
■講習会開催日程 (各講習会とも参加費・テキスト代は無料、各回とも同一内容です）

発行

〒192-0042　東京都八王子市中野山王1-21-1
　　　　　　Tel  042-628-9588　Fax  042-628-9256　

－今回の講習会の申し込み受付事務等はサンパートナーズ(株)に業務委託しています。－

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会

一般社団法人 日本サステナブル・ビルディング・コンソーシアム

●講習会の申込についてのお問い合わせ

後 　援 ： 国土交通省、静岡県

  平成21年度「住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会」

（日中連絡できる携帯番号等）

Tel （　　　）　　　－

【勤務先】 【所属】

【参加者氏名】
氏 名
フリガナ

（受講票送信のため、必ず記入してください）

Fax （　　　）　　　－

申込書

【職種】（該当するものすべて○で囲んでください）
建築士（　一級　・　二級　・　木造　）　・　施工　・　その他　（　　　　　　　　　　　）

【許可又は免許を受けた業種】（該当するものすべて○で囲んでください。建設業許可の場合、許可業種も）
建設業許可（ 建築一式工事等 ・ 大工工事 ・ その他）・宅地建物取引業免許・建築設計業・その他（　　　　　　　）

申込締切日
　講習受講日の５日前　（ ）

     この書面により取得された個人情報は、本講習会に係るご案内、ご連絡及びご質問への回答に必要な範囲で利用いたします。
　受付印の押されたこの受講票は上部（申込書）を切り離さずに当日ご持参下さい。（テキスト引き替え券になります。）

※注意　楷書で丁寧に記入してください。ＦＡＸ番号の記載漏れがないよう注意してください。

木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会

木造住宅(軸組構法)の構造計画に関する講習会

 

参加希望の
講習会１つを
○で囲んで下さい 講習会NO

講習日

－

／

２．FAXによるお申し込み 下記の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。
                                                                 （FAXでのお申込みは講習受講日の５日前で締め切りますので、早めにお申込み下さい。）
 お申し込み後、受講票印刷欄に受講票、会場案内図等を印刷し、FAXでお送りしますので、
  講習会当日ご持参のうえ 受付にお渡し下さい。受講票のFAXは、原則として、１週間程度で
 返信しますが、開講日の近い方への返信を優先しておりますので、ご了承下さい。

FAX 042-628-9256
申し込み日 平成21年  　　月  　　日

（技術支援講習会事務局行き）

＜受講票 印刷欄＞ ＜会場案内図＞ 別紙地図参照

受付印

※注意  １．この申込書は、１名１講習会のご記入をお願いいたします。複数の講習会へのお申込は、申込書をコピーして
                       ご使用下さい。
　　　    ２．希望講習会の講習日、講習会NOをご記入下さい。

●お申し込み方法　※会場ごとに先着順、定員になりしだい、締め切らせていただきます。

▲

１．Webからのお申し込み　http://www.koushuukai.jp/（空席があれば講習受講日前日までお申込みいただけます）
 お申し込み後、申込み確認メールをご登録頂いたメールアドレスに送信いたします。
 確認後、配信される受講票を講習会当日ご持参のうえ受付にお渡し下さい。

6月～11月

開 催
 分

長期優良住宅に関する技術講習会

住宅・建築物の省エネ法等に関する講習会
■建築編（非住宅）

■住宅編

構造計画 耐震補強省エネ長期優良住宅※筆記用具･卓上計算機を持参してください。

※この書面により取得された個人情報は、本講習会に係るご案内、ご連絡及びご質問への回答に必要な範囲以外では使用いたしません。

静岡県
６月～11月開 催分

静岡県

講習会NO 開催都市 日時 会場 定員
M22-01 静岡市 8月31日(月)13:00～17:00 グランシップ 100名
    （静岡市駿河区池田79-4） 

講習会NO 開催都市 日時 会場 定員
S22-01 浜松市 10月26日(月)13:00～16:30 アクトシティ浜松研修交流センター  80名
    （浜松市中区中央3-9-1）
S22-02 沼津市 11月9日(月)13:00～16:30 沼津労政会館  80名
    （沼津市高島本町1-3）

講習会NO 開催都市 日時 会場 定員
Y22-02 浜松市 8月10日(月)13:30～16:50 アクトシティ浜松研修交流センター 100名
    （浜松市中区中央3-9-1）
Y22-03 静岡市 8月21日(金)13:30～16:50 静岡県男女共同参画センターあざれあ 100名
    （静岡市駿河区馬渕1-17-1）
Y22-04 三島市 8月24日(月)13:30～16:50 三島商工会議所 100名
    （三島市一番町2-29）

講習会NO 開催都市 日時 会場 定員
J22-01 沼津市 10月1日(木)13:00～16:30 沼津労政会館 100名
    （沼津市高島本町1-3）
J22-02 浜松市 11月24日(火)13:00～16:30 アクトシティ浜松研修交流センター 100名
    （浜松市中区中央3-9-1）

講習会NO 開催都市 日時 会場 定員
T22-01 静岡市 10月13日(火)13:00～16:10 グランシップ 150名
    （静岡市駿河区池田79-4） 

　              一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
                静岡県住宅振興協議会
　 協力：財団法人 日本建築防災協会

主催：

            一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
           静岡県住宅振興協議会
主催：

                 一般社団法人日本サステナブル・ビルディング・コンソーシアム
               静岡県住宅振興協議会    
主催：

                一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
              静岡県住宅振興協議会
   協力：財団法人 日本住宅・木材技術センター

主催：

追加開催

追加開催

追加開催
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