
日 程

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10日目 11日目 12日目

12/18
(日)

12/25
(日)

1/8
(日)

1/15
(日)

1/22
(日)

1/29
(日)

2/5
(日)

2/19
(日)

2/26
(日)

3/5
(日)

3/12
(日)

3/19
(日)

時 間 【受付】9：10～ 【講義・演習】9：30～17：30 【休憩】12：30～13：30(日によって変動有り)

会 場
アイーナ（いわて県民情報交流センター）
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-７-１ （交通アクセス）

講 師 坂本 眞悦 他

申込先
(郵送）

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-6-15-503
一般社団法人日本産業カウンセラー協会東北支部（連絡先TEL：022-715-8114 FAX：022-715-8115）

入金先 七十七銀行 仙台東口支店 普通 5191700 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東北支部

Wｅｂでお申込みの方 郵送でお申込みの方

受講約款・個人情報のお取り扱いについて (添付） をご確認
e-Learning体験版で正常に動作するかをご確認

① 「お申込み」欄でWebを選択・『体験版』ご確認 ① 「お申込み」欄で郵送を選択
申込書 に必要事項を記入

② 申込フォームに必要事項を入力・送信 ② 受講料（330,000円・税込）の振込(一括払いのみ)
※割引制度あり

③ 受講料（330,000円・税込）のお支払手続き
※割引制度あり

☐学費ローン制度について(資料） ☐振込は一括払いのみ

③ 申込書裏面に払込票の控え（コピー）を貼付し、
申込書送付

④ JAICOから申込者の方へ「受講確定通知」を送付
※申込・入金（ローン制度の手続き）とも確認した時点で申込完了となります

⑤ 教材送付
※開講日（12月1日付）に、申し込み時に指定いただいた住所へ教材をお送りします

留 意 事 項

※一定の条件を満たす方は受講料の割引制度が適用されます。
・スクーリングのための交通費・宿泊費は自己負担となります。
・受講確定後に教室・コースの変更はできません。
・キャンセルされる場合の受講料返金等のお取り扱いは「受講約款」をご覧ください。
・定員を上回り申込みをお受けできなかった場合、及び開催中止の場合には、お支払いいただいた受講料全額を返金いたします。
(ただし振込手数料は除きます)

・受付は先着順です。郵送の場合はお電話で空き状況をご確認の上、申込みされることをお勧めします。
・定員に満たない場合は開催されないことがあります。
・講習内で知り得たことは、どのようなことでも外部（インターネット、メールを含む）に出すことを厳禁とします。
・講習は長期間に渡り、スクーリングもございます。障がいを有する方、健康に不安のある方は必ず事前に東北支部(連絡先)へ
ご相談ください。通院・加療中の方は必ず主治医の許可を得た上で、同意書をご提出いただきます。

2022年12月開講第20期養成講習

盛岡(日曜)会場 定員6名
事前説明会：各県およびWebで開催します。(詳細）

お申込み ～11/21締切
お申込み～受講開始までの流れ

※ 学費ローン制度の利用をご希望の方は、Webからのお申込みのみです。

※ 本講習はカリキュラムの一部を e-Learning で学習します。
e-Learning の受講環境が無い方には 『貸出用DVD』をご用意しています。
DVD対応をご希望の方は申し込みフォームで「DVD」を選択してください。

（DVD貸出料<6,600円税込>が別途必要となります）
本講座は専門実践教育訓練給付金の指定講座です。

ハローワークで開講前の手続きが必要です。(期限10/31)
詳細は、ハローワークでご確認ください。

郵送

盛岡日曜会場 日程表

お申込へ

残席あとわずか！
間もなく締め切りです！

http://www.aiina.jp/access/access.html
http://www.jaico.cc/support/agreement/index.html
https://www.counselor.or.jp/privacy/tabid/201/Default.aspx
https://www.kcc.knowledgewing.com/el/srv/experience/index?cd=jccy&cid=14069&lang=jp
http://www.jaico.cc/
http://www.jaico.cc/
http://www.jaico.cc/entry/loan4.pdf
https://www.counselor-tohoku.jp/kouza/img/2022_cc/2022_12_setumeikai.pdf
https://www.counselor-tohoku.jp/kouza/img/2022_cc/2022_12_setumeikai.pdf
http://www.jaico.cc/


日 程

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10日目 11日目 12日目

12/17
(土)

12/24
(土)

1/7
(土)

1/14
(土)

1/21
(土)

1/28
(土)

2/4
(土)

2/18
(土)

2/25
(土)

3/4
(土)

3/11
(土)

3/18
(土)

時 間 【受付】9：10～ 【講義・演習】9：30～17：30 【休憩】12：30～13：30(日によって変動有り)

会 場
ＰＡＲＭ－ＣＩＴＹ１３１ 他
宮城県仙台市青葉区一番町3丁目１－１６ （交通アクセス）

講 師 氏川弘幸 他

申込先
(郵送）

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-6-15-503
一般社団法人日本産業カウンセラー協会東北支部（連絡先TEL：022-715-8114 FAX：022-715-8115）

入金先 七十七銀行 仙台東口支店 普通 5191700 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東北支部

Wｅｂでお申込みの方 郵送でお申込みの方

受講約款・個人情報のお取り扱いについて (添付） をご確認
e-Learning体験版で正常に動作するかをご確認

① 「お申込み」欄でWebを選択・『体験版』ご確認 ① 「お申込み」欄で郵送を選択
申込書 に必要事項を記入

② 申込フォームに必要事項を入力・送信 ② 受講料（330,000円・税込）の振込(一括払いのみ)
※割引制度あり

③ 受講料（330,000円・税込）のお支払手続き
※割引制度あり

☐学費ローン制度について(資料） ☐振込は一括払いのみ

③ 申込書裏面に払込票の控え（コピー）を貼付し、
申込書送付

④ JAICOから申込者の方へ「受講確定通知」を送付
※申込・入金（ローン制度の手続き）とも確認した時点で申込完了となります

⑤ 教材送付
※開講日（12月1日付）に、申し込み時に指定いただいた住所へ教材をお送りします

留 意 事 項

※一定の条件を満たす方は受講料の割引制度が適用されます。
・スクーリングのための交通費・宿泊費は自己負担となります。
・受講確定後に教室・コースの変更はできません。
・キャンセルされる場合の受講料返金等のお取り扱いは「受講約款」をご覧ください。
・定員を上回り申込みをお受けできなかった場合、及び開催中止の場合には、お支払いいただいた受講料全額を返金いたします。
(ただし振込手数料は除きます)

・受付は先着順です。郵送の場合はお電話で空き状況をご確認の上、申込みされることをお勧めします。
・定員に満たない場合は開催されないことがあります。
・講習内で知り得たことは、どのようなことでも外部（インターネット、メールを含む）に出すことを厳禁とします。
・講習は長期間に渡り、スクーリングもございます。障がいを有する方、健康に不安のある方は必ず事前に東北支部(連絡先)へ
ご相談ください。通院・加療中の方は必ず主治医の許可を得た上で、同意書をご提出いただきます。

2022年12月開講第20期養成講習

仙台(土曜)会場 定員6名
事前説明会：各県およびWebで開催します。(詳細）

お申込み ～11/21締切
お申込み～受講開始までの流れ

※ 学費ローン制度の利用をご希望の方は、Webからのお申込みのみです。

※ 本講習はカリキュラムの一部を e-Learning で学習します。
e-Learning の受講環境が無い方には 『貸出用DVD』をご用意しています。
DVD対応をご希望の方は申し込みフォームで「DVD」を選択してください。

（DVD貸出料<6,600円税込>が別途必要となります）
本講座は専門実践教育訓練給付金の指定講座です。

ハローワークで開講前の手続きが必要です。(期限10/31)
詳細は、ハローワークでご確認ください。

郵送

仙台土曜会場 日程表

お申込へ

残席あとわずか！
間もなく締め切りです！

http://tsuchiya-estate.com/parmcity/access/
http://www.jaico.cc/support/agreement/index.html
https://www.counselor.or.jp/privacy/tabid/201/Default.aspx
https://www.kcc.knowledgewing.com/el/srv/experience/index?cd=jccy&cid=14069&lang=jp
http://www.jaico.cc/
http://www.jaico.cc/
http://www.jaico.cc/entry/loan4.pdf
https://www.counselor-tohoku.jp/kouza/img/2022_cc/2022_12_setumeikai.pdf
https://www.counselor-tohoku.jp/kouza/img/2022_cc/2022_12_setumeikai.pdf
http://www.jaico.cc/


日 程

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10日目 11日目 12日目

12/18
(日)

12/25
(日)

1/8
(日)

1/15
(日)

1/22
(日)

1/29
(日)

2/5
(日)

2/19
(日)

2/26
(日)

3/5
(日)

3/12
(日)

3/19
(日)

時 間 【受付】9：10～ 【講義・演習】9：30～17：30 【休憩】12：30～13：30(日によって変動有り)

会 場
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東北支部研修室
宮城県仙台市青葉区本町2-6-15 チコウビル502号 （交通アクセス）

講 師 氏川弘幸 他

申込先
(郵送）

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-6-15-503
一般社団法人日本産業カウンセラー協会東北支部（連絡先TEL：022-715-8114 FAX：022-715-8115）

入金先 七十七銀行 仙台東口支店 普通 5191700 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東北支部

Wｅｂでお申込みの方 郵送でお申込みの方

受講約款・個人情報のお取り扱いについて (添付） をご確認
e-Learning体験版で正常に動作するかをご確認

① 「お申込み」欄でWebを選択・『体験版』ご確認 ① 「お申込み」欄で郵送を選択
申込書 に必要事項を記入

② 申込フォームに必要事項を入力・送信 ② 受講料（330,000円・税込）の振込(一括払いのみ)
※割引制度あり

③ 受講料（330,000円・税込）のお支払手続き
※割引制度あり

☐学費ローン制度について(資料） ☐振込は一括払いのみ

③ 申込書裏面に払込票の控え（コピー）を貼付し、
申込書送付

④ JAICOから申込者の方へ「受講確定通知」を送付
※申込・入金（ローン制度の手続き）とも確認した時点で申込完了となります

⑤ 教材送付
※開講日（12月1日付）に、申し込み時に指定いただいた住所へ教材をお送りします

留 意 事 項

※一定の条件を満たす方は受講料の割引制度が適用されます。
・スクーリングのための交通費・宿泊費は自己負担となります。
・受講確定後に教室・コースの変更はできません。
・キャンセルされる場合の受講料返金等のお取り扱いは「受講約款」をご覧ください。
・定員を上回り申込みをお受けできなかった場合、及び開催中止の場合には、お支払いいただいた受講料全額を返金いたします。
(ただし振込手数料は除きます)

・受付は先着順です。郵送の場合はお電話で空き状況をご確認の上、申込みされることをお勧めします。
・定員に満たない場合は開催されないことがあります。
・講習内で知り得たことは、どのようなことでも外部（インターネット、メールを含む）に出すことを厳禁とします。
・講習は長期間に渡り、スクーリングもございます。障がいを有する方、健康に不安のある方は必ず事前に東北支部(連絡先)へ
ご相談ください。通院・加療中の方は必ず主治医の許可を得た上で、同意書をご提出いただきます。

2022年12月開講第20期養成講習

仙台(日曜)会場 定員６名
事前説明会：各県およびWebで開催します。(詳細）

お申込み 9/1～ （先着順）

お申込み～受講開始までの流れ

※ 学費ローン制度の利用をご希望の方は、Webからのお申込みのみです。

※ 本講習はカリキュラムの一部を e-Learning で学習します。
e-Learning の受講環境が無い方には 『貸出用DVD』をご用意しています。
DVD対応をご希望の方は申し込みフォームで「DVD」を選択してください。

（DVD貸出料<6,600円税込>が別途必要となります）
本講座は専門実践教育訓練給付金の指定講座です。

ハローワークで開講前の手続きが必要です。(期限10/31)
詳細は、ハローワークでご確認ください。

郵送

仙台日曜会場 日程表

お申込へ

終了しました

http://www.counselor-tohoku.jp/access/index.html
http://www.jaico.cc/support/agreement/index.html
https://www.counselor.or.jp/privacy/tabid/201/Default.aspx
https://www.kcc.knowledgewing.com/el/srv/experience/index?cd=jccy&cid=14069&lang=jp
http://www.jaico.cc/
http://www.jaico.cc/
http://www.jaico.cc/entry/loan4.pdf
https://www.counselor-tohoku.jp/kouza/img/2022_cc/2022_12_setumeikai.pdf
https://www.counselor-tohoku.jp/kouza/img/2022_cc/2022_12_setumeikai.pdf
http://www.jaico.cc/


日 程

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10日目 11日目 12日目

12/14
(水)

12/21
(水)

1/11
(水)

1/18
(水)

1/25
(水)

2/1
(水)

2/8
(水)

2/15
(水)

2/22
(水)

3/1
(水)

3/8
(水)

3/15
(水)

時 間 【受付】9：10～ 【講義・演習】9：30～17：30 【休憩】12：30～13：30(日によって変動有り)

会 場
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東北支部研修室
宮城県仙台市青葉区本町2-6-15 チコウビル502号 （交通アクセス）

講 師 氏川弘幸 他

申込先
(郵送）

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-6-15-503
一般社団法人日本産業カウンセラー協会東北支部（連絡先TEL：022-715-8114 FAX：022-715-8115）

入金先 七十七銀行 仙台東口支店 普通 5191700 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東北支部

Wｅｂでお申込みの方 郵送でお申込みの方

受講約款・個人情報のお取り扱いについて (添付） をご確認
e-Learning体験版で正常に動作するかをご確認

① 「お申込み」欄でWebを選択・『体験版』ご確認 ① 「お申込み」欄で郵送を選択
申込書 に必要事項を記入

② 申込フォームに必要事項を入力・送信 ② 受講料（330,000円・税込）の振込(一括払いのみ)
※割引制度あり

③ 受講料（330,000円・税込）のお支払手続き
※割引制度あり

☐学費ローン制度について(資料） ☐振込は一括払いのみ

③ 申込書裏面に払込票の控え（コピー）を貼付し、
申込書送付

④ JAICOから申込者の方へ「受講確定通知」を送付
※申込・入金（ローン制度の手続き）とも確認した時点で申込完了となります

⑤ 教材送付
※開講日（12月1日付）に、申し込み時に指定いただいた住所へ教材をお送りします

留 意 事 項

※一定の条件を満たす方は受講料の割引制度が適用されます。
・スクーリングのための交通費・宿泊費は自己負担となります。
・受講確定後に教室・コースの変更はできません。
・キャンセルされる場合の受講料返金等のお取り扱いは「受講約款」をご覧ください。
・定員を上回り申込みをお受けできなかった場合、及び開催中止の場合には、お支払いいただいた受講料全額を返金いたします。
(ただし振込手数料は除きます)

・受付は先着順です。郵送の場合はお電話で空き状況をご確認の上、申込みされることをお勧めします。
・定員に満たない場合は開催されないことがあります。
・講習内で知り得たことは、どのようなことでも外部（インターネット、メールを含む）に出すことを厳禁とします。
・講習は長期間に渡り、スクーリングもございます。障がいを有する方、健康に不安のある方は必ず事前に東北支部(連絡先)へ
ご相談ください。通院・加療中の方は必ず主治医の許可を得た上で、同意書をご提出いただきます。

2022年12月開講第20期養成講習

仙台(水曜)会場 定員６名
事前説明会：各県およびWebで開催します。(詳細）

お申込み 9/1～ （先着順）

お申込み～受講開始までの流れ

※ 学費ローン制度の利用をご希望の方は、Webからのお申込みのみです。

※ 本講習はカリキュラムの一部を e-Learning で学習します。
e-Learning の受講環境が無い方には 『貸出用DVD』をご用意しています。
DVD対応をご希望の方は申し込みフォームで「DVD」を選択してください。
（DVD貸出料<6,600円税込>が別途必要となります）
本講座は専門実践教育訓練給付金の指定講座です。

ハローワークで開講前の手続きが必要です。(期限10/31)
詳細は、ハローワークでご確認ください。
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