
講 習 会 の ご 案 内
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 )

介護送迎運転者講習
●【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

① 滋賀ビル９階会議室 
（JR大津駅北口より徒歩１分：大津市）

7月15日(水)・16日（木）・17日(金)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 7月3日（金） 7月7日（火）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８分：草津市）

8月25日(火)・26日(水)・27日(木)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 8月17日（月）8月18日（火）連合会事務所 会議室

③ ひこね燦（サン）ぱれす
（JR南彦根駅西口より徒歩８分：彦根市）

12月15日(火)・16日(水)・17日(木)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 12月7日（月）12月9日（水）ひこね燦（サン）ぱれす

④ 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）

2月9日(火)・10日(水)・12日(金)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 1月29日（金） 2月2日（火） プエルタ大津

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
（JR大津駅より徒歩1分：大津市）

10月1日(木)・2日(金)・6日(火)・8日(木)
9日(金)・15日(木)・16日(金)・21日(水)・23日(金)

29日(木)　［10日間］
9:00~16:00　

12名 9月18日（金）9月24日（木）連合会事務所 会議室

生活支援サービス従事者講習プラス整理収納
●【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）

9月1日(火)・2日(水)・3日(木)
7日(月)・8日(火)・9日(水)　［6日間］

9:00~16:30
15名 8月19日(水) 8月21日(金) びわこ学院大学

介護技術ブラッシュアップ講習 
【介護資格取得者のための介護技術おさらい講習】
●初任者研修以上資格取得者対象

① 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28日(火)・29日(水)・30日(木)・31日(金)　［4日間］
10:30～16:30 16名 7月16日（木）7月20日（月）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８分：草津市）

12月1日(火)・2日(水)・3日(木)・4日(金)　［4日間］
10:30～16:30 16名 11月20日（金）11月25日（水） プエルタ大津

初めての手話講習
【手話奉仕員入門課程】
●手話未経験の方対象講習
●手話奉仕員入門課程に定められた日常会話に必要な手話の習得を目指す

プエルタ大津会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分：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）

9月4日(金)・7日(月)・11日(金)・14日(月)・18日(金)・25日(金)・28日(月)
10月5日(月)・7日(水)・12日(月)・14日(水)・19日(月)・26日(月)

11月11日(水)・18日(水)・20日(金)
12月7日(月)・10日(木)・14日(月)・16日(水)　［20日間］

10:00~12:00

18名 8月25日(火) 8月28日(金) プエルタ大津

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29日(水)・30日(木)
8月4日(火)・5日(水)・6日(木)・7日(金)　［6日間］

10:00~16:00
12名 7月20日（月）7月22日（水）連合会事務所 会議室

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）

12月8日(火)・9日(水)・10日(木)・11日(金)
15日(火)・16日(水)　［6日間］

10:00~16:00
12名 11月26日(木）11月30日(月) プエルタ大津

MOS検定対策講習　ワード編　
● Word基本操作(右揃えや中央揃え・フォントの種類やサイズ変更・文字の色変更・　
ページ設定ができる)のできる方

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）

1月26日(火)・27日(水)・28日(木)・29日(金)
   2月1日(月)・2日(火)［6日間］

10:00~16:00
12名 1月15日(金) 1月19日(火) 連合会事務所 会議室

MOS検定対策講習　エクセル編　
● Excel基本操作(簡単な計算式(四則演算)・オートフィル・基本の関数（SUM・AVERAGE・
COUNT・MAX・MIN・罫線を引いて表形式にすることができる）のできる方

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）

2月12日(金)・15日(月)・16日(火)
17日(水)・18日(木)・19日(金)　［6日間］

10:00~16:00
12名 2月3日(水) 2月5日(金) 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）

10月28日(水)・11月2日(月)・4日(水)
5日(木)・9日(月) 　［5日間］

10:30~16:00
20名 10月20日(火) 10月22日(木) 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21日(火)・8月19日(水)・9月15日(火)・10月20日(火)
11月10日(火)・12月22日(火)　［6日間］

10:30~15:30
26名 7月10日（金）7月14日（火） プエルタ大津

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
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

8月26日(水)・27日(木)・28日(金)・31日(月)・9月1日(火)
2日(水)・3日(木)・4日(金)　 ［8日間］

10:00~16:00
12名 8月18日（火）8月20日（木）連合会事務所 会議室

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）

11月24日(火)・25日(水)・26日(木)・27日(金) 　［4日間］
10:00~16:00 12名 11月11日（水） 11月13日（金）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）
その他各実技事業所（湖南地域　※全員バスで移動）

9月16日(水)・17日(木)・18日(金)・23日(水)・24日(木)
25日(金)・28日(月)・29日(火)　［8日間］

10:00~16:00
12名 9月4日（金） 9月8日（火）連合会事務所 会議室

警備技能講習
●警備業務全般について実技をまじえながらわかりやすく学ぶ講習

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30日(月)・12月1日(火)・2日(水)
　　　3日(木)・4日(金)　［5日間］

 9:00~16:00
12名 11月19日（木）11月24日（火） プエルタ大津

旅館・ホテルスタッフ技能講習
●実際に旅館ホテルにておこなう講習で見学や作業体験をしながら学ぶ

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

1月18日(月)・20日(水)・25日(月)・27日(水)
2月1日(月)・3日(水)　［6日間］

10:00~16:00
12名 1月7日（木） 1月12日（火）連合会事務所 会議室

木造空き家簡易鑑定技能講習
●講義及び古民家での実技講習で資格取得を目指す

10月~12月中で3回開催予定　日程調整中【各1日間講習】
　9:30~16:30

※詳細が決まり次第、個別リーフレットにてお知らせします
各20名 調整中

※講習は、土日祝祭日を除く、平日に実施します

無料

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
☎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
https://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)※お車の場合はSARA北館屋上駐車場が無料処理可能なためそちらをご利用いただき駐車券を持参のうえ会場受付にお越しください。　　
※介護送迎②のみ、受付及び講習開始時間が営業時間前のため裏入口からの入場となります。お車の場合は上記同様に駐車のうえ、駐車場スロープを下り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)　

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
ひこね燦（サン）ぱれす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・彦根市小泉町648-3(JR南彦根駅西口より徒歩８分)※車でお越しの方は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大津駅南口ホテルエレベーターで3F）※駐車場がなく近隣有料駐車場（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)※駐車場がなく近隣有料駐車場（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

対象となる方
令和2年度内に満60歳以上で 

滋賀県内在住の方
（令和2年4月1日～令和3年3月31日が令和2年度）　
※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
当連合会開催、令和2年度講習にお申込の方は締切後

『受講決定のための面談会』に必ずお越しください（筆記用具持参）
※ お申込みいただいた方には、締切日以降に連合会より面談時間等のご連絡をさせていた　　
だきます
※ 令和2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

説明会・面談会場住所一覧

▶ 新型コロナウイルス
感染症対策につきま
して

▶講習会につきまして

（令和2年度内に満60歳以上の方）

面談会・講習の際はマスク着用を！

令和2年度

● 下記講習会につきまして、できる範囲内で新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開催を予定しておりますが、今後の感染状況の推移及び借用会場の都合等により急遽開催を延期又
は中止・中断や内容・日程・定員の変更等をさせていただく場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

● 各講習の『受講決定のための面談会』につきましては、感染拡大防止対策のため少人数での面談時間を設定させていただき個別にお知らせ致しますので、連絡のあった時間に会場にお越
しください。

● 面談会及び講習受講の際には、お出掛け前に体温測定をしてマスク着用でご参加ください。受付で結果をお知らせいただけますようご協力をお願いいたします。少しでも体調に不安があ
る（発熱、咳、息苦しさ、倦怠感など風邪の症状がある等）場合は参加をお控えいただき、連合会までお電話ください。

● 今年度開催を予定しておりました『介護職員初任者研修』及び『遺跡発掘技能講習』は、残念ながら令和２年度は開催中止を決定致しました。開催を楽しみにしてくださった皆様には急
なご案内となりご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

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
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 )

介護送迎運転者講習
●【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

① 滋賀ビル９階会議室 
（JR大津駅北口より徒歩１分：大津市）

7月15日(水)・16日（木）・17日(金)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 7月3日（金） 7月7日（火）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８分：草津市）

8月25日(火)・26日(水)・27日(木)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 8月17日（月）8月18日（火）連合会事務所 会議室

③ ひこね燦（サン）ぱれす
（JR南彦根駅西口より徒歩８分：彦根市）

12月15日(火)・16日(水)・17日(木)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 12月7日（月）12月9日（水）ひこね燦（サン）ぱれす

④ 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）

2月9日(火)・10日(水)・12日(金)　［3日間］
 9:30~16:00 16名 1月29日（金） 2月2日（火） プエルタ大津

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
（JR大津駅より徒歩1分：大津市）

10月1日(木)・2日(金)・6日(火)・8日(木)
9日(金)・15日(木)・16日(金)・21日(水)・23日(金)

29日(木)　［10日間］
9:00~16:00　

12名 9月18日（金）9月24日（木）連合会事務所 会議室

生活支援サービス従事者講習プラス整理収納
●【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）

9月1日(火)・2日(水)・3日(木)
7日(月)・8日(火)・9日(水)　［6日間］

9:00~16:30
15名 8月19日(水) 8月21日(金) びわこ学院大学

介護技術ブラッシュアップ講習 
【介護資格取得者のための介護技術おさらい講習】
●初任者研修以上資格取得者対象

① 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28日(火)・29日(水)・30日(木)・31日(金)　［4日間］
10:30～16:30 16名 7月16日（木）7月20日（月）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８分：草津市）

12月1日(火)・2日(水)・3日(木)・4日(金)　［4日間］
10:30～16:30 16名 11月20日（金）11月25日（水） プエルタ大津

初めての手話講習
【手話奉仕員入門課程】
●手話未経験の方対象講習
●手話奉仕員入門課程に定められた日常会話に必要な手話の習得を目指す

プエルタ大津会議室
（JR大津駅南口より徒歩1分：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）

9月4日(金)・7日(月)・11日(金)・14日(月)・18日(金)・25日(金)・28日(月)
10月5日(月)・7日(水)・12日(月)・14日(水)・19日(月)・26日(月)

11月11日(水)・18日(水)・20日(金)
12月7日(月)・10日(木)・14日(月)・16日(水)　［20日間］

10:00~12:00

18名 8月25日(火) 8月28日(金) プエルタ大津

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29日(水)・30日(木)
8月4日(火)・5日(水)・6日(木)・7日(金)　［6日間］

10:00~16:00
12名 7月20日（月）7月22日（水）連合会事務所 会議室

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）

12月8日(火)・9日(水)・10日(木)・11日(金)
15日(火)・16日(水)　［6日間］

10:00~16:00
12名 11月26日(木）11月30日(月) プエルタ大津

MOS検定対策講習　ワード編　
● Word基本操作(右揃えや中央揃え・フォントの種類やサイズ変更・文字の色変更・　
ページ設定ができる)のできる方

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）

1月26日(火)・27日(水)・28日(木)・29日(金)
   2月1日(月)・2日(火)［6日間］

10:00~16:00
12名 1月15日(金) 1月19日(火) 連合会事務所 会議室

MOS検定対策講習　エクセル編　
● Excel基本操作(簡単な計算式(四則演算)・オートフィル・基本の関数（SUM・AVERAGE・
COUNT・MAX・MIN・罫線を引いて表形式にすることができる）のできる方

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）

2月12日(金)・15日(月)・16日(火)
17日(水)・18日(木)・19日(金)　［6日間］

10:00~16:00
12名 2月3日(水) 2月5日(金) 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）

10月28日(水)・11月2日(月)・4日(水)
5日(木)・9日(月) 　［5日間］

10:30~16:00
20名 10月20日(火) 10月22日(木) 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21日(火)・8月19日(水)・9月15日(火)・10月20日(火)
11月10日(火)・12月22日(火)　［6日間］

10:30~15:30
26名 7月10日（金）7月14日（火） プエルタ大津

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
（JR大津駅南口より徒歩1分:大津市）

8月26日(水)・27日(木)・28日(金)・31日(月)・9月1日(火)
2日(水)・3日(木)・4日(金)　 ［8日間］

10:00~16:00
12名 8月18日（火）8月20日（木）連合会事務所 会議室

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）

11月24日(火)・25日(水)・26日(木)・27日(金) 　［4日間］
10:00~16:00 12名 11月11日（水） 11月13日（金）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）
その他各実技事業所（湖南地域　※全員バスで移動）

9月16日(水)・17日(木)・18日(金)・23日(水)・24日(木)
25日(金)・28日(月)・29日(火)　［8日間］

10:00~16:00
12名 9月4日（金） 9月8日（火）連合会事務所 会議室

警備技能講習
●警備業務全般について実技をまじえながらわかりやすく学ぶ講習

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30日(月)・12月1日(火)・2日(水)
　　　3日(木)・4日(金)　［5日間］

 9:00~16:00
12名 11月19日（木）11月24日（火） プエルタ大津

旅館・ホテルスタッフ技能講習
●実際に旅館ホテルにておこなう講習で見学や作業体験をしながら学ぶ

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

1月18日(月)・20日(水)・25日(月)・27日(水)
2月1日(月)・3日(水)　［6日間］

10:00~16:00
12名 1月7日（木） 1月12日（火）連合会事務所 会議室

木造空き家簡易鑑定技能講習
●講義及び古民家での実技講習で資格取得を目指す

10月~12月中で3回開催予定　日程調整中【各1日間講習】
　9:30~16:30

※詳細が決まり次第、個別リーフレットにてお知らせします
各20名 調整中

※講習は、土日祝祭日を除く、平日に実施します

無料

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
☎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
https://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)※お車の場合はSARA北館屋上駐車場が無料処理可能なためそちらをご利用いただき駐車券を持参のうえ会場受付にお越しください。　　
※介護送迎②のみ、受付及び講習開始時間が営業時間前のため裏入口からの入場となります。お車の場合は上記同様に駐車のうえ、駐車場スロープを下り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)　

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
ひこね燦（サン）ぱれす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・彦根市小泉町648-3(JR南彦根駅西口より徒歩８分)※車でお越しの方は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大津駅南口ホテルエレベーターで3F）※駐車場がなく近隣有料駐車場（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)※駐車場がなく近隣有料駐車場（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

対象となる方
令和2年度内に満60歳以上で 

滋賀県内在住の方
（令和2年4月1日～令和3年3月31日が令和2年度）　
※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
当連合会開催、令和2年度講習にお申込の方は締切後

『受講決定のための面談会』に必ずお越しください（筆記用具持参）
※ お申込みいただいた方には、締切日以降に連合会より面談時間等のご連絡をさせていた　　
だきます
※ 令和2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

説明会・面談会場住所一覧

▶ 新型コロナウイルス
感染症対策につきま
して

▶講習会につきまして

（令和2年度内に満60歳以上の方）

面談会・講習の際はマスク着用を！

令和2年度

● 下記講習会につきまして、できる範囲内で新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開催を予定しておりますが、今後の感染状況の推移及び借用会場の都合等により急遽開催を延期又
は中止・中断や内容・日程・定員の変更等をさせていただく場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

● 各講習の『受講決定のための面談会』につきましては、感染拡大防止対策のため少人数での面談時間を設定させていただき個別にお知らせ致しますので、連絡のあった時間に会場にお越
しください。

● 面談会及び講習受講の際には、お出掛け前に体温測定をしてマスク着用でご参加ください。受付で結果をお知らせいただけますようご協力をお願いいたします。少しでも体調に不安があ
る（発熱、咳、息苦しさ、倦怠感など風邪の症状がある等）場合は参加をお控えいただき、連合会までお電話ください。

● 今年度開催を予定しておりました『介護職員初任者研修』及び『遺跡発掘技能講習』は、残念ながら令和２年度は開催中止を決定致しました。開催を楽しみにしてくださった皆様には急
なご案内となりご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

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


