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お申込みの受付は
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 申込条件は①遠隔地研修による該当講義映像の視聴

②実技研修の両方が

 受講決定通知は受講料のお支払いが確認後、随時、

 申込みは先着順とします。定員になり次第締め切りとさせて頂きます。
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◎◎◎◎実技研修実技研修実技研修実技研修    

申し込まれた研修会場に集合して受講していただきます。 

表の締切日は定員に余裕のある場合の「最終締切」です。 

手話通訳士現任研修（2 日間） 

回 場所 実技研修開催日程 会場名 
最終締切 

(先着順) 

第 2回 岐阜 9月 23日（土）～24日(日) 県民ふれあい会館(岐阜市) 8月 15日(火) 

第 3回 広島 11月 18日(土)～19日(日) 広島市内予定 9月 15日(金) 

第 4回 山梨 1月 13日（土）～14日（日） 
山梨県福祉プラザ 

(甲府市) 
10月 31日(火) 

手話通訳者現任研修（2 日間） 

回 場所 実技研修開催日程 会場名 
最終締切 

(先着順) 

第 2回 東京 10月 21日(土)～22日(日) 調整中 8月 31日(木) 

第 3回 北海道 1月 20日（土）～21日（日） 
北海道立道民活動センター（か

でる 2.7）(札幌市) 
11月 24日(金) 

第 4回 福岡 2月 10日（土）～11日（日） 調整中 11月 30日(木) 

手話通訳者現任研修【手話通訳士試験対策】（1 日間） 

回 場所 実技研修開催日程 会場名 
最終締切 

(先着順) 

第 2回 石川 8月 6日（日） 
石川県社会福祉会館 

(金沢市) 
7月 27日(木) 

第 3回 栃木 8月 27日（日） 
東那須野公民館 

(那須塩原市) 
7月 27日(木) 

第 4回 福岡 9月 18日（月・祝） 
クローバープラザ 

(春日市) 
7月 27日(木) 

                                             

【講義について】 

1.ホームページアップについて 

①手話通訳者現任研修【手話通訳士試験対策】…8 月中旬 

②手話通訳士現任研修…9 月中  

③手話通訳者現任研修…9 月中  

※確定時期については受講決定通知でご案内します。 

  2.講義の質問等については回答が遅くなる場合やお答えができない場合があります。 

 

【お問い合わせ先】 

研修内容:社会福祉法人全国手話研修センター 人材養成課 

Mail:jinzai2@com-sagano.com/TEL:075-873-2646/FAX:075-873-2647 

申し込み/視聴方法:障害者放送通信機構カスタマーセンター(平日 10:00～17:00) 

TEL:06-4801-9316/FAX06-4801-9730 


