求職者支援訓練説明会の開催

佐賀労働局求職者支援室

～あなたの再就職を応援します !!～

説明会への参加をお勧めする方･･
○ 職業訓練で、何を勉強するか知りたい方
○ 職業訓練で、どんな資格が取れるのか知りたい方
○ 職業訓練を受けるか悩まれている方 など
求職者支援訓練について知りたい方は、ぜひご参加下さい。
◎ 説明会の内容等
説明会では、参加者全員が一緒に説明を受ける、又は、施設担当者から個別に
説明を受ける（個別面談方式）ことで行います。
◎ 説明会開催場所・日時（時間は予定の時間です）
※ 各ハローワークの電話番号は最後のページをご覧ください

☆ ハローワーク唐津 ２階会議室（唐津市熊原町３１９３）
◆ 平成２５年１１月２８日（木）13 時 30 分～15 時 20 分
◆ 平成２６年 １月２１日（火）13 時 30 分～15 時 30 分
☆ ハローワーク武雄 ２階会議室（武雄市武雄町大字昭和３９－９）
◆ 平成２５年１２月 ２日（月）13 時 30 分～14 時 40 分
◆ 平成２５年１２月２６日（木）13 時 30 分～14 時 40 分
☆ ハローワーク伊万里 ２階会議室（伊万里市立花町通谷 1542－25）
◆ 平成２５年１２月２４日（火）13 時 30 分～15 時 30 分
☆ ハローワーク鳥栖 ２階会議室（鳥栖市東町１丁目１０７３）
◆ 平成２５年１１月２６日（火）13 時 30 分～15 時 40 分
☆ ハローワーク鹿島 ２階会議室（鹿島市高津原二本松３５２４－３）
◆ 平成２５年１２月 ３日（火）13 時 30 分～14 時 50 分

参加を希望される方は、各ハローワークの職業訓練担当
窓口までお申し出（電話でのお申込みも可）ください 。

職業訓練施設の担当者が、直接、職業訓練の内容等を説明いたします。

※ ハローワーク佐賀（３階会議室（佐賀市白山２丁目１－１５）
）においては、求職
者支援制度に係る説明及び訓練実施施設担当者との個別面談方式による説明会を別
途開催いたします。開催日時は、平成２５年１１月１８日（月）
、１１月２５日（月）
、
１２月４日（水）
、１２月１０日（火）
、１２月１６日（月）
、１２月２５日（水）の
１３時３０分から（１月以降も順次開催）となっています。
参加実施施設や１月以降の開催日時等は、ハローワーク佐賀（℡0952-38-5252）
職業訓練担当窓口にお問い合わせください。

----- 説明会への参加施設は、次のページをご覧ください。-----
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251118 佐賀労働局求職者支援室

説明会参加予定訓練施設一覧
（※ 参加訓練施設は、一部変更となることがあります。時間は予定の時間です。）

今回は、平成２６年１月～平成２６年３月開講コースの説明会です。
① ハローワーク鳥栖 平成２５年１１月２６日（火）13：30～16：00 開催分
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

パソコン簿記基礎科

有限会社 グローバルコア鳥栖教室

鳥栖市

コールセンタービジネス・パソコン科

とす市民活動ネットワークまなびや

鳥栖市

医療・調剤事務科

九州国際情報ビジネス専門学校

佐賀市

総合医療事務育成科

日本医療事務協会佐賀校

佐賀市

介護職員初任者研修科

せいわジョブカレッジ

佐賀市

介護職員研修・パソコン科

佐銀コンピュータサービス㈱日の出営業所

佐賀市

ネイリスト養成科

エッジ国際美容学校

佐賀市

ネイリスト養成科

安永トレーニングセンター

小城市

② ハローワーク唐津 平成２５年１１月２８日（木）13:30～15:20 開催分
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

ビジネスパソコン基礎科

唐津ビジネスカレッジ

唐津市

簿記・パソコン・法務総合事務育成科

有限会社 近代学舎 浜玉教室

唐津市

総合医療事務育成科

日本医療事務協会佐賀校

佐賀市

介護職員研修・パソコン科

佐銀コンピュータサービス㈱日の出営業所

佐賀市

ネイリスト養成科

安永トレーニングセンター

小城市

エステティックネイリスト科

株式会社 スタイロジャパン佐賀

唐津市

③ ハローワーク武雄 平成２５年１２月 ２日（月）13;30～14:40 開催分
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

ネイリスト養成科

安永トレーニングセンター

小城市

ネイリスト養成科

エッジ国際美容学校

佐賀市

医療・調剤事務科

九州国際情報ビジネス専門学校

佐賀市

介護職員研修・パソコン科

佐銀コンピュータサービス㈱日の出営業所

佐賀市

----- １２月３日以降の説明会への参加施設は、次のページをご覧ください。-----

251118

④ ハローワーク鹿島 平成２５年１２月 ３日（火）13:30～14:50 開催分
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

ネイリスト養成科

安永トレーニングセンター

小城市

ネイリスト養成科

エッジ国際美容学校

佐賀市

介護職員研修・パソコン科

佐銀コンピュータサービス㈱ 日の出営業所

佐賀市

医療・調剤事務科

九州国際情報ビジネス専門学校

佐賀市

総合医療事務育成科

日本医療事務協会佐賀校

佐賀市

⑤ ハローワーク伊万里 平成２５年１２月２４日（火）13:30～15:30 開催分
※ 訓練実施施設と個別に面談を行い、説明を受けたり質問をします。
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

ビジネスパソコン基礎科

有限会社 イー・エム・エー

伊万里市

簿記・パソコン・法務総合事務育成科

有限会社 近代学舎 浜玉教室

唐津市

総合医療事務育成科

日本医療事務協会佐賀校

佐賀市

ネイリスト養成科

安永トレーニングセンター

小城市

⑥ ハローワーク武雄 平成２５年１２月２６日（木）13:30～14:40 開催分
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

ビジネスパソコン基礎科

有限会社 イー・エム・エー

伊万里市

総合医療事務育成科

日本医療事務協会佐賀校

佐賀市

介護職員研修・パソコン科

佐銀コンピュータサービス㈱日の出営業所

佐賀市

ネイリスト養成科

安永トレーニングセンター

小城市

⑦ ハローワーク唐津 平成２６年 １月２１日（火）13:30～15:30 開催分
※ 訓練実施施設と個別に面談を行い、説明を受けたり質問をします。
訓練科名

訓練実施施設名

実施施設所在地

簿記・パソコン・法務総合事務育成科

有限会社 近代学舎 浜玉教室

唐津市

ビジネスパソコン基礎科

有限会社 イー・エム・エー

伊万里市

参加を希望される方は、各ハローワークの職業訓練担当窓口までお申し出
（電話でのお申込みも可）ください。
◎ 各ハローワークの連絡先
☆ ハローワーク唐 津
☆ ハローワーク武 雄
☆ ハローワーク伊万里
☆ ハローワーク鳥 栖
☆ ハローワーク鹿 島

電話番号
電話番号
電話番号
電話番号
電話番号

０９５５－７２－８６０９
０９５４－２２－４１５５
０９５５－２３－２１３１
０９４２－８２－３１０８
０９５４－６２－４１６８

