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新型コロナウィルスの感染拡大に関連して、行事・講習が中止・変更になる場合がありますので、
詳細については各支部・各地区協会にお問い合わせください。

連合会・各地区協会の行事ニュース

■大阪労働基準連合会 本部 行事予定
◎第1回理事会
日時　5月18日（木）13時～
場所　KKRホテル大阪 ２階 星華の間

◎安全部会・衛生部会合同会議
日時　5月18日（木）15時～　
場所　KKRホテル大阪 14階 オリオンの間

◎通常総会・第2回理事会
日時　6月15日（木）

　•通常総会
　時間　15時～　　場所　 KKRホテル大阪 3階 銀河の間

　•第2回理事会
　時間　通常総会終了後　　場所　KKRホテル大阪 3階 曙の間

◎令和5年度 安全衛生表彰式 「大阪発・新S運動」推進大会
日時　7月3日（月）13時30分～
場所　エル・おおさか 2階 エルシアター

◎大阪・職場の健康づくりフォーラム
　～令和5年度 第74回 全国労働衛生週間大阪大会～
日時　10月2日（月）13時30分～
場所　エル・おおさか 2階 エルシアター

◎第82回（令和5年度） 全国産業安全衛生大会in名古屋
日時　9月27日（水）～29日（金）
場所　愛知県 ポートメッセなごや
内容　大会テーマ「名古屋の地で掲げよう　安全・健康の旗印」

■大阪中央協会支部 行事予定
◎安全衛生推進者養成講習（第1回）
日時　5月11日（木）、12日（金）　　場所　関西労働衛生ビル4階

◎安全管理者選任時研修
日時　5月26日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎熱中症予防教育（管理者用）
日時　5月19日（金）　　場所　関西労働衛生ビル4階

◎フルハーネス特別教育
日時　5月26日（金）　　場所　関西労働衛生ビル6階

◎2023年度定時総会
日時　5月24日（水）　　場所　ホテルプリムローズ大阪

◎職長・安全衛生責任者教育
日時　6月1日（木）、2日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎衛生推進者養成講習
日時　6月2日（金）　　場所　関西労働衛生ビル6階

◎大阪中央地区安全大会
日時　6月8日（木）　　場所　関西労働衛生ビル6階

◎熱中症予防教育（管理者用）
日時　6月9日（木）　　場所　関西労働衛生ビル4階

◎保護具着用管理責任者教育
日時　6月30日（金）　　場所　関西労働衛生ビル6階

◎低圧電気特別教育
日時　7月3日（月）　　場所　エル大阪

◎化学物質管理者講習に準ずる講習
日時　7月6日（木）　　場所　エル大阪本館5階

◎動力プレス特別教育
日時　7月6日（木）　　場所　守口門真商工会館

◎安全衛生推進者能力向上教育（初任時）
日時　7月7日（金）　　場所　関西労働衛生ビル4階

◎石綿特別教育
日時　7月14日（金）　　場所　関西労働衛生ビル4階

◎第2種衛生管理者試験対策準備講座（第1回）
日時　7月27日（木）　　場所　関西労働衛生ビル4階

◎新任労務人事担当者労務管理セミナー
日時　7月28日（金）　　場所　関西労働衛生ビル4階

■天満協会支部 行事予定　
◎安全衛生推進者養成講習
日時　5月11日（木）、12日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎熱中症予防教育（管理者用）
日時　5月19日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時　5月26日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎安全管理者選任時研修
日時　5月26日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎職長等安全衛生教育
日時　6月1日（木）、2日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎衛生推進者養成講習
日時　6月2日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎熱中症予防教育（管理者用）
日時　6月9日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎保護具着用管理責任者教育
日時　6月30日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎低圧電気特別教育
日時　7月3日（月）　　場所　エル・おおさか南館

◎動力プレス特別教育
日時　7月6日（木）　　場所　守口門真商工会館

◎化学物質管理者講習に準ずる講習
日時　7月6日（木）　　場所　エル・おおさか本館

◎安全衛生推進者（初任時）講習
日時　7月7日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎石綿特別教育
日時　7月14日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎第2種衛生管理者試験対策準備講座
日時　7月27日（木）　　場所　関西労働衛生ビル

◎労務管理セミナー（新任労務管理担当者）
日時　7月28日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

■北大阪協会支部 行事予定
◎安全衛生推進者養成講習
日時　5月11日（木）、12日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎熱中症予防教育（管理者用）
日時　5月19日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎フルハーネス特別教育
日時　5月26日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎安全管理者選任時研修
日時　5月26日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎職長安全衛生教育
日時　6月1日（木）、2日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎職長等安全衛生責任者教育
日時　6月1日（木）、2日（金）　　場所　守口門真商工会館

◎衛生推進者養成講習
日時　6月2日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎熱中症予防教育（管理者用）
日時　6月9日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎保護具着用管理責任者教育
日時　6月30日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎電気（低圧）特別教育 
日時　7月3日（月）　　場所　エル・おおさか南館

◎動力プレス特別教育
日時　7月6日（木）　　場所　守口門真商工会館

◎化学物質管理者講習に準ずる講習
日時　7月6日（木）　　場所　エル・おおさか本館 5階

◎安全衛生推進者能力向上教育（初任時）
日時　7月7日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎石綿特別教育 
日時　7月14日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

◎第二種衛生管理者試験対策準備講座
日時　7月21日（金）　　場所　関西労働衛生ビル

■茨木協会支部 行事予定
◎フォークリフト運転技能講習（31時間コース）
学科日時　5月9日（火）　　場所　茨木市福祉文化会館
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新型コロナウィルスの感染拡大に関連して、行事・講習が中止・変更になる場合がありますので、
詳細については各支部・各地区協会にお問い合わせください。

連合会・各地区協会の行事ニュース
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実技日時　5月14日（日）、21日（日）、28日（日）
　〃場所　ダイキン工業株式会社 淀川製作所

◎クレーンの運転特別教育（5トン未満）（学科のみ）
日時　5月17日（水）、18日（木）
場所　茨木市立生涯学習センター

◎自由研削といし取扱い業務特別教育（実技付き）
日時　5月30日（火）　　場所　茨木市福祉文化会館

◎令和5年度定時支部総会
日時　6月8日（木）　　場所　茨木市福祉文化会館

◎全国安全週間実施要綱等説明会
日時　6月8日（木）　　場所　茨木市福祉文化会館

◎玉掛け技能講習
学科日時　6月12日（月）、13日（火）
　〃場所　茨木市福祉文化会館
実技日時　6月18日（日）　　場所　株式会社酉島製作所

◎化学物質管理者講習会
日時　6月21日（水）　　場所　茨木市福祉文化会館

◎低圧電気取扱い業務特別教育
日時　7月6日（木）　　場所　茨木市立生涯学習センター

◎粉じん作業従事者特別教育
日時　7月13日（木）　　場所　茨木市福祉文化会館 

■羽曳野協会支部 行事予定
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時　5月14日（日）　　場所　富田林市市民会館
実技日時　5月21日（日）、28日（日）、6月4日（日）
　〃場所　ジェイテクト㈱国分工場 

◎第1回 協会理事会
日時　5月25日（木）　　場所　富田林市市民会館 

◎第1回労務管理講座
日時　5月30日（火）　　場所　富田林市市民会館 

◎全国安全週間実施要綱説明会
日時　6月9日（金）　　場所　富田林市市民会館 

◎第1回 安全・衛生部合同部会
日時　6月14日（水）　　場所　羽曳野労働基準監督署 

◎玉掛け技能講習 
学科日時　6月17日（土）、18日（日）　　実技日時　6月25日（日）
場所　日本クレーン協会近畿支部 八尾クレーン教習所 

◎令和5度 定時総会
日時　6月23日（金）　　場所　都シティ大阪天王寺

◎アーク溶接特別教育
日時　6月29日（木）、30日（金）　　場所　富田林市市民会館 

◎リスクアセスメント研修会
日時　7月4日（火）　　場所　富田林市市民会館 

◎フルハーネス型墜落制止用器具特別講習
日時　7月8日（土）　　場所　富田林市市民会館 

◎労務実務担当者講習
日時　7月20日（木）　　場所　富田林市市民会館 

◎クレーン運転特別教育
日時　7月27日（月）、28日（火）　　場所　富田林市市民会館 

■大阪南協会 行事予定
◎安全・衛生部会議　災防4団体会議
日時　5月10日（水）　　場所　大阪南労働基準会館
内容　全国安全週間　大阪南地区安全衛生大会準備

◎自由研削といし取替え等特別教育
日時　5月25日（木）　　場所　大阪南労働基準会館

◎化学物質管理者講習に準じる講習
日時　6月2日（金）　　場所　大正産業会館

◎第11回定時総会
日時　6月7日（水）　　場所　都シティ大阪天王寺
内容　令和4年度事業報告・決算
　　　令和5年度事業計画・予算　他

◎地区会議
日時　6月9日（金）、13日（火）　　場所　大阪南労働基準会館
内容　全国安全週間実施要綱 他

◎安全衛生推進者養成講習
日時　6月21日（水）、22日（木）　　場所　大阪南労働基準会館

◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時　6月22日（木）　　場所　大正産業会館

◎大阪南地区安全衛生大会
日時　7月6日（木）　　場所　住吉大社 吉祥殿
内容　安全衛生表彰、特別講演 他

◎玉掛け技能講習
学科日時　7月7日（金）、8日（土）　　場所　大阪南労働基準会館
実技日時　7月9日（日）　　場所　㈱栗本鐵工所 住吉工場

◎職長等安全衛生教育
日時　7月12日（水）、13日（木）　　場所　大阪南労働基準会館

◎化学物質管理者講習に準じる講習
日時　7月20日（木）　　場所　大阪南労働基準会館（予定）

■大阪西協会 行事予定
◎危険体感教育
日時　第1回 5月11日（木）、第2回 5月31日（水）
場所　㈱中山製鋼所 西船町管理センター

◎安全衛生推進者養成講習会
日時　5月22日（月）、23日（火）　　場所　西淀川中小企業会館

◎自由研削といし取替等特別教育
日時　5月25日（木）　　場所　大阪南労働基準会館

◎協会理事会
日時　5月26日（金）　　場所　大正産業会館

◎クレーン運転業務特別教育
日時　5月29日（月）、30日（火）　　場所　西淀川中小企業会館

◎化学物質管理者講習に準ずる講習
日時　6月2日（金）　　場所　大正産業会館

◎玉掛け技能講習
学科日時　6月8日（木）、9日（金）　　場所　大正産業会館
実技日時　6月11日（日）　　場所㈱クボタ 恩加島事業センター

◎全国安全週間説明会（会場＋Web開催）
日時　6月13日（火）　　場所　大正産業会館
内容　⑴「全国安全週間実施要綱等」の説明
　　　⑵「リスクアセスメント活動の取り組みについて（仮題）」
　　　　の講演

◎協会通常総会
日時　6月16日（金）　　場所　道頓堀ホテル

◎フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
日時　6月22日（木）　　場所　大正産業会館

◎職長等能力向上教育
日時　7月5日（水）　　場所　堺労働基準協会研修室

◎職長等安全衛生教育
日時　7月12日（水）、13日（木）　　場所　大阪南労働基準会館

◎安全衛生推進者養成講習会
日時　7月13日（木）、14日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎化学物質管理者講習に準ずる講習
日時　7月20日（木）　　場所　大阪南労働基準会館

◎クレーン運転業務特別教育
日時　7月27日（木）、28日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎化学物質管理者講習に準ずる講習
日時　8月21日（月）　　場所　大正産業会館

◎自由研削といし取替等特別教育
日時　8月22日（火）　　場所　大正産業会館

■西野田協会 行事予定
◎石綿作業主任者技能講習
学科日時　5月9日（火）、10日（水）　　場所　此花会館

◎玉掛け技能講習
学科日時　5月11日（木）、12日（金）　　場所　此花会館
実技日時　5月21日（日）　　場所　㈱ササクラ

◎安全衛生推進者養成講習
学科日時　5月22日（月）、23日（火）
　〃場所　西淀川中小企業会館

◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時　5月25日（木）、26日（金）　　場所　此花会館

◎クレーン運転特別教育
学科日時　5月29日（月）、30日（火）
　〃場所　西淀川中小企業会館

◎化学物資管理者講習に準ずる講習
日時　6月2日（金）　　場所　大正産業会館

◎全国安全週間講習会
日時　6月7日（水）　　場所　此花会館 
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◎職長等安全衛生教育
学科日時　6月8日（木）、9日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎職長等安全衛生責任者教育
学科日時　6月8日（木）、9日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時　6月13日（火）、14日（水）　　場所　此花会館

◎有機溶剤作業主任者技能講習
学科日時　6月15日（木）、16日（金）　　場所　此花会館

◎第49回通常総会
日時　6月20日（火）　　場所　ホテル・モントレ大阪

◎石綿作業主任者技能講習
学科日時　6月22日（木）、23日（金）　　場所　此花会館

◎玉掛け技能講習
学科日時　7月6日（木）、7日（金）　　場所　此花会館
実技日時　7月9日（日）　　場所　㈱ササクラ

◎安全衛生推進者養成講習
学科日時　7月13日（木）、14日（金）
　〃場所　西淀川中小企業会館

◎石綿作業主任者技能講習
学科日時　7月18日（火）、19日（水）　　場所　此花会館

◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時　7月20日（木）、21日（金）　　場所　此花会館

◎クレーン運転特別教育
学科日時　7月27日（木）、28日（金）
　〃場所　西淀川中小企業会館

◎総務安全衛生部会・推進役員合同会議
日時　8月2日（水）　　場所　此花会館 

◎有機溶剤作業主任者技能講習
学科日時　8月17日（木）、18日（金）　　場所　此花会館

◎砥石取り換え特別教育
学科日時　8月22日（火）　　場所　大正産業会館 

◎石綿作業主任者技能講習
学科日時　8月22日（火）、23日（水）　　場所　此花会館

◎特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
学科日時　8月24日（木）、25日（金）　　場所　此花会館

◎安全衛生推進者養成講習
学科日時　8月31日（木）　　場所　西淀川中小企業会館

■淀川協会 行事予定　
◎第1回フォークリフト運転技能講習
学科日時　5月12日（金）　　場所　東淀川産業会館
実技日時　5月14日（日）、21日（日）、28日（日）
　〃場所　㈱大谷機械製作所

◎安全衛生推進者養成講習
日時　5月22日（月）、23日（火）　　場所　西淀川中小企業会館

◎5トン未満クレーン運転特別教育（学科）
日時　5月29日（月）、30日（火）　　場所　西淀川中小企業会館

◎第1回玉掛け技能講習
学科日時　6月1日（木）、2日（金）　　場所　東淀川産業会館
実技日時　6月4日（日）　　場所　日本化学機械製造㈱

◎職長等安全衛生教育
日時　6月8日（木）、9日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎職長・安全衛生責任者教育
日時　6月8日（木）、9日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎安全推進大会
日時　6月14日（水）　　場所　豊中商工会議所

◎総会
日時　6月20日（火）　　場所　ホテルプラザオーサカ

◎第2回フォークリフト運転技能講習（31Hコース）
学科日時　6月22日（木）　　場所　東淀川産業会館
実技日時　6月25日（日）、7月2日（日）、9日（日）
　〃場所　㈱大谷機械製作所

◎第2回フォークリフト運転技能講習（35Hコース）
学科日時　6月22日（木）、23日（金）　　場所　東淀川産業会館
実技日時　6月25日（日）、7月2日（日）、9日（日）
　〃場所　㈱大谷機械製作所

◎Web+会場　化学物質管理者講習（取扱い事業場向け）
日時　6月30日（金）　　場所　東淀川産業会館

◎安全衛生推進者養成講習
日時　7月13日（木）、14日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎5トン未満クレーン運転特別教育（学科）
日時　7月27日（木）、28日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

◎化学物質管理者講習（製造事業場向け）
日時　7月31日（月）、8月1日（火）　　場所　東淀川産業会館

◎動力プレス金型調整特別教育（学科）
日時　8月10日（木）　　場所　東淀川産業会館

◎Web+会場　衛生推進者養成講習
日時　8月25日（金）　　場所　東淀川産業会館

◎第2回玉掛け技能講習
学科日時　8月28日（月）、29日（火）　　場所　東淀川産業会館
実技日時　9月3日（日）　　場所　日本化学機械製造㈱

◎安全衛生推進者養成講習　
日時　8月31日（木）、9月1日（金）　　場所　西淀川中小企業会館

■東大阪協会 行事予定
◎動力プレス機械の金型調整等特別教育（学科）
日時　5月19日（金）　　場所　東大阪市文化創造館

◎令和5年度通常総会
日時　5月26日（金）　　場所　ホテルアウィーナ大阪

◎安全衛生推進者養成講習
日時　6月5日（月）、6日（火）
場所　（一社）東大阪労働基準協会

◎令和5年度東大阪地区安全衛生大会 兼 安全週間説明会
日時　6月9日（金）
場所　東大阪布施駅前リージョンセンター夢広場

◎安全管理者選任時研修
日時　6月12日（月）、13日（火）
場所　東大阪市立市民多目的センター

◎自由研削用と石の取替等特別教育（学科）
日時　7月7日（金）　　場所　東大阪市文化創造館

◎アーク溶接等の業務に係る特別教育（学科）
日時　7月20日（木）、21日（金）　　場所　東大阪市文化創造館

◎化学物質管理者講習に準ずる講習（取り扱い事業場向け）
日時　7月24日（月）　　場所　東大阪市文化創造館

◎動力プレス機械の金型調整等特別教育（学科）
日時　8月28日（月）　　場所　東大阪市文化創造館

■岸和田協会 行事予定
◎玉掛け技能講習
学科日時　5月24日（水）、25日（木）
　〃場所　岸和田市立浪切ホール 1階 多目的ホール
実技日時　6月3日（土）
　〃場所　住友重機械ギヤボックス株式会社

◎玉掛け技能講習
学科日時　5月24日（水）、25日（木）
　〃場所　岸和田市立浪切ホール 1階 多目的ホール
実技日時　6月10日（土）
　〃場所　住友重機械ギヤボックス株式会社

◎フルハーネス型安全帯特別教育
日時　5月31日（水）　　場所　泉佐野商工会議所 2階 研修室

◎全国安全週間実施要綱説明会
日時　 6月6日（火）
場所　岸和田市立浪切ホール 1階 多目的ホール

◎岸和田労働基準協会 定時総会
日時　 6月16日（金）
場所　岸和田市立浪切ホール 4階 交流ホール

◎クレーンの運転（5t未満）特別教育（学科） 1日（6.5Hr）コース
　【玉掛け技能講習修了者　対象】
日時　6月20日（火）　　場所　泉佐野商工会議所 2階 研修室

◎岸和田労働基準協会 安全大会
日時　7月6日（木）
場所　泉佐野市泉の森ホール 2階 レセプションホール

■堺協会 行事予定　
◎職長等安全衛生教育
学科日時　5月9日（火）、10日（水）
　〃場所　堺労働基準協会会議室

◎職長・安全衛生責任者教育
学科日時　5月9日（火）、10日（水）　
　〃場所　堺労働基準協会会議室
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●日　　時 令和5年6月23日（金）午後1時30分～4時30分
●会　　場 エル・おおさか南館（大阪府立労働センター）11階当連合会常設講習会場
 大阪市中央区石町２丁目５番３号（地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋駅」から西へ300m）

●内　　容� •R5年度大阪労働局労働基準行政運営方針(重点施策、監督対象、第14次災防計画等)
� •労働基準法　　•労働安全衛生法　　•労災保険法 等

●対 象 者 新任労務・人事・総務担当者等

●講　　師 角森 洋子氏（元労働基準監督官、社会保険労務士）

●受 講 料 会員6,000円（大阪労働基準連合会・支部及び大阪府下の労働基準協会会員の方）
 一般7,000円（その他の事業場所属の方）

●テキスト •大阪労働局の取組（行政運営方針）　•労働基準関係法令のあらまし(大阪労働局作成)
 •労災保険給付の概要　等

●申込要領 当会のホームページトップ画面の「インターネット予約」からお申込いただき、申込後14日以内に
 受講料を銀行に振り込み願います。入金が確認できましたら受講票をFAX送信させて
 いただきます。申込み手続き終了後は、受講料金は返金できません。

大阪労働基準連合会HPアドレス https://www.daikiren.or.jp 　または　 検索

　働き方改革による時間外労働の上限規制が2024年度から建設業、自動車運転業務等へ全面適用される中で、化
学物質規制に関する労働安全衛生規則等の改正が2023年4月1日一部施行されるなど、数多くの法令改正もされ、
労務担当者の関係法令への理解が一層重要となっています。
　令和5年度から始まる厚生労働省の第14次労働災害防止計画に基づく大阪労働局の施策が計画・実行されており、
本講習では、令和5年度大阪労働局の労働基準行政運営方針（労働基準監督署の重点施策、監督対象が書かれてい
る部分）を説明するとともに、日々の労務管理や労働トラブルの防止のための基礎的事項をわかりやすく解説し
ます。

新任管理者等のための

労務管理講習（初級）

（テキスト代・
消費税を含む）
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実技日時　7月8日（土）、9日（日）、15日（土）
　〃場所　丸全昭和運輸㈱ 汐見倉庫

◎小委員会
日時　7月13日（木）　　場所　堺労働基準協会会議室
内容　挟まれ巻込れ災害防止研修会
　　　⑴スケジュール時間等打合せ

◎クレーン運転特別教育
学科日時　7月20日（木）、21日（金）
　〃場所　堺労働基準協会会議室

◎第1回労務実務担当者講習会
日時　7月27日（木）　　場所　堺地方合同庁舎
内容　⑴労働関係諸法令講習会　⑵法改正の説明等

■和泉大津地区協会 行事予定
◎フォークリフト運転技能講習（学科）
学科日時　5月19日（金）8時～17時55分
　〃場所　当協会2階会議室
実技日時　5月20日（土）、21日（日）8時～17時30分
　　　　　27日（土）8時～17時20分 
　〃場所　丸全昭和運輸㈱汐見倉庫　　定員　20名

◎フルハーネス型安全帯特別教育（6h）
日時　5月16日（火）8時20分～15時50分
場所　当協会2階会議室　　定員　20名

◎職長安全衛生教育
日時　6月6日（火）8時50分～17時30分
　　　7日（水）8時50分～17時15分
場所　当協会2階会議室　　定員　20名

◎職長・安全衛生責任者教育
日時　6月6日（火）8時50分～17時30分
　　　7日（水）8時50分～17時15分
場所　当協会2階会議室　　定員　20名

◎安全管理者選任時研修
日時　7月4日（火）9時～16時、5日（水）9時～12時10分
場所　当協会2階会議室　　定員　20名

◎海鳴編集会議（校正）
日時　5月16日（火）　　場所　堺労働基準協会会議室
内容　機関紙「海鳴」第153号原稿校正

◎総会・役員理事会
日時　5月19日（金）　　場所　フェニーチェ堺
内容　⑴R4実施行事・収支決算報告　⑵R4会計監査報告
　　　⑶R5行事計画案・予算案審議　⑷その他報告事項

◎安全衛生推進者養成講習
学科日時　5月24日（水）、25日（木）
　〃場所　堺労働基準協会会議室

◎粉じん作業特別教育
学科日時　6月2日（金）　　場所　堺労働基準協会会議室

◎フルハーネス型墜落制止器具特別教育
学科日時　6月6日（火）　　場所　堺労働基準協会会議室

◎フォークリフト運転技能講習
学科日時　6月9日（金）　　場所　堺労働基準協会会議室
実技日時　6月10日（土）、11日（日）、17日（土）
　〃場所　丸全昭和運輸㈱ 汐見倉庫

◎小委員会
日時　6月23日（金）　　場所　堺労働基準協会
内容　堺・職場の健康づくりフォーラムについて
　　　⑴次第、内容、時間割等　⑵その他

◎大労クラブ前期幹事会・総会
日時　6月26日（月）　　場所　大阪労災病院
内容　⑴R4活動・収支報告　⑵H5活動・予算案　⑶講演

◎ゼロ災堺・リスク“ゼロ”堺推進大会
日時　6月27日（火）　　場所　堺市総合福祉会館
内容　⑴表彰、無災害記録証授与
　　　⑵第93回全国安全週間要綱説明　⑶講演　⑷事例発表
　　　⑸指差唱和

◎職長能力向上教育
学科日時　7月5日（水）　　場所　堺労働基準協会会議室

◎フォークリフト運転技能講習
学科日時　7月7日（金）　　場所　堺労働基準協会会議室


