”12聾
郵哩丞一早ロ？麺

(遍聖再旦璽布･スクーリング0狸6～）
(棒)EEz1未来ケァカレッジ岐阜枝
(岐阜市東金宝町1-17ムラセピル1F）

切圃侭 曹宣、■輔か14海 通回

(株)虹色 “2－脚6-”71

ジヤパンホームケアスクール介厘■■初任者研修
通因平日2月コース

ジヤパンホームケアスクール介厘職貝初任者研修
通■平日3月コース

(内テキスト代6(“)．
16哩凹卜⑱心身共I二■丘な方

麺

釦

誼。19-31.1ユ1

迩旦19－311”

31塾1～割229

《犀喫厚哩毎布･スクーリング21～）

38ユ4－31327

(電剛厘巴逗布･スクーリング期一）

ジャパンホームケアスクール研修会増
(中匿凶3-15-15C1V■ピル3F）

麺_9－7

皿

麺檀扇2$2-1”弓

露扣第212-1的丹

過個

通伍

(橡〕FFラロ “2…

未来ｹｱｶﾚｯヅ介風■貝初任者研修
吾垣ロ岐阜1月土日コース

未来ｹｧｶﾚｯ沙介哩■口卸任者吾修
逼画田名古皿収蔚1月平日コース

未来ｹｱｶﾚｯ少介嵐■具初任者研修
ヨ包脚■川1月土日コース

…

(内テキスト代 a“》

七争凸 ロ■＝一杢F上一面垂呈 一・,0－＝‘一一垂一一

麺

釦

麺

典1Q10～31,125

動10.10～31.1釦

m1Q10～31.1銅

31,1.26～305.11

〔窒画■輔理考･スクーリングIZ6-）

31.1ユ5-31塁17

(垂ご湿痴毎布･スクーリング129-）

31.126～訓象U8

f語句■ご専寮･スクーリング1銅～）

(樺)唾21未来ケアｶﾚｯジ岐阜校
(岐阜市東金立町1－17ムラセピル1F）

(株)圧21未来ｹｱｶ”ジ名古且駅駒枚
(中村区格町20-2宣垂因七｡ルディヵ･艀）

ルネック《春日井市松藍町1司芹）
《棒)垂21未来ｹｱｶ”ジ千団校
(東区貫ｺｰ訓・2第封-鈴だ“同

錘0.7

麺97

錘

輻福厩21か181号

輻祖第212-1鈍号

理璽宜?1器1”号

過■

通■

過■

(橡)壁1 嘩司勢－3錘

家来ケアカレゥジ介厘■貝初任呑葺修
通田制千田1月唾ｺース

未来ｹｱｶﾚｯ拶介唾■■靭任宮研修
串垣凶刈谷1月土日コース

未来ケアカレッジ介風■■初任者研修
通■制名古凪駅蘭1月簸短Iコース

4…

(内テキスト代 ＆“

型“

<内テキスト代 a“）

4a噸

(内テキスト代 a“）

あらかじめ定められた白租に対して.通学する事の
出来る者

釦

、

鋤

型qqlO～31.124

抑.1alp～31.1.19

錘1○10-31.1.15

31.1雲～3H2頭

(遍創幻麺睡布･スクーリング1錘一）

31.1.詞～31.5s

(猛g掘亜容布･スクーリング1”～）

3n.1.16-31ニシ阜

樫ﾛ垣巴巴布･スクーリング1‘16～）

(株)堅21未来ｹｱｶﾚﾂヅ千田枚
(東区藁3-2蝿箆斡一詩雍“F）

(株)圧2T奉来ケァカレッジ刈昏枝
(刈谷市桜町1=10セントラルピル3F〉

(橡)唾21未来ｹｱｶ”ジ名古■駅駒校
(中村区楊町21-2鰯2太固と好ﾃﾞｲ”･昨）

塑旦7

、8.7

”､7

雲垣璽釧缶1群丹

輻祖廊212-1鰐弓

壷宜寧掌212-1節号

通個

通也

過侭

(株)ニチイ学泣 …2砲11

株武会社ﾆﾁｲ掌越介窟■■勿怪者研修(通■）
1月生同埼紋宣火･水･土座Bクラス

鋒式会社ニチイ孝釦介里■且麺任者研修(壷垣）
1月生且田敏吏月唾日クラス

樟糞会社ニチイ字画介亜四日型昼巷吾修【壷睡》
8月生皮域紋宣午蘭水･日竃Bクラス

樺式会社ニチイ字句介堕■貝卸任者研修【邑口》
1月生安城“午繭水･日嘔日クラス

18a麺

(内テキスト代1乳1劃

介副こ従事することを鉛豆する10n以上の者､璃習
を含むすべての再狸を自分ひとりの力で受■･遂行
することが可飽な者(母性但塑の企塗.鰹隼1-でL喝

番は陣く）

釦

鋤

釦

鋤

麺Tn.4-31.121

錘104～31.127

塾pQ4－31.1麺

狸、4～31.1錘

31.1錘-31n分

(躍凹、■P布･スクーリング1錘～）

3M銅～31527

(垂ロ、亜己奄1Z型･スクーリング1狸～）

訓.1韮319型

(遍再、酉理布･スクーリング1勢～）

訓.127～3n昼麺

《軍用卸■P布･スクーリング127－

(株)ニチイ学勉圏■紋室
(■螺爾■沢町11者廊一生命･三井住宣噂卜凹博普ル1F）

(棒)ニチイ学並里圃色宣
<■田市梅坪酊6-12毛ニチイケアセンター且田海）

(樺)ニチイ字面固唾室
(安域市控目町宣子垂Uニチイケアｾﾝﾀ一安滋）

錘9麺

、｡和

麺㈲和

範9麺

”壷司212－認

垂寧■可12－…

垂壷宮郡器…

雲画重?ﾛ?-詞7号

通侭

過■

遇侭

五国

(柱〕FF?1 “2罰鋤迦2

未来ケアカレヴジ介屈■貝初任者葺修
記巴閂刈谷2月腫期ｺース

未来ケアカレッジ介厘垂＆卸任者盛修
垂垣凶岐阜2月短期ｺース

未来ケアカレッジ介圃座員初任者咋
垂睡時響古垣四国2月土日コース

宋皐ｹｱｶﾚｯ少介風■且初任宮研修
逼匡国固日市2月土日コース

未豪ケアカレツジ介璽■貝靭任壱

五■財一宮2月平日ｺース
弓修

未豪ケアカレッジ介堕■■靭任者吾修
窺口画名古巳甲酋2月最逼1コース

未来ケアカレッジ介璽■■靭任者吾修
過■倒名古疸四画2回呈唾面コース

(内予
“A“

キスト代 6“》

…

《内テキスト代 6“）

あらかじめ定められた日田に対して.通学する事の
出豪る肴

”

”

釦

釣

釦

鞠

釦

釦.18.10～3 225

”11.10～3 2忽1

錘11.10～． 222

錘11.10-39の麺

”01.10～3122＄

錘11.10～3124

錘11.10～31219

31狸～31.4.18

《軍劇廊■配布･スクーリング型6－

312錘～314.12

<垂町画壇翻布･スクーリング2錘～

釦2郵～31β息

(遥剛咽配布･スクーリング狸3～

釦224-3qe2

(題画厚壁理布･スクーリング224～

31理e～31且18

唾画亜己毎布・スク副ング2銅～）

麺？§～ﾕﾛｮ型

(垂画滝巴毎布･スクーリング窪～）

312麺-31ユ15

1垂印廊亜画布-スクーリングZ釦一》

(棒)E唾1.未来ケアカレッジ刈谷杖
(刈谷市犠町1-10セントラルピル野）

(棒)EEZ1未来ケアカレッジ岐阜枝
(岐阜市東金宝町1-17ムラセピル1F）

(株)圧21未釆ｹｱｶﾚｯジ名古田駅前枚
(中村区椿町21-2第2太困ピﾙﾃ。ｲﾝグ0F〉

(神)EE21素来ケアカレッジ四日市校
(四日市市三采町子15コバヤシピル2F）

一宮華ツ文化センター
(－誠真溺田1-2罰）

(樺)唾21未来ケアカレッジ名古巳駅飼校
(中村区椿町2U翅霧垂囲どﾙﾃ・イガ群）

(棒)垂21未来ケアカレッジ名古且駅繭校
(中村区椿町21-2算ﾜ大国ﾙﾃﾘｨ”群）

、q知

釦.9.20

麺回麺

塑倉麺

、｡”

聾g麺

聾図型

＝語鷺212-200丹

藝範軍鋤2-211号

藷檎鱒212-212号

…窒室2U2冠1”

率福策212-2 14弓

率福第212-2159

稗室璽匡卸12-2109

通伍

過囚

過■

迅画

過■

通■

逼画

《株)フロンティア 唾一閃1=”弱

フロンティア介亜スクール

介頂■貝初任者碍修1月、■週1コース

フロンティア介観スクール
介餌■貝初任肴研修1月短嗣栗中ｺース

“.”

(内テキスト代 43釦）
遷務枚盲修了蔀心身共に■康な方.全ｶﾘｷｭﾗ

ムを相定した日時･咽所で受睡できる方

”

釦

魂Iu8～31.1.18

錘1“－”1328

31.1.21～31急13

(通則原且里布1aa-1.18･スクーリング狸1－〉

31.1.7～31.131

(遥画■■P右10＆～1ZZ8･スクーリング1.7～）

(株》フロンティア研修室1.研修室2

(東区且$-19=8ﾌﾛﾝﾃｨｱピル3F）

（株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ金匹窒
《中村区名駅1=1-1J”ワー名古田森）

（株)フロンティア観修宣
イロ賦皇1-1部フロンティアピル）

鋤920

抑｡”

廼埋■212-2$7号

率招鯵zl2-Z1e号

通侭

逼画

(株)日本値官ｸﾘｴｲﾄ “2認…21

三申掴祉カレッジ介丘■■初任者研修
名古且駅臼紋宣1月生Hｸﾗｽ

三申徳社ｶﾚｯヅ介厘■貝初任者牢
名古■駅蘭依室1月生Aクラス

三中檀社ｶﾚｯグ介匝■日初任呑晋修
■鋼域嗣歓垂1月生Hｸﾗｽ

三申掘祉ｶﾚｯ沙

量田収繭歓宜
訓 E■■初任君研修
月生Aクラス

三の祖祉ｶﾚｯリ制
一宮

国■且初任肴研修
月生Hｸﾗｽ

三●梱祉ｶﾚｯヅ1
岐車駅前紋室

田職貝初任者研修
月生Hｸラス

三●橿祉ｶﾚｯ拶朔
岐阜駅飼敏室

里画日勤任者園修
月生Aクラス

(内テキスト代O脚5》
堂些譽塗智'二色哩1--て出席できる.心身共に恒鷹な

方

銅

詞

釦

釦

鋤

釦

麺

塾Iql5～型1229

弾1QO5～31.14

錘1○15～狸U，麺

鋤.、15～31.”

釦.1“5～31,1.4

錘10.15～釦,02.26

”1qI5～38.14

31.12-郡21

f号自切四画幸陸中塾呈付日よ駒日佳･スクーリング12－）

31.M3～31.428

f阜邑画哩雪竃営申込受付日より3日後･スクーリング0.13
～】

31－12－型29

《浄画哩型理零は申込愛付日よ胸日後･スクーリング1.9-）

31-1_麺～31ふ12

(踊凧且■巴布捻申込畳付日より.日俊･スクーリングI銅
～）

哩ﾛﾏﾛ◆U暫一②、一

(量璽嘩哩P本唾申込受付日より3日後･スクーリング1.10
～）

31.1.9～312.1

(砥用嘩皿妃布娃申込受付日より3日仇･スクーリング12－）

30.1.13-31愚.12

(起用、且田砺は申込受付日よ”B後･スクーリング1.13
－》

三＊橿祉カレッジ羅吉国四画F型
(中村区塞四手1蕊4篤一はせ川ピル2F）

三幸橿社カレッジ且哩寧色喰型
(且櫓市収駒大垂3-52トヨハシセンターピル5F）

三宰檀社ｶﾚｯ沙一君駅飼紋亙
《一百市本町4-1-3ITKピル4F）

三串福祉ｶﾚｯヅ岐阜駅嗣軟吏
《岐阜市盲野町←14三弁生命岐阜駅的ピル3F）

塑雪皿82

"1012

錘IuI2

錘1ul2

錘1Q12

m1qlZ

”､10.12

垂垣宣訓2-221句

率狸軍292-漣29

輻福雛zUZ-垂丹

率福纂21z-ZZ4q

率招第212-2Z縄

率裾第212-型8号

率福猿z1z-錘7号

丑画

過■

過■

逼伍

通値

過値

通侭



寅施播定事象哲 事黛君の蓮鰹竪 研修の名再 受域料 対象名
祭
日

唇
人 ■簸期閃 研修期閃 ■唾･演習の沿所 承箆範行日 承厘香文香番号 観■鰹＄

(鋒)日本歓冑ｸﾘｴｲﾄ 唾ﾛ興酔0鞄I

三串毎祉ｶﾚｯ少介皿■貝初任宙研修
津市軽畳老人ホームペタニヤハウス唾1月生Aクラス

三車拝掻力1‘ツジ
少圭F国溢凸

介厘■貝靭任令研修
＝今回

三申橿祉ｶﾚｯ沙介皿且初任君昏修
名古凪駅蘭歓■2月生Jｸﾗｽ

三幸縞社カレッジ介厘■貝初任令研修
名古巴収前歓室2月生Aクラス

三傘福祉カレッジ介臼■貝初任者日修
西尾せんわん村矢首祖値宣2月生Aクラス

三室福祉ｶﾚｯ沙介且■貝初任宕研修
一理酋敏室2月生Aクラス

三傘樫祉カレヴジ介厘■■物怪室塵讐
一宮F、争宝2月生Jｸﾗｽ

三車纏祉力”ジ介因■貝初任令研修
すいと大垣紋室2月生J”ス

三車橿祉ｶﾚｯ沙介伍■貝初任宮研修
竺圭ﾛ■”命鋒＝Q■唾凹みユ勺

三幸揺祉カレッジ介瓜■貝初任君軒修
鑑古■、酋鋪官3月生Hｸﾗｽ

三車福祉ｶﾚｯヮ介厘■貝初任者研修
■鋼駅萌紋室3月生Hｸﾗｽ

三申福祉ｶﾚｯ沙介璽■貝靭任古田修
岐阜駅ロ｡直3月生iAクラス

三＊福祉カレッジ介亜■日毎任者研修
込

皮目膚駅的軟亜1月生Jｸﾗｽ

三拳纏祉カレフ
東岡亀取薗

ジ介F画口初任轡葺修
唾3月生Hｸﾗｽ

三拳彊祉力”ジ介厘■日初任者葺修
固日市駅酋敏室1月生Aクラス

三車毎祉ｶﾚｯ拶介■n日初任宕研修
四日市駅前紋室1月生Hクラス

三幸揺祉カレッジ介厘■貝初任者研修
四日市叙蘭哩2月生Hｸﾗｽ

三傘檀祉カレッジ介匝■貝初圧省研修
内再申四動拳宣3月生Hｸﾗｽ

…

(内テキスト代 0”鋤
険■､墳日に■唆して出席唾る､心身共I全但璽な

方

釦

釣

釣

釣

麺

釣

画

”

鋤

釦

豹

釦

麺

16

16

18

18

16

16

錘1Q15～ﾕ1.14

鞄IQ85～31.1錘

軸1Q15-31且1

錘1m5-38.浬5

蝉1“5～3M25

錘1Q15～3129

錘1Q15～31エ14

鐸、15－争ロ？ロ

、1015～3Q2型

錘1｡15～31ユア

狸1q15-31.219

錘8Q16～312型

m1Q15－3pz麺

旬⑩』5～31.19

錘80･15～3哩羽

エ1al5～31.14

稗⑰.15-31.14

錘1且15～31且1

釣.1015～313〃

31.1.1Z-31.鯉7

I季璽画画…域申込受付日よりﾕ日倹･スクーリング1.0Z
－）

訓里1～31型

f辱＝、璽画毒睦申垂付日より3日倹･スクーリング21～）

31塁14～31ふ13

《軍勇国璽遍竃は申唾対日より3日雀･スクーリング114
－）

訓？？-315垂

(垂画匝哩毎竃迭申込受付日よ”日後,スクーリング22-）

､11＄～aUさ2

J1ユ17-31〃〃

r毎回画呵拒布!孝申込受付日より3日佳･スクーリング217
－）

和？？5～｡n皐垂

《砥用…竃は申込墨付同より3回α･スクーリ”2麺
～〕

31ユ18～副印璽

《毎■画珂容寒竺申込受付日より3日段･スクーリング218
－】

'号画面璽毎

31鋼～尋1且”

竃は申込径鋪日より｡日些･スクーリング狐一》

31ユ10－31412

『毎画、画画幸睦申込受付日よ駒日後･スーリングユ19
～》

31ふ1～き，母99

rま■匝回亜率壁申塾受付日よ唾日使･ｽｸｰﾘﾝ”1－》

31錘一#岨型

(霧嗣廊率は申込受付日より3日後･ｽｸｰﾘﾝグ狸一》

訓34～81327

(軍翻耳醒奉は申込民付日より3日後･スーリング期一》

f季雪辱哩廻本堂中
－訓豆”

旧よ
－》

り｡日倹･スクーリング唾1

2.212～鯉_42

f窪ご■興っ率唯申込受付日よりJR些・スク副ﾝグュ12
～》

31.1.13-31.4鋤

《毒劇厘且配布は申込受付日より3日彼･スクーリング1．13
－》

f曇筥塑埋毎本ぱ段AW
－訓212

日より.日後･スクーリング0.10
－〕

31ユ14～31ユ

(牽嗣…布は申込受付日より。
~）

12

日伐･スクーリングZ14

31ユ16～314.12

1垂璽画画毎布陛中込受付日より3日後･ｽｰﾘﾝゲｴ18
～》

三串福祉ｶﾚﾌヅ津市唖貸老人*一ムペタニヤハウス敏亙
嘩市量鄙丘詫汁1社会遍祉遥人三■ペタニヤ金■室》

三串祖祉ｶﾚｯ少名古旦画、堂宮
<中村区名駅歩1歩24■一はせ川ピル2F）

三準播祉ｶﾚｯ沙西尾せんわん村倣■
(西尾市矢廿根町■■寺2陽1）

三幸福社ｶﾚｯ沙一宮唾酋堂宣
(一宮市本町4-1-3而睡ル4F》

三車掴社ｶﾚｯ拶すいと大垣邑室

三章橿祉ｶﾚｯゾ名古包賦蘭歓室
(中村区名双手13-24策一はせ川ピル2F）

三申橿祉ｶﾚｯ沙且極駅前栓室
(昼楢市販蘭大通3-52トヨハシセンターピル5F）

三串祖社ｶﾚｯ少岐阜駅酋敏室
(岐阜市吉野町0-14三井生命岐阜駅駒ピル3F）

三傘掴祉ｶﾚｯ謬宣目ご回、F室
《固■幸審牛蜀■2－垂垂ルが）

三拳福祉ｶﾚｯ沙囚圓竃璽蛍争室
(三亙県四日市市麓酋象町瞬スターｱｲﾗﾝドピル4F

“）

錘1Q12

犯1“2

錘1Q12

”10.12

麺1⑪.12

型1回12

和､恥12

麺1Q12

麺qn12

型_1回12

梨OuO2

錘1，12

典Ial2

錘1aUZ

罰1回､12

釦8Q12

卸、12

郵呵,12

鋤-1血12

…写苧?12-麺号

率掴箪21器…

垂哩寧ﾀ12-2銅

噸掴鷺212-2馴号

和文塑酋?12-2.掲

…笹童?嘘･麺丹

垂寧■朝2-四号

率遍■212審号

垂写ゼワ1審…

琴特-212-237号

率招■21影2鉛9

輻掴箆21…号

率犠蒐212-2“

輻掴第212-郡1句

で直軍■”苫2“

…■21歩“3号

率裡箪212-2“号

率掴猿21歩2個号

…揺箪21器Z“号

盃■

通■

遇■

過侭

通■

丑■

丑■

遇■

邑囚

逼伍

通侭

通画

通包

ヨ■

逼画

通■

量■

通■

過個

(株)ニテイ学並 …1216

株垂会社ﾆﾁｲ学、介囚職貝初任者葺修(逼伍
1月生栄敏宜水厘Bクラス

鋒式会社ﾆﾁｲ学釦介風■■初任■畳修(丑■
1月生＆川唾金屋Bクラス

樟式会社ﾆﾁｲ学甸介厘、■初任宮葺修(丑■
1月生竃戸醒火■Bクラス

株式会社ニチイ麺介■■■靭任宥日俸哩国
8月生全曲ご童火木■Bクラス

錘会社ニテイ学は介匝■貝初任君晋修(丑■）
1月生栄粒宣倉月尾日クラス

樺或会社ﾆﾁｲ学趣介厘■貝初任者研修(遍伍）
8月生野鎧色宣土■日クラス

樺式会社ﾆﾁｲ学、介矼■貝初任者研修〈過■
1月生令山や宣日■日クラス

棚…

(内テキスト代 1風1麺

、

ノ

介画邑従竃することを鉛■す碁qB室画卜で､塗己を
含むすべての皿圃を自分ひとりの力で受■･遂行す
る事が司画な巷(金鱈L母性偲里の全め鍵哩_、てい

る方は題できません)．

詞

釣

麺

釦

画

釦

釣

錘1u89-3M週

”1a19-31.1.10

錘1Q19-31.1.14

範1｡19～31.121

錘Iule-31.124

m1Q10～訓.125

鞄10,19～31.120

38.03～314狐

(軍翻疎醒布･スクーリング14-）

31.1.00～3M26

《軍嗣函逗窃･スクーリング1.11-）

31.1.15～314鋤

《牽画配画廻布｡スクーリング ､15-

錘～

字ﾛﾛ垂～加全型

《歪四m■P布･スクーリング 銅～

訓.】麺-30.5.1e

(霊剛厘亘逗布･スクーリング 26～

31.127-31-5麺

(迅剛極■鹿布･スクーリング Z7－

《株》ニチイ学回象値■
(東区東樫1－13－3N駆名古囮鐘逆センターピル12面〉

画
本

学
川

函戸市
（橡)ニチイ学勉五戸唾
共采通6毛1エーシープラザピル2F）

(棒)ニテイ宇竝金山敏宣
《中区金山3-1鄙金山画合ピル蛎》

(株)ニチイ学、単位室
《宜唾笹1-13母N砺名吉田焼遺ｾﾝﾀｰピﾙ1麺）

(株》ニチイ学画野勧働宣
(天白且野並2報野並ピル4F）

《樟)ニチイ学勉金山歓亙
(中区金山1-12-4金山砲台ピル8蘭》

錘OQ12

錘1Q12

m1al2

旬Un1Z

釦ﾛ、,12

錘1ul2

、1012

…鷺21卜24渇

率橿墓21号2軸丹

…■副…

輻犠亜12-…

輻揺瞳212廻喝

輻福、l歩調29

輻祖篤212-2羽9

通画

通伍

逼包

逼伍

通■

通■

逼口

(株)ニテイ学舷 唾■“1－1鱒7

株式会社ﾆﾁｲ学酋介厘■貝初任君研修(過■
1月生名皿鍾窒土厘日クラス

株式会社ニテイ学血介璽■貝初任含研修(丑■
1月生名駅歓童速修(月･水》クラス

“金社ニチイ字面介己■■幼任密吾修(墨旦
1月生半田敏宣日垣Bクラス

鋒式会社ニチイ学麺介煙厘貝初任審晋修唖■）
1月生一斉岱窒月厘日クラス

118”

《内テキスト代15.1動

介■に従事することを結重する16■以上で.漢■を
含むすべてのn超を自分ひとりの力で曇■･遂行す
る事が可飽な■(た鍔1-_母件毎国の介恥解■1-てい

る方は旦璽できません)．

釣

釣

釦

麺

m11.1-31.

錘11.1～31,

錘11.1～訓．

錘11.1～31．

25

29

銅

27

31.咽6～31.al8

(軍劇廊■逗布･スクーリング 20～

31.1“～31ユ27

(重嗣厘丘理布･スクーリング 釦～

30.127～38昌郵

(軍瓢厘■逗布･スクーリング 27-

31.8鍵～訓527

(遥閑匡睡布12錘･スクーリング$巽～》

(株》ニチイ学並名顧岱宣
(中村匿名駅…、鐸垂昼翻ピル6F〉

《株)ニチイ孝睡半田軟宝
(半田市岩湯中町←1回癖厚ピル野》

(株)ニチイ学画一茸岐ロ
(－宜市掌1-9釦■日生命一百ピルが）

麺_”､12

亜8口､12

錘1ql2

聾p⑪､12

麺橿■212割牙

弱寓担■2唯一鱈弱

麺紐箆212-塞毎

輻沮藁21かz579

過句

通■

五画

逼四



実庫指定事纂者 事案省の連絡先 研修の名称 受■料 対象者 再築
人■ ■纂期閥 研修期聞 ■■･演固の増所 承浬鹿行日 承箆香文書巷号 康垂形遡

《橡)プロ方イア “詮鋤1=的錯

フロンティア介因スクール
介皿職且初任者研修2月四週1コース

フロンティア介田スクール
介厩■貝初任者研修2月煙型亀中ｺース

(内テキスト代43釦）
■日歓冑修了■で心身共に己亡な方､全ｶﾘｷｭﾗ

ムを樋定した日時･壇所で受■できる方

釦

”

錘812-312麺

錘O1Z－3 ､124

郡？和－3p＄29

(淫劃晦麺毎布012～Z15．スクーリング220-）

31ユ1～31ユ1

(護国郵回要布112～1z4･スクーリング21～）

(株)フロンティア野修宣1.研惨宜2
(東区凧1-09-6フロンティアピル評》

、ｰヴグーー〃可〃塞宇室

(中村区名駅1-1-1””一名青旦惑）

”1015

鋤1ql5

麺櫨箇訓2-2唾呼

率橿箪212-麺号

通恒

逼侭

(樺)ニチイ学竝 …乏池18

桂式会社ニチイ学趣介厘■貝初任者冒修哩芭）
2月生岡膚歓室土･日竃日クラス

株式会社ニチイ学勉介■■員初任者研修(通ロ）
2月生垂田紋宣金哩日クラス

株式会社ニチイ学酋介■■負初任者日修(通■）
2月生安埋唾室月･土■日クラス

11…

(内テキスト代1al調）

介■に従事することを鉛■する18角画卜の者であ
り､演官を含む全ての風極を自分ひとりの力で受■・
遂行することが司飽な者(ただL･母性侭哩のため≦

軽堅1-ている者は陣｡

釦

釦

釦

錘11.5～3 222

錘115－コ 垂1

錘11s－3f224

如劣麺－38負？&

<遥用扉■配布･スクーリングZ画～）

ユ12垂～訓521

(毒劇画■亜布･スクーリング2.鍾一）

和2毒～33且10

《垂画寧■｡布･スクーリング225～）

(鋒》ニチイ学n日■は画
(■■車宙沢町11毛鷺一生C･三井倖宜也を目■ピル1F〉

《橡)ニチイ孝旬旦銅争宣
(且田市筏坪町俳12毛ニチイケアセンター昼田琴）

(鋒)ニチイ学画田虹は宝
《安穂市砥目町■子麺－1ニチイケアセンター安極）

鋤1ql5

釦EQ15

垂⑩､15

麺桓冨212-期号

弾垂ご■'12-趨9

麺枢鎮212－如号

通働

通伍

豆■

(律)ヘルパースクール･ｶイ 唾=2峰7210

介匝■具初任老憲修尽臣平寧年区2月函

介匝■貝初任肴葺修廊田平一年丘3日哩璽
《テキ

■料
スト代6”

公共■血安定傭I言寧■旦睡を行っている君

鞄

釦

”6213～3MB

31.Ⅱ.15－382弓

訓上1－31“4

31ユ1～38且聖

明駒E蛍ピル4F
(中田箪手2毛）

勢1｡』5

エmls

垂埋■ﾌ12…

垂垣軍912-2”⑭

〔聾咋F金1 …剥罰…

未来ケアカ”ジ介皿貝初任者晋修
垂垣判岐阜3円土日コース

未来ケアカレワジ介■■貝初任心唇修
通■制名古垣画凹3月最厘Iコース

未来ケアカレッジ介亘■巳拘拝臼園修
審但料五戸3月土日コース

未来ケアカレ”介璽■且担任む団修

毎■甸千■3月“ｺース

未来ケアカレ”介璽■■麺任者固修
逼画倒珂谷3月土日コース

未来ケアカレッジ介窟貝初任者研修
乙垣判名古屋唾酋3月平日コース

~“

(内テキスト代 …）

…

(内テキスト代 “鋤）

…

(内テキスト代a4釦）

…

《内テキスト代 a“

闘獅
(内テキスト代 …）

あらかじめ定められた日繊こ対して.遇学する事の
出来る名

駒

鋤

釣

釦

釦

鋤

範哩l0－3ia型

錘1210～31報

垂ﾛ？,10-が？画

麺ﾛ210-313零

梨1Z10-313Z3

麺02.m～コロコ五

訓争詞～｡n.”3

f垂画廊ご容布･スクーリング3聾～》

郡38－割.3型
〃＝、■■－－－‐全 ■■わ＝~令宜－－t

31塁31～31J､14
"一一ー一一一イ■■生 ■■全 一▲乙一▲ ■

31思銅～38426

《至画窟唾豆布｡スクーリング3錘~

31却劉～38J.14

《至繋呼璽辱布。ｽｸｰﾘﾝグﾕZ4～

型_327～31.7.7

(遍嗣鹿己理竃･スクーリング型7－

(梓)匪諏未来ケアｶﾚｯジ岐阜枝
(岐阜市束金室町1－17ムラセピル1円

(樺)圧21未来ケアカレッジ冬枩旦四酋竣
(中村区格町21-2算?士垣ピ野･ｨ”･好）

ー■●写一一一一ケ

（退戸市画藁町11”）
己些込一F一＝一一ぬ .一一1a -g●一＝ｰ

(律>唾21未来ｹｱｶﾚｯ鯵千田枝
(東区貰3-24-2■封=抄ﾔ淀加F》

(律)圧21未来ｹｧｶ”ジ刈谷枝
(刈谷市掻町1－10セントラルピル銅

(株)EE21未来ケアｶﾚｯ拶ら古回哩璽按
(中村区桧町21-2酋?大国ｾﾞ”･ｲﾝｸ鮮）

稗⑩23

錘、詞

範⑩22

麺1回丞

麺皿丞

勢⑩23

＝年■11減71号

壷奎■’1器2花号

麺掴慕212-2万9

亜種麓212-訂4号

麺観繭を12-27甥

亜種鷺212-罰8号

通包

遍伍

通■

通■

丑■

通伍

(妹》ニティ学、 “2割I=1“7

株式会社ニチイ学勉介已融貝初任者研修(丑■
2月生名皿敏室日竃Bクラス

“会社ニチイ字域介蔑■貝初任者恥(通■
2月生名四唾室火屋日クラス

株式金社ﾆﾁｲ学鉱介厘■貝初任者吾修(通四
2月生名駅敏室速修(月･水･金)ｸﾗｽ

棒式会社ニテイ学趣介虐口旦初任巷吾修(逼■
2月生半田敏宣木竃Bクラス

株式会社ニチイ学餓介旗■貝初任者研修《通酋）
2月生一宜垂午前(火･金)クラス

118麺

介価に従事することを希且する16岐以上で､演召を
倉む全ての団観を自分ひとりの力で受■･遂行する
事が可憧な方(ただし.母体侵璽⑳ため岼也1'ている

方は受画できません）

釦

鋤

釦

釦

鋤

範121-3Hク強

鋤.12-1-31上4

亜喧嘩1～31ユ19

麺ゼロ～31錘7

m121-31ユ18

型224～38且16

4重酋軍ご毎布･スクーリング224-

J825～31521

f琴創寧哩画布･スクーリングZ5～）

知り麺－3Uき麺

(牽璽p豆画布･スクーリング2釦～）

382羽～31.旦型

(軍国画ご画布-スクーリング2塑一〉

型219～31B型

〔垂劃迩翻豆布･スクーリング219～）

(株>ﾆﾁｲ学、亀回唾宣
(中村区名駅4-ヶ塑樫乙旦色ピル8F》

(樺)ニチイ掌画早田F室
停田市岩滑中町4-1麺働原ピル誘）

<株)ニチイ学画一ご敏宣
(一宮市栄1令鈎朝日生命一宮ピル2F）

麺1⑪卸

鞄1023

釣?1○23

“1u23
p

釦.1023

垂哩■r1Z-2禰

埋再■?1か…

＝室塑竺⑭12-”1号

麺掴篤212-亟号

…型■212-2鯛号

五侭

通■

通■

通留

通個

(株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ 嘩一鑓1毛蝿5

ﾌﾛﾝﾃｨｱ介匝グループ
介屋ロロ初任者研修3月n画遇1コース

ﾌﾛﾝﾃｨｱ介匝グループ
介塑■且初任者研修3月厘期銭中ｺース

(内テキスト代43釦）
■蘭牧冑修了者で心身共に■康な方

全ｶﾘｷｭﾗﾑを扣定した日時･埆所で受■できる方

麺

鉛

錘11“～31ふ19

釦.11“－3Qワ”

213堂-31.7愚

《雷四m面容布11勢～aU9･スクーリング322-）

郡』4－31328

(雷劇、毎睡寄11抑～2錘･スクーリング34～》

《律)ﾌﾛﾝﾃｨｱ研修直1.研修底2
f車啄泉1-19-8フロンティアピル3F）

、吟ゲジーーグ可〃て丘一三

(中村E名駅1-1-0炉ﾀﾜｰ名古■鞭）

”､11,1

鋤11.1

率揺鷺212-”5号

輻福■212-2密

通恒

遷侭

(棒)ﾆﾃｲ学画 鱒2毛5缶1216

株垂会社ニチイ字酋介固唾員初任者研修(逼口〉
2月生金山唾室速修ｸﾗｽ

株垂会社ニチイ字画介画■貝初任者研修(通知）
2月生翠紋室土慮Bクラス

株式会社ニチイ学竝介■■貝初任者研修(通知）
2月生黒川紋室月火竃日クラス

株式会社ニテイ孝江介厘口旦初任■研修唾迩
2月生五戸値室金竃Bクラス

株式会社ニチイ学並介亜顧貝初任令研修(通知）

2月生野並軟宣月厘Bクラス

株式会社ニチイ学虹介厩■■初任番研修(通知）
を月生金山歓宜水尾日クラス

(内テキ
11a函

スト代 唱1釦）

介伍に従事することを希■する10■以上で.潰日を
含む全ての廊程を自分ひとりの力で受■･遂行する
事が可包な方(ただし､母性毎璽のため群■0'ている

方は受■できません）

釦

鉛

釣

釦

釦

釦

錘1123-31』13

虹1123-31ユ15

虹11型-31ユ17

梨11麺－31221

塾11垂一知ロ，迦

錘11輿～分Q④知

31必14-3哩羽

《垂凹”毎F布･スクーリング214～）

31.＆16-31.u8

津剛厘■配布･スクーリング”6～

31218～30.42コ

軍用廊巳配布･スクーリング2.18-

312型～31.aI4

露嗣厘■配布･スクーリング222-

31225～31.q24

軍国、哩更右･スクーリング型5～

麺？27－31419

密画琿竃窪宅･スクーリング227~

(株)ニチイ学虹金山敏■
(中画合山1-1劃金山算合ピル6曙）

(妹)ニテイ学画栄倣室
〔宣画■準1-1歩3NHX名声■喰遁センターピル12賭）

(株)ニチイ学趣凪川歓室
(北区風川本五2-36）

(樺)ニチイ学面遍戸歓室
(淑戸市共箪通6-21エーシーブラザピル2F）

(株)ニチィ学画野鹸敏宣
(天白区毎世…野重ピルヰ）

<橡)ﾆﾁｲ学蝕金山蛍室
《中欧金GI'1-12乱金山哩會ピル8財）

鋤11.1

釦.11.1

錘11.1

錘11.1

鋤11.1

皿11.1

麺毎■212-267号

輻福鷺21か認8号

垂璽写訓Z-Z”号

麺寧酋，1器2…

輻福■212-”1号

理■刃1器壺号

通値

通恒

過侭

通侭

通位

通画

(－社)日耗ユーマンケアサービス壇会 唾7函=Z7釦
名古■ケアスクール介厘■貝初任宕研修

1月平日コース
“2鞠

(内テキスト代 …）
日本圃での.里ユニケーションが取れる方 ” 錘1M5～抑02浬 錘1.7～3p25

KS名声巳l"ルね1
(中国丸の内2-7-24）

錘11.8 率揺箪21か動5号

パーソナルケアサオート(律》 唾2…0

パーソナ“アカレウジ介画■口初任者碕修
(通■)第誼期

パーソナルケアカレッジ介璽■■初任者研修
【毎位》冨和型

…

(内テキスト代…）

（キャンペーン期因）
16■以上の心身共に恒庫な方

釦

麺

”1狸～314.1

典12ユーュ$B2

31狸-31昼24

(遍尉廊已淫布42.スクーリング急7－）

型Q2～3110塑

《垂璽厚哩豆本93･スクーリング1Q4～》

パーソナルケアカレッジ

《■区■権1-1砂9束ブラザビル評》

錘加心

錘11』

画室埋亜12-麹ｱ号

で宮重重212-2鱒弓

通画

通包



実箆描定事象者 事婁者の速絡先 研修の名称 受顔料 対毎個 寡象
人■ ■無期岡 研修期田 ■位･演冒の唱所 承淫施行日 承距轡文香番号 餌義影B

《梓】唾21 “2叫汁3浬2

素豪ケァカレッジ介瓜■員初任巷研修
毎画倒岡■4月土日コース

禾豪ケアカレッジ介瓜■貝初任肴研修
通■制■川4月平日コース

未来ケアカレッジ介匝■貝初任宮研修
通侭創日逮4月平日コース

未豪ｹｱｶﾚｯ少介厘■貝初任君吾修
逼国斜四日市4月平日コース

未来ケアカレッジ介皿■且初任宕吾修
垂匝倒岐阜4月厘期ｺース

未来ケアカレツジ介厘■貝初任肴研修
聾口甸■尾4月平日コース

未来ｹｱｶﾚｯ拶介厘■貝初任者葺修
郵伍旬刈谷4月短期ｺース

未来ｹｱｶﾚｯグ介璽■■卸任肴研修
五■刷名古田駅飼4月土日コース

未来ケアカレッジ介■■貝初任宥冒惨
五口創冬古pm斡4月■囚Iコース

(内テキスト代6.4駒）

鞘“

(内テキスト代 64鋤》

あらかじめ定められた日租に対して､通学する事の
出来る者

釣

釣

釣

釣

的

鋤

誼

”

功

31.1.10～3 4鋤

31,1.10-3 ､425

31.1.10～3 424

訓.1．10－3 424

30.1.10～31.423

31.1.10-31423

30.1.10-31.422

31.1.10-ﾕ14釦

31.1･10～3M2

。

軍暫画璽
.427～3

1布･スク

,al7

-リング427～

亜創
3

匝回I
､420～3

1布･スク

､8銅

-ﾘﾝゲ426～

3

垂暫mEI

425－．

1布･スク

B型

-リン釦鎚～

3

軍画面迫ロ

4,25～3

噸･スク

,8,亜

-リング425-

．

壷国軍通ﾛ
麺4－．

1布･スク
n.10

-ﾘﾝグ“5～

画鯛
3

厘■1
“4～3

9窃・スク
“I

劫ング424～

31423－ｺ14.18

軍画■亜画布･スクーリン究銅～

31.421-31且4

<遥劇y四厘布･スクーリング421～〉

31型-31.426

(堕画軍埋毎布･スクーリング“～）

(株)唾21未豪ケアカレッジ刈谷校
(刈巻市健町ﾛｰﾛ0-分宮一やシト弓馳ピル3F）

ロマ ■‐‐可 ！■■ ■■■タ■守り■ｰ幸■ー■ ﾛ ■■F

(橡】座21未来ケアｶﾚｯジ千田校
（寮賦塞圭Z一見笛5ｵｰ抵珪･鰹司

画聖市塵金錘

(日遂市折戸町笠寺山鯉-3）

(橡)EEZ1未来ケアカレッジ固日市枚
<四日市市三栄町手15コバヤシピル注）

(株)唾21未来ｹｱｶﾚﾂジ岐阜栓
《唾阜爾宣金室町1－17ムラセピル1F）

(鋒)唾21未来ケアｶﾚｯジ刈谷桂

(株)唾21未来ケァカレッジ刈谷校
(角谷市枝町1-10セントラルピル野〕

《株>EE21未来ケアｶﾚｯヅ名吉田皿酋鎗
(中村区柚町21-2猿，＊国や.ﾙﾃﾞｨ”･銅

犯11.15

皿.11.15

釦,11.15

”､11.15

釣.01.15

錘11.15

錘11.15

m11.15

範,01.15

垂哩学?12-2鈎号

雲迩遠”2-麺9

準極■刃1Z-”1号

垂竺竺21歩亜号

釦高枢擦zlz-麺号

麺福鷺212-期号

麺掘雛21Z-塞号

罰宣寧■分1話麺号

輻祖第212-零7号

ヨ侭

通伍

通伍

過囲

通■

通侭

通画

通曾

通侭

(特穿)かくれんぼ 嘩剴14罰675

かくれんぽ介■■貝要廻国
曇託餌趣2月■■ｺース

かくれんぽ介塑画■己ロ世室
婁託回繊3月側斡ｺース

無料
(テキスト代 a4“） ハローワークにて紹介を受けた宮〈寅堅回動

鋤

駒

塾8213～範12麺

31.1.15～訓:12⑧

312.1-31424

31ユ1～31昼麺

かくれんぼ介面画■■酎敏童名駅校
(中村区名聴1丁目鈎嘗17号笹巳ｾﾞﾕ7F）

漣11.15

”.11.15

垂璽■21歩麺号

雪垂竺?12-麺号

(株)グローﾘｱﾂｩｪ野イーヮン “2－郵趣1U
“会社グローリアツゥェンティーワン

介画■貝初任者畜修■田2月■■ｺース 4麺
箕知纂■用セーフﾃｨﾈｯﾄ対堕画竺《垣亡璽竺》対

a者
釣 錘12.13-漣12銅 30ユ1～31424

(樺)グローリアツウェンティーワン

浅井ｸﾘﾆｯｸ･ハートピアあさいピ丹野 弾18.15 率福纂212-.1喝

(柱)セラム “麹1酢3麺
介遍■貝初任令葺撃理堅
(土岐敏空1”1週1コース）

聞皿

(内テキスト代 alm）
■屈敏冑修了肴で介囚の出来る旬康な心身である

垂
10 麺12,13～31.1.13

3M.17-3159

(璽画和ご口竃邸3．スクーリング1.17～）
(株)セラムセラムケアスクー処士蛍喰璽
(岐阜県土岐市且東亘手釦けあら－ずとき）

虹11.15 ＝寧芭矛1忠.11号 過田

(梓)ニチイ学蝕

…7“Ⅷ

嘩罰1-1輿7

唾会社ニチイ芋越介函■■初任宮厩修(通■）
3月生圏亀依宣金唾日ｸﾗｽ

桂式会社ニチイ字竝介因■貝初任者研修(通働》
3月生昼田は宣火･木･日唖日クラス

棒式全社ニチイ学、介匝■負初任君葺修【吾恒1
3月生安輔は室月･木･金電日ｸﾗｽ

椋式会社ニチイ学口介匝厘貝初任看膏修(通画）
3月生名駅枚亜速修ｸﾗｽ

錘会社ニチイ孝蝕介哩画旦卸任者固俸【垂垣）
3月生名駅唾土竃日クラス

柱式会社ニチイ麺介E■■靭任者冒修琿且）
3月生一宜蝕赤日唾日クラス

樺式会社ニチイ学鐘介匝庫貝靭任右冒修【通坦】
3月生平田種重水■日クラス

11…

(内テキスト代 1a1初）

11…

介■に従事することを希■する16煙画卜の者.湊日
を含むすべての廊圃を自分ひとりの力で受■･遂行
することが可睡な君(母性優厘のため.妊■Lている

者は除く）

”

”

釦

釣

釦

釦

釦

錘唯7～393麺

エ12.7～313型

錘127-.1ユ17

31.1.1-3Ug垂

。 1.1～訓、型

3 1.1-m＄卸

3 1.1～卸､麺

3m？1～31.7.19

窪画、画琿索･スクーリング”1～）

逼剛
岬
地グ”4～

過嗣

4麺

-ﾘﾝグﾕ18-

麺剛
､4釣

-リング3銅～

亜剛
.7釦

-リン殉釦～

2！224～3

季凹型哩画竜･スク
､7.04

-ﾘﾝグ324～

31狸7～訓.724

f垂画画鍾琴布･スクーリングユ27～

(日■市竃況町11奇鋪一生命･三井
F）

主査室生同酋ピル1

(栓)ニチイ学並且頭学童
(豆田市梅坪町←12毛ニチイケアセンター且田涯）

(樺》ニチイ字画安暉⑭壷
(安域市繊目町宜子誕-8ニチィケァセンター安穂）

(棒》ニチイ学曲名匝鍛室
(中村国名“-争濁毎塞昼翻筐必醇）

(棒》ニチイ孝趣一声■壷
(一宮市栄1-俳釦画目生命一宣ピル注）

《鋒)ニチイ字画平田敏窒
(平田市岩滑中町4=1“御厚ピル漆）

錘1M5

、11.15

翼11.15

錘11.15

”UM5

詞.11.15

錘11.15

輕璽垂?1器312号

…璽諏2-313号

率掴戴212-.14号

雲和電剥き31鍔

＝泣訓多訓6号

…鷲212-ｺ17号

牢狸竺訓2-31謁

丑■

五国

通■

通伍

通田

丑■

通画

《－社)日本ﾋｭｰ毎ンケァサーピス色会 唖7“27縄
名古厘ケアスクール介厘■日毎任含唇修

1月士理目コース 祁邸 日本圏でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ邸取れる方 釦 功 1”～31.1.12 31.1.19～31象11 詞.0826 垂竺亡分1主310号

(社)棒極錘全 唾函1-1画1 社会裡祉途人大串毎社会車窒荘介璽ロ日卸任巷研修
…

(内テキスト代 …》
介回禽筏に従事LてL,る君及び凹心のある18■以

上の男女
釦 塑竹2型-31.1.4 31.1必～aq争壷

特別畏厘老人ﾎｰﾑ寛二阜豪荘地壊交麺ぺｰｽ
(電巫小川1-19）

詞.1126 …隼,12… 通包

(株)ニチイ学錘 “酷95審1218

樺式会社ニテイ麺介腫■貝初任者研修《通回
3月生野釣厳古木屋日クラス

桂式会社ニチイ報介厘■貝初任君母修(通目
3月生五戸歓重月軍日クラス

棒式会社ニチイ学酋介■■■初任ご研修(通■
3月生金山歓宝火金電日クラス

“会社ﾆﾃｲ芋竝介匝■貝初任宮日修哩垣
3月生象彼室木■日クラス

桂式会社ニチイ麺介亜貝初任者研修f謁伍）
3月生金山故室日電日クラス

11…

(内テキスト代 1執1麺

介匝に従事することを命■する16■以上で､演日を
念む全ての瓜田を自分ひとりの力で曼璽･遂行する
ことが可低な方(ただし.母性巴里のため墜哩1-てL，

る方は受■で曾寧せん）

釣

鋤

鋤

釦

麺

錘12釦-.1ユ12

型U2釣～31狸4

鞄1画～3m鐸

錘I麺～31狸7

麺哩”－，1画

31忍13～31.7』

(通刷厘■理竃･スクーリングユ13-）

31…～訓.7釣

〔垂旬■ご毎窃･ｽｸｰﾘﾝグﾕ鱈～

争8争郵～31324

〔堅画記ご画布･スクーリングユ麺～

傘nコ魂-31.7.18

(垂軍配聖宅･スクーリング328～

型§31～31.721

(通用皿里布･スクーリング型1－

(橡》ニテイ字趣五戸歓童
(瀬戸市共翠五歩21エーシープラ妃ル2F）

(桂》ニチイ字句か11色宜
(中匿金山0-02割金山垂含筥型4塁》

《妹》＝チイ学酋箪敏童

(東匿宜纏1-1歩3N蛎名古囮姓理セ”一ピル12財）

(律)ニテイ学竝金山敏室

(中区金山1-12割金山舞台ビル6鳶）

錘1125

範.1126

麺.1126

錘11錘

錘11錘

…鷺212一堂1号

率福藁212-亟号

垂哲也ﾜ12-亜号

輻毎徳212-五4号

亟裡■zl壬垂9

通回

通画

通伍

通伍

五画

(株)ユノモ “器7野塾77 妹式会社ユノモ■が任室但侭､聾〔水･金コース）
(内テキスト代5,餌5）

砠童l奪い 鉤 錘ﾛ？型～訓.124
範Q毒－3n．麺

《垂璽、宛画布･スクーリングI鍔～
ヘルパースクールユノモ■が丘校

(名東区田見が丘7■ケ岡冨2明日ピル評）
垂221コ 率穂舞21器漣7号 通屈



密麓塩定事裏者 事重者の重毎隻 研修の名秣 受■料 射象者 ■纂
人■ 寡纂期間 研修期囲 餌■･演習の堪所 承箆箆行日 承麗■文香番号 ■瞳形廼

(株)虹色

●

唖－74…70

ジヤバンホームケアスクール介塵職負初任肴研修
過田平日4月コース

ジャバンホームケアスクール介■■貝初任香研修
、通■平日5月コース

ジヤパンホームケアスクール介匝■貝初任君研修
■■平日7月コース

ジヤパンホームケアスクール介厘■貝初任者固修
通画平日8月コース

ジヤパンホームケアスクール介趨範貝初任者研修
通■平日9月コース

ジﾔバﾝﾎｰﾑケアスクール介座■貝初任者研修
逼画平日10月コース

ジヤパンホームケアスクール介厘■貝初任者頃修
迅画平日8月コース

(内テキスト代a4鞠） 16■以上の心身共に値厘な方

釦

詞

麺

釦

釦

誼

釣

”1215～31ヨ31

範_狸,15～38.4“

勢哩.15～30,釦

”IZ15～31.731

”､12.15～31,a訓

郭12.15～31.9昶

郵12油－31531

31.43～31.4“

(遥剛扉迅逗布･スクーリング4ユー）

31.息1～31.5.鋤

遍剛脚■配布･スクーリング5.1～

31.7.1～31.7鋤

通嗣睡遍巴布･スクーリング刺～

聿皿2－31620

眠□画題P布･スクーリング82～

31‘9.2～訓.9を7

寧堅画巴唾布･スクーリング92～

31.1Q2-31.1Q31

(顛剛扉、逗布･スクーリング102-）

31A1-31②雲

(量画璽画画布･スクーリング鰹～）

ジヤバンホームケアスクール研修会培
(中且■3-1手15CW越ピル3F〉

釦.1Z13

釦.1Z13

鋤.12.13

”1Z13

”・'2.13

釦.1Z13

錘1ユ13

銅高掘■21歩3詑号

麺福鷺212-ｺ”9

…■牙12-…

誼立寧P21Z-尭1号

輕掴輔212-ｺ型号

率祖第212-麺号

垂頃■20歩郵号

通固

通目

通包

通包

通阻

遍包

通画

(特》祖祉サ爺･一トセンターさわやか愛知
逼101m1

…2-47．率3 介■■貝初任日研修露穂（通侭騒式1月コース》 4a皿
介塵桑葛に従事しようとするものまたは介褒を

学習・召得しようとする者
20 ”･alO～31.1.18 31．1.”～31.al6

NInO福祉サ求一トセンクーさわやか愛知
大府山共栄町三TR4ZO･I

H30.7.18 30尾樋“2.15 通個

１
１
雌
郵

福祉の囚
01噸

O錘･里8.7401 (卿福祉の里介■回員初任者研僅通儒四海咽会場 “,幽門 16風以上の心身ともに健康な禄 20 30.11.距～31．1．14 31.1.10-31.3.班
名古圃11ｲ織区六田1J､目18噸福祉の里名古凰濁海鷺豪

所
11釦.10.11 30尾剖即2.泌 通佃

(株）福祉の里
閏1○1皿

0噸･測・7401 (株）檎祉の皿介題画貝初任宥研修通侭鍵西1月金島 “,”門 】6段以上の心身ともに健康な行 18 30.11.20～31.1.28 81.1.29-31.4.9
愛西耐大井町胡、画駆毎地2

愛厚ホーム倖屋鎧 11鋤.10.準 30尾倒卸2,31 通例

㈱
割

コスモス

函11
O“1.睡・2126 株式会社コスモスヘルパ･一スクール低介鷹n回初任打研僅(第18

閉》 ”･幽門
研修趣飲があり、介授する体力を持つ1B璽哩酷

の獄
18 80.12.10～31.4.5 31.4.10～81.7.17

愛知県週戸OIj共柔道－1.目6番ツカモトピルヘルパー
スクール緑

H”.”聖B 30尾嶺“2.32 通学

(有)介裏ライフサ献一卜 O“7.23.7郡3 かいごスクールみんなの家1月コース、 45,m円 16賎以上の心身ともに健康な肴 15 30.127～31．1．11 31.1.13～31.4.21
津島 小

家
町
の

抽
な

字
ん

命
み

切蝿
H30.11.8 鋤尼襖印2.84 遇侭

(胸アパ
鋼】…

ンセライフサポート
05“･52.57” 介■、員初任詞研修名駅通学48期

“皿円

テキスト代9.”円
定住外国人槌其 20 30.12.12～31.1.15 31.1.16～31.7.3

名古厘市中村匿名眠耐1丁間19岳139
AEピル4財

H30.】1.21 30尾砥釦2.35 通学

(銅サン
四!…4

ケア
“碗も46.52“ 陳式会社サンケア介裏固貝初任者研修（第7園》 45,唖F1

10画哩卜.で心身共に健康である日
釦 “clz_理～訓.1.21 31-122～31-m_28

図沢市平鞄町商光坊断町72魯地
サンケアキャリアセンター Ⅱ”.Ⅷ.Z1 釦尾麺釦Z･” 通学

<陶掴社の囚
”101”5

…257401 (妹）擾仕の里介襲a日初任日研修通飼＃ロ井2Ⅱ金田 釦,皿円 16,以上の心身ともに健康な釘 ” ”､1.9～3D:2理 12班～､1.6.狸1
辱日此市東野町宇蔭合植1.2
グリ･一ンパレス秤日井

H釦.】Z6 釦雌掴”･“ 通僧

社福畳牛睡 の5“脚1““ 介凪■員初任打研修第12期 RQ_唖 介区案箇に従事している者又は従事しようとする
君で､16白Cl卜の肴

20 H”12.15-H31331 胴1.4.7～H31且10 特別養厘老人ホームひまわり 胴qll21 加西福171-7号 丑学

樺式会社ﾒｯｸｷｬｯﾂ 函器…画
ケイズスクール介庖■■初任宕晋修

1を月蘭■

興幽円(－麟受瓜生
子キスト代含む）

8…(婁侮画嘩幸

テキスト代含む）

16■以上の心身ともに~匡壷方 釣 錘11.8～312罫 ml2n～3Q，”
ケイズスクール固邑童唾日立〉
受輔ロ昼樋市扇瓦町14－0

亜了31 鈎東福第個一】0

橡式金社ﾒｯｸｷｬｯﾂ 函2－弱勺面

ケイズスクール介厘、貝初任者碍修

2月閲洩

鱒…(－働岳画摩
テキスト代含む）

位…(但堅輯轄学
テキスト代含む）

16重以上の心身ともに■康な方 釦 錘1.7～31.1Z5 31.25～31.424
ケイズスクール唾草幸【室日立）
愛知鳳昼橿市南瓦町14－1

錘61.12 詞東橿冨“－15


