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講習の内容 受講決定のための面談会
講習名 講習会場 講習期間（講習日数）/講習時間 定員 受付開始 面談日時 面談会場（住所は下記記載）

介護職員初任者研修
●1日でも欠席すると修了はできません

龍谷大学
（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月上旬閉講予定 ［35日間］
9：30〜16：30

※講習最終日（11/8）に合同就業説明&相談会開催
19名 6月初旬予定 締切日翌日

面談予定 龍谷大学

※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
※�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または登録証、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。

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 面談日時 面談会場（住所は下記記載）

介護送迎運転者講習
【福祉有償運送運転者講習】
●�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）
●1日でも欠席すると修了はできません
●�受講決定のための面談会にて、運転免許証の確認
を致しますのでご持参ください。

① ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター
（京阪電車�石場駅より南へ徒歩5分：大津市）

6月11日（月）・12日（火）・13日（水） ［3日間］
9：30〜16：00 20名 5月31日（木） 6月4日（月）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

② 滋賀県婦人会館　他
（JR近江八幡駅南口より徒歩10分：近江八幡市）

9月19日（水）・20日（木）・21日（金） ［3日間］
9：30〜16：00 20名 9月7日（金） 9月11日（火）

10：00開始 プエルタ大津

③ エイスクエアSARA北館
（JR草津駅西口より徒歩約3分：草津市）

11月20日（火）・21日（水）・22日（木） ［3日間］
9：30〜16：00 20名 11月9日（金） 11月13日（火）

10：00開始 プエルタ大津

④ ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター
（京阪電車�石場駅より南へ徒歩5分：大津市）

2019年1月29日（火）・30日（水）・31日（木） ［3日間］
9：30〜16：00 20名 2019年

1月18日（金）
2019年

1月22日（火）
10：00開始

シルバー連合会
事務所 会議室

販売スタッフ技能講習
●�販売だけでなく報告書やチラシ・ポップ作成等に
役立つ『パソコン基礎』も学びます

① 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）

6月19日（火）〜6月26日（火） ［土日除く6日間］
10：00〜16：00 20名 6月11日（月） 6月13日（水）

10：00開始
シルバー連合会
事務所会議室

② 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）

2019年2月14日（木）〜2月21日（木） ［土日除く6日間］
10：00〜16：00 20名 2019年

2月5日（火）
2019年

2月7日（木）
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

① 甲賀市シルバー人材センター（予定）
（近江鉄道「水口城南駅」より徒歩15分）

7月23日（月）〜7月27日（金） ［5日間］
10：00〜16：00 15名 7月12日（木） 7月17日（火）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

② エイスクエアSARA北館
（JR草津駅西口より徒歩約3分：草津市）

10月30日（火）〜11月5日（月） ［土日除く5日間］
10：00〜16：00 15名 10月18日（木） 10月22日（月）

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3分：草津市）

7月31日（火）・8月23日（木）・9月25日（火）・
10月16日（火）・11月9日（金）・12月13日（木） ［6日間］

10：00〜15：00
30名 7月18日（水） 7月20日（金）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

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

① びわこ学院大学
（近江鉄道「大学前駅」前：東近江市）

8月20日（月）〜8月24日（金） ［5日間］
9：00〜16：30 15名 8月1日（水） 8月3日（金）

10：30開始 びわこ学院大学

② エイスクエアSARA北館　他
（JR草津駅西口より徒歩約3分：草津市）

8月27日（月）〜8月31日（金） ［5日間］
9：30〜17：00 15名 8月17日（金） 8月21日（火）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

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（火）〜9月6日（木） ［土日除く8日間］
10：00〜16：00 15名 8月20日（月） 8月22日（水）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

観光客ナビスタッフ講習
●�簡単な挨拶（英語･中国語･韓国語）やパソコン入力の基本�
滋賀の主な観光について学ぶ講習

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10日（月）〜9月14日（金） ［5日間］
10：00〜16：00 15名 8月28日（火） 8月30日（木）

10：00開始 プエルタ大津

地場産品販売スタッフ講習
●滋賀県内の食品製造加工販売を学ぶ講習

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）

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（火）〜9月28日（金） ［土日祝除く8日間］
10：00〜16：00

※9時からの見学講習日もあります
15名 9月5日（水） 9月7日（金）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

ガイドヘルパー講習
【同行援護従業者（一般課程･応用課程）】
●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大津駅南口より徒歩1分：大津市）

10月4日（木）・10日（水）・11日（木）・12日（金）・
17日（水）・18日（木）・19日（金）・24日（水）・25日（木）・

26日（金）・11月8日（木） ［11日間］
9：00〜16：00

※講習最終日（11/8）に合同就業説明&相談会開催

20名 9月26日（水） 9月28日（金）
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
【体育施設建設工事予定地遺跡発掘】

① 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）

10月3日（水）・5日（金）・10日（水）
11日（木）・23日（火）・26日（金） ［6日間］

13：00〜17：00
※午前開始・終日の日もあります

20名 9月13日（木） 9月18日（火）
13：30開始 プエルタ大津

② 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12日（月）・13日（火）・14日（水）
19日（月）・20日（火）・21日（水） ［6日間］

13：00〜17：00
※午前開始・終日の日もあります

20名 10月31日（水） 11月2日（金）
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12日（月）〜11月16日（金） ［5日間］
9：00〜16：00 15名 11月2日（金） 11月6日（火）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

マンション管理員技能講習 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）

12月3日（月）〜12月12日（水） ［土日除く8日間］
10：00〜16：00 20名 11月22日（木） 11月27日（火）

10：00開始
シルバー連合会
事務所 会議室

旅館・ホテルスタッフ技能講習

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）

アヤハレークサイドホテル
（JR大津駅前より予約送迎バス有り：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

2019年
1月21日（月）〜2月1日（金） ［土日除く10日間］

13：00〜17：00
15名 2019年 

1月10日（木）
2019年

1月15日（火）
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

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
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大津駅南口改札前右奥ホテルエレベーターで3F※公共交通機関利用
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）※公共交通機関利用

面談会場
住所一覧

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。
※�申込締切日以外の日程が重ならなければ（面談日を含む全ての日程に出席できれば）
資格取得講習以外の講習は重複して受講できます

受講決定について

当連合会の2018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 2018 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
※ 2018 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

シニア対象の
就業支援講習会
◆就業意欲のある方の講習会です（個人的事情や資格取得のみの受講は不可）

無料
講習会

講習の内容 受講決定のための面談会
講習名 講習会場 講習期間（講習日数）/講習時間 定員 受付開始 面談日時 面談会場（住所は下記記載）

要チェック
ですぞ！

申込みされた方はこちらをご確認のうえ
『受講決定のための面談会』にお越しください！

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！



公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会

受付番号 
（記入不要）

2018 年度講習受講申込書 申込日 　　　　年　　　　月　　　　日

希望講習名 講習
講習会場

講習期間 　　  　月　 　日～　　月　 　日
フリガナ 生年月日 年齢 性別

氏　名 年　　月　　日 歳 男  ・  女

住　所
（〒　　　 ―　　　　　　　　　　　）

連絡先
電話 　　　　　　　　　―　　　　　― FAX 　　　　　　　　　　　　　　―　　　　　―

携帯 　　　　　　　　　―　　　　　― ※ FAX をお持ちの方はなるべくご記入ください
◇◆◇ 該当する項目に○印、またはご記入をお願いします ◇◆◇

現在の状況
現在シルバー人材センターに ・・・・・・・・　　入会している　 ・　  入会していない
    （　　　）　いずれ入会を検討
    （　　　）　入会は検討しない

免許・資格 
（お持ちの資格 

全てに〇印）

①普通自動車免許　　②福祉関係 
③保育士　　④教員　　⑤簿記・経理　　⑥情報処理技術者
⑦その他 

申込のきっかけ
①ハローワーク　　②新聞広告　　③シルバー人材センター
④その他 

申込の動機 
（具体的に）

講習終了後

講習後は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　すぐに働ける　 ・　  いずれ働くまたは働く予定はない
   

理由：
例…更にスキルアップしてから働く予定 など…

仕事について ・・・・・・・・・・・・・・・　　週 日程度が良い

 　　 希望の内容・分野：

ご意見・ 
ご希望など

本講習はシルバー人材センター入会・就業を目的としております。また、個人情報の取扱いについては『個人情報保護方針』を公益社団法人滋賀県シルバー
人材センター連合会ホームページ等でご確認ください。なお、個人情報については就業支援等のため、本事業の委託者である厚生労働省滋賀労働局にお
いて使用することがありますので、予めご了承ください。また、滋賀労働局において把握した個人情報について、本事業における就業支援のため、受託
者と共有することがありますので併せてご了承ください。
　　　 上記の取扱いに関して同意いただけましたら
　　　 右のご署名欄にご自署願います（押印は不要） 

　  　　　　　年　　　月　　　日
ご署名 

以下の内容をご確認のうえでお申込ください
□  対象は、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（年間チラシの講習名欄又は各講習リーフレットの詳細案内参照）

□  申込方法は、上記に必要事項をご記入のうえ FAX または郵送で締切日（必着）までにお申込ください 
※締切日以外の日程が重ならなければ（面談日を含む全ての日程に出席できれば）資格取得講習以外の講習は重複受講可能

□  当連合会の 2018 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 2018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
※2018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

公益社団法人 大津市シルバー人材センター
☎077-525-2528

公益社団法人 彦根市シルバー人材センター
☎0749-22-5622

公益社団法人 長浜市シルバー人材センター
☎0749-65-3367

公益社団法人 近江八幡市シルバー人材センター
☎0748-32-1155

公益社団法人 草津市シルバー人材センター
☎077-568-8881

公益社団法人 守山市シルバー人材センター
☎077-583-2727

公益社団法人 栗東市シルバー人材センター
☎077-552-4001

公益社団法人 甲賀市シルバー人材センター
☎0748-63-0872

公益社団法人 野洲市シルバー人材センター
☎077-586-2333

公益社団法人 湖南市シルバー人材センター
☎0748-72-6835

公益社団法人 高島市シルバー人材センター
☎0740-36-8191

公益社団法人 東近江市シルバー人材センター
☎0749-45-3422

公益社団法人 米原市シルバー人材センター
☎0749-55-0495

公益社団法人 日野町シルバー人材センター
☎0748-52-8911

公益社団法人 竜王町シルバー人材センター
☎0748-58-8080

公益社団法人 愛荘町シルバー人材センター
☎0749-37-8277

豊郷町シルバー人材センター
☎0749-35-4606

甲良町シルバー人材センター
☎0749-38-2000

公益社団法人 多賀町シルバー人材センター
☎0749-48-8128

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

シルバー　滋賀 検索

ちょっとした仕事
シルバー人材センターに

おまかせください！
滋賀県
シルバー人材センター連合会
啓発キャラクター
なまひげ先生®

＜切り取り線＞

公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会
（〒520-0054 大津市逢坂1丁目1番1号ホテルテトラ大津3階）
電話 077-525-4128  FAX 077-527-9490
ホームページhttp://www.sjc.ne.jp/shigapref/

【お問合せ・お申込先】
（平日8:30～17:00）

チェック□ 
してみてね！
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シルバー人材センターに入会ご希望の方はお住いの地域
（左記：滋賀県内19ヶ所）のセンターにお気軽にお問い合わせください。会員募集中


