
公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会開催　高齢者活躍人材確保育成事業

講 習 会 の ご 案 内
お申込後は日程をご確認のうえ『受講決定のための面談会』にお越しください！『説明会＆面談会＆スマホセミナー』で面談をすませておくと、それ以降お申込の講習会別面談会は参加不要 !

開催月 講習名 講習会場 講習期間 ( 講習日数 )　/　講習時間 定員 申込締切 受講決定のための面談会 面談会場 ( 住所は下記記載 )

6
月

介護送迎運転者講習①
⃝【福祉有償運送運転者】資格取得を目指す　　　
⃝普通自動車運転免許のある方対象講習
　（過去2年以内に免許停止処分を受けていない方対象）
⃝面談時、運転免許証にて本人確認　　　　
⃝1日でも欠席すると修了はできません

ピアザ淡海
　滋賀県立県民交流センター   他

（京阪電車 石場駅より南へ徒歩5分：大津市）

6月5日（水）・6日（木）・7日（金）
 ［3日間］

 9:30~16:00
20名 5月24日（金） 5月28日（火）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

7
月

介護職員初任者研修
⃝最終日（11/14）に合同就業説明＆相談会開催　　　
⃝1日でも欠席すると修了はできません　　　
⃝詳細は講習毎のリーフレットまたはホームページを
　ご覧ください

龍谷大学　瀬田学舎
（JR瀬田駅南口よりバス約8分:大津市）

7月上旬開講予定~11月中旬閉講予定 
 ［35日間］

9:30~16:30
19名 6月中旬

予定
6月下旬

締切日翌日
面談予定

龍谷大学 瀬田学舎
REC211会議室

⃝本人確認が必要。受講決定のための面談会に、いずれかを持参㋐運転免許証、㋑健康保険証、㋒年金手帳、㋓在留カード、㋔住民基本台帳カード、㋕パスポート、㋖運転免許以外の国家資格等の免許証又は登録証、 ㋗戸籍謄本・戸籍抄本もしくは住民票
⃝介護職員初任者研修は①日程により、土・日・祝祭日開催の日もあります。また会場が変更になる場合もあります　 ②講義、実技、実習の全課程を修了し、その後に実施する修了認定試験の結果により、修了証明書を交付します。　
   ③実習先の施設により健康診断が必要な場合があります
⃝実際の施設での訪問介護実習・施設介護実習・デイサービスセンター実習があります。施設や日程は開講後に決定するため、別講習と重複して受講の場合は『介護職員初任者研修 実習日』を優先での受講となります。

パソコン初級講習 シルバー連合会事務所会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分：大津市）

7月9日（火）~7月18日（木）
［土日祝日除く7日間］

10:00~16:00
20名 7月1日（月） 7月3日（水）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

ガーデニングスタッフ技能講習 
⃝寄せ植えや種まきを体験しながら園芸を学ぶ講習

エイスクエアSARA北館 
（JR草津駅西口より徒歩約8分:草津市）

7月30日（火）・8月20日（火）
9月17日（火）・10月30日（水）
11月26日（火）・12月13日（金）

［6日間］
10:00~15:00

40名 7月19日（金） 7月23日（火）
10:00開始

シルバー連合会
事務所 会議室

8
月

生活支援サービス従事者講習
⃝【介護予防・日常生活支援総合事業における
　「基準緩和型訪問 サービス従業者向け研修」】　　　
⃝家事援助など生活支援について学ぶ講習　　　
⃝資格取得のための講習ではありません

びわこ学院大学
（近江鉄道「大学前駅」前:東近江市）

8月5日（月）~8月9日（金）
［5日間］

9:00~16:30
15名 7月25日（木） 7月29日（月）

※11:00開始 びわこ学院大学

オフィスクリーニング技能講習
　　　　　　  プラス 整理収納
⃝お掃除の基本やコツを学び、整理収納も学べる講習

シルバー連合会事務所会議室　他
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

8月28日（水）~9月6日（金） 
［土日除く8日間］

10:00~16:00
15名 8月20日（火） 8月22日（木）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

9
月

観光客ナビスタッフ講習
⃝簡単な会話（英語・中国語・韓国語）や滋賀の
　主な観光についてグループワークなどで学ぶ講習

シルバー連合会事務所会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

9月9日（月）~9月13日（金） 
［5日間］

10:00~16:00
30名 8月23日（金） 8月27日（火）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

地場産品技能講習
⃝滋賀県内の地場産品（食品製造加工販売なども含む）
　について学ぶ講習　　　
⃝9時からの見学講習日や、終了が17時を過ぎる場合
　もあります

シルバー連合会事務所会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

その他各実技講習場所
（湖南地域　※全員でバス移動）

9月18日（水）~9月30日（月）
 ［土日祝除く8日間］

10:00~16:00
15名 9月9日（月） 9月11日（水）

10:00開始
プエルタ大津

会議室

10
月

ガイドヘルパー講習
【同行援護従業者（一般課程・応用課程）】
⃝最終日（11/14）に合同就業説明&相談会開催　　　
⃝視覚障害の方の外出支援をするための講習　　　
⃝1日でも欠席すると修了はできません

シルバー連合会事務所会議室　他
（JR大津駅より徒歩1分:大津市）

10月3日（木）・9日（水）・10日（木）11日（金）・16日（水）・17日（木）
18日（金）・23日（水）・25日（金）・31日（木）・11月14日（木）

［11日間］
9:00~16:00　

20名 9月20日（金） 9月24日（火）
10:00開始

シルバー連合会
事務所 会議室

遺跡発掘技能講習①
⃝午前開始・終日の日もあります

滋賀県立安土城考古博物館　他
（JR安土駅より徒歩25分:近江八幡市）

10月8日（火）・9日（水）・10日（木）
16日（水）・17日（木）・18日（金）

 ［6日間］
13:00~16:00

20名 9月27日（金） 10月1日（火）
※14:00開始

安土城
考古博物館

11
月

遺跡発掘技能講習②
⃝午前開始・終日の日もあります

滋賀県埋蔵文化財センター　他
（JR瀬田駅南口よりバス約8分で徒歩約5分:大津市）

11月6日（水）・7日（木）・8日（金）
19日（火）・20日（水）・21日（木）

 ［6日間］
13:00~16:00

20名 10月25日（金） 10月29日（火）
10:00開始

シルバー連合会
事務所 会議室

警備技能講習 シルバー連合会事務所会議室　他
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

11月18日（月）~11月22日（金）
［5日間］

 9:00~16:00
15名 11月7日（木） 11月11日（月）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

12
月

介護送迎運転者講習②
⃝【福祉有償運送運転者】資格取得を目指す　　　
⃝普通自動車運転免許のある方対象講習
　（過去2年以内に免許停止処分を受けていない方対象）
⃝面談時、運転免許証にて本人確認　　　　
⃝1日でも欠席すると修了はできません

エイスクエアSARA北館 
（JR草津駅西口より徒歩約8分:草津市）

12月10日（火）・11日（水）・12日（木）
 ［3日間］

9:30~16:00
20名 11月29日（金） 12月3日（火）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

DIY技能講習
⃝木工・網戸 障子 襖張替について学ぶ講習

エイスクエアSARA北館 
（JR草津駅西口より徒歩約8分:草津市）

12月16日（月）~12月20日（金） 
［5日間］

10:00~16:00
20名 12月5日（木） 12月9日（月）

10:00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

1
月 旅館・ホテルスタッフ技能講習

びわ湖花街道
（JRおごと温泉駅東側より送迎バス有り:大津市）

琵琶湖グランドホテル
（JRおごと温泉駅東側より送迎バス有り:大津市）

クサツエストピアホテル
（JR草津駅西口より徒歩3分:草津市）

びわ湖大津プリンスホテル
（JR大津駅北口駅前よりシャトルバス有り:大津市）

シルバー連合会事務所会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

※講習日により会場を移動

2020年
1月20日（月）・22日（水）・27日（月）・29日（水）
2月3日（月）・5日（水）・6日（木）・7日（金）

［8日間］
10:00~16:00

15名 2020年
1月9日（木）

2020年
1月14日（火）
10:00開始

シルバー連合会
事務所 会議室

2
月

パソコン中級講習
⃝簡単な文字入力ができる方対象

シルバー連合会事務所会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

2020年
2月10日(月）~2月19日(水）

［土日祝日除く7日間］
10:00~16:00

20名 2020年
1月28日(火）

2020年
1月30日(木）
10:00開始

シルバー連合会
事務所 会議室

※介護職員初任者研修以外の講習は、土日祝祭日を除く、平日に実施します

シルバー人材センターについての 説明会 ＆ 講習会のための 面談会 ＆ スマートフォン（アンドロイドスマホ限定）をお持ちの方対象 アンドロイドスマホでのアプリ（L
ラ イ ン
INE・G

グ ー グ ル
oogle m

マ ッ プ
ap）の初歩的な使い方とその他アプリのお知らせなど

講習会場 日時 定員 受付開始 申し込み方法 当日の予定
大津開催【シルバー連合会事務所会議室】　 5月24日(金)　10:00~15:00 30名 5月20日(月)

10:00~
受付開始

本セミナーのみ先着順です
⃝電話申込に限る（TEL:077-525-4128）
⃝�募集期間はセミナー前日までの間の10~17時（土日除く。※彦根会　

場は6/14まで）ですが、先着順のため定員になり次第受付終了

9:40~　受付(参加票記入)
10:00~ 説明会・面談会（1人ずつ面談）
12:00~13:00　昼休憩 

（各自ご準備ください。会場内も飲食可能です）
13:00~15:00［終了予定］ スマートフォンセミナー

草津開催【エイスクエアSARA北館　多目的ホール】 6月11日(火)　10:00~15:00 50名
彦根開催【彦根市民会館】 6月17日(月)　10:00~15:00 40名
※滋賀県内にお住まいのおおむね60歳以上でスマートフォン(アンドロイドスマホ限定)をお持ちの方(当日ご自身の端末をお使いいただきます)及び上記日程のいずれかの日に参加できる方で、右上記載『当日の予定』全ての内容を受講できる方対象

公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会
☎077-525-4128  Fax. 077-527-9490

〒520-0054  大津市逢坂1丁目1番1号ホテルテトラ大津3階

検索
http://www.sjc.ne.jp/shigapref/

エイスクエアSARA北館2階多目的ホール・・・ 草津市西渋川1-23-1 SARA北館２Fエディオン売場奥（JR草津駅西口より徒歩約８分）※朝は営業時間前のため必ず裏入口から会場へお越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お車の場合はSARA北館屋上駐車場のみ無料処理可能なため駐車券をお持ちいただき、裏入口からお越しください（当日は裏入口にてご案内致します）
彦根市民会館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・彦根市尾末町1-38（JR彦根駅より徒歩8分）※駐車場は数が無く周辺有料駐車場（自己負担）のため公共交通機関でお願いします
龍谷大学　REC211会議室・・・・・・・・・・・・・・・・・大津市瀬田大江町横谷1-5(JR瀬田駅南口よりバスで8分)※車でお越しの方は、正門にて「介護職員初任者研修 受講決定のための面談会」に参加の旨伝え、所定の手続きの後、駐車場をご利用ください
びわこ学院大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東近江市布施町29(近江鉄道「大学前駅」前)※車でお越しの方は大学所定の駐車場をご利用ください
安土城考古博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・近江八幡市安土町下豊浦６６７８（JR安土駅より徒歩25分の他 コミュニティバス有り。車でお越しの方は名神［竜王ICまたは八日市IC］より30分、蒲生SICより25分。博物館駐車場をご利用ください）
シルバー連合会事務所 会議室・・・・・・・・・・・・・・大津市逢坂1-1-1(ホテルテトラ大津3F)JR大津駅南口ホテルエレベーターで3F※駐車場がなく隣接市営有料駐車場（自己負担）のみ。大変混み合うため、公共交通機関をご利用ください
プエルタ大津会議室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大津市逢坂1-1-1(ＪＲ大津駅南口より徒歩1分)※駐車場がなく隣接市営有料駐車場（自己負担）のみ。大変混み合うため、公共交通機関をご利用ください

対象者

おおむね60歳以上で 
滋賀県内在住の方

各講習別必要要件もご確認ください
（上記講習名欄に記載）

受講料

無料
（会場までの交通費、 
昼食代等は自己負担）

申込方法と申込先
郵送またはFAXにてお申込み下さい（電話申込不可）

裏面の「講習受講申込書」に必要事項を記入し、公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合
会へ締切日（必着）までにお申込ください（「講習受講申込書」及び日程詳細等はお近くのハロー
ワーク・シルバー人材センター・連合会事務所にもあります。また、ホームページの資料ダウンロー
ドにある「講習受講申込書」を印刷してお使いいただけます。

（以前に修了されている講習 ( 同じ講習名のもの ) は再度受講はできませんのでご了承ください）

受講決定について
当連合会の2019年度開催講習にお申込の際は、締切後におこないます『受講決定のための面談会』に必ずお越しください

（面談会に関するご連絡はしませんので会場・日時等ご確認のうえ面談開始時間 5 分前までに直接面談会場にお越しください。※筆記具持参）
※① 2019 年度当連合会実施講習会に初めてのお申込にもかかわらず面談会に来られない場合
　② 面談会にて申込動機・出席予定状況など伺ったうえで、お申込の講習の受講趣旨に沿わないと判断した場合、

これら①・②については、受講をお断りすることがありますのでご了承ください
※ 2019 年度内に一度でも面談会に来られた方は、それ以降お申込の際の面談会には参加不要です

※ 当日はスマートフォン　
（アンドロイドスマホ）　　
充電器・筆記用具等・昼食が　
必要です

シニア
対象の 講習会無料

詳しくは
ホームページを
見てね！

まだまだ学びますぞ！

資格取得を
目指す
講習会！

資格取得を
目指す
講習会！

資格取得を
目指す
講習会！

資格取得を
目指す
講習会！
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説明会・
面談会場
住所一覧


