連合会・各地区協会の行事ニュース
■大阪労働基準連合会

【天満支部】

行事予定

◎定時支部総会
日時 5月28日（月）
場所
◎全国安全週間準備大会
日時 6月14日（木）
場所

【大阪労働基準連合会】
本部：大阪労働基準連合会
支部：大阪中央労働基準協会支部
天満労働基準協会支部
北大阪労働基準協会支部

【北大阪支部】

帝国ホテル大阪
大阪私学会館

◎支部理事会
日時 5月9日（水）
場所 panasonic
◎定時支部総会
日時 6月11日（月）
場所 ホテルアゴーラ大阪守口
◎北大阪「安全大会」
日時 6月15日（金）
場所 北大阪商工会議所

【本部】

連合会本部総会 6月21日（水）15時〜17時
◎（公社）全基連理事会・ブロック代表者会議
日時 5月14日
（月）
場所 東京
◎安全大会実行委員会及び災防団体等連絡会議
日時 5月11日
（金）16時〜
場所 局9階
◎平成30年度第1回理事会
日時 5月22日
（火）13時〜14時30分
場所 KKRホテル・オオサカ
◎平成30年度安全・衛生合同部会
日時 5月22日
（火）15時〜17時
場所 KKRホテル・オオサカ
◎平成30年度（公社）全基連 総会
日時 5月29日
（火）
場所 東京
◎（公社）全基連全国支部事務局長会議・受託事業全国運営会議・
コーディネーター研修
日時 5月29日
（火）
場所 東京
◎中央労働災害防止協会理事会・幹事会・総会
日時 5月30日
（水）
場所 東京

■大阪南協会 行事予定
◎大阪南地域産業保健センター健康相談
日時 毎週火曜日 14時〜16時
場所 大阪南労働基準会館
日時 毎週月曜日 14時〜16時
場所 大和中央病院
日時 毎週木曜日 14時〜16時
場所 南港病院
内容 健康診断結果や病気全般、生活習慣病、過重労働、心の健
康、従業員の高齢化に対する健康問題等の相談・指導（長
時間労働者・高ストレス者等の面接指導、健康相談は事
前予約制です）
詳細は、大阪南地域産業保健センター事務局にお問い合
わせください。
（06-6656-3443）
◎安全・衛生部会議 災防4団体会議
日時 5月9日（水）
場所 大阪南労働基準会館
内容 大阪南地区安全衛生大会
全国安全週間行事 他
◎玉掛け技能講習
学科日時 5月18日（金）、19日（土）、20日（日）
〃場所 大阪南労働基準会館
実技日時 5月20日（日）
場所 ㈱栗本鐵工所 住吉工場
◎酸素欠乏危険作業特別教育
日時 5月25日（金）
場所 大阪南労働基準会館
◎第6回定時総会
日時 6月7日（木）
場所 天王寺都ホテル
内容 平成29年度事業報告・決算
平成30年度事業計画・予算 他
◎地区会議
日時 6月12日（火）、14日（木）
場所 大阪南労働基準会館
内容 全国安全週間実施要綱 他
◎地域産業保健センター運営協議会 他
日時 6月28日（木）
場所 大阪南労働基準会館
内容 平成30年度事業 他
◎大阪南地区安全衛生大会
日時 7月5日（木）
場所 住吉大社 吉祥殿
内容 安全衛生表彰、特別講演 他
◎安全衛生推進者養成講習
日時 7月11日（水）、12日（木）
場所 大阪南労働基準会館

【本部・支部共催講習】

共催の講習です。
お申し込み・お問い合わせは各本・支部までお願いします。
◎労務管理基礎講習 第2回
日時 5月18日（金）
場所 大基連研修会場（エル・おおさか南館11階）

【3支部共催講習】

共催の講習です。
お申し込み・お問い合わせは各本・支部までお願いします。
◎動力プレス特別教育
日時 5月10日（木）
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18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23日（水）
場所 守口門真商工会館
◎衛生推進者養成講習
日時 5月25日（金）
場所 関西労働衛生ビル
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月31日（木）
場所 守口門真商工会館
実技日時 6月3日（日）、10日（日）、17日（日）
〃場所 ㈱クボタ枚方製造所
◎職長等安全衛生教育
日時 6月7日（木）、8日（金）
場所 守口門真商工会館
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 6月7日（木）、8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 6月8日（金）
場所 関西労働衛生ビル
◎足場の組立等特別教育
日時 6月15日（金）
場所 関西労働衛生ビル
◎安全衛生推進者養成講習
日時 6月28日（木）、29日（金）
場所 関西労働衛生ビル
◎雇い入れ時安全衛生教育（年度途中入社）
日時 7月6日（金）
場所 関西労働衛生ビル
◎低圧電気特別教育
日時 7月13日（金）
場所 エル・おおさか
◎玉掛け作業技能講習
学科日時 7月18日（水）、19日（木）
〃場所 守口門真商工会館
実技日時 7月22日（日）
場所 ㈱クボタ枚方製造所
◎衛生推進者養成講習
日時 7月20日（金）
場所 関西労働衛生ビル

■大阪西協会 行事予定
◎クレーン運転業務特別教育
日時 5月15日（火）、16日（水）
場所 此花会館梅香殿
◎理事会
日時 5月18日（金）
場所 会議室
内容 平成30年度事業計画ほか
◎安全衛生推進者養成講習
日時 5月22日（火）、23日（水）
場所 此花会館梅香殿
◎酸素欠乏等危険作業特別教育
日時 5月25日（金）
場所 大阪南労働基準会館
◎全国安全週間説明会
日時 6月11日（月）
場所 大正産業会館
内容 ⑴全国安全週間実施要綱説明ほか ⑵特別講演
◎通常総会
日時 6月15日（金）
場所 道頓堀ホテル
内容 平成30年度事業計画ほか
◎職長等安全衛生教育
日時 6月26日（火）、27日（水）
場所 大阪南労働基準会館
◎玉掛け技能講習
学科日時 7月5日（木）、6日（金）
場所 大正産業会館
実技日時 7月8日（日）
〃場所 ㈱クボタ 恩加島事業センター

【大阪中央支部】

◎新入社員安全衛生教育（天満支部共催）
日時 5月11日（金）
場所 関西労働衛生ビル6階
◎定時支部総会
日時 5月24日（木）
場所 プリムローズ大阪2階

19

◎安全衛生推進者養成講習
日時 7月19日（木）、20日（金）

場所

淀川産業会館 3階 会議室
⑴安全部会長・監督署長挨拶
⑵全国安全週間実施要綱説明 ⑶安全講話
⑷熱中症予防について ⑸講演 ⑹特別講演
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 6月22日（金） 場所 淀川産業会館
実技日時 6月24日（日）、7月1日（日）、8日（日）
〃場所 ㈱大谷機械製作所
◎5トン未満クレーン運転特別教育（学科）
日時 6月27日（水）、28日（木）
場所 淀川産業会館
◎アーク溶接特別教育
日時 7月5日（木）、6日（金） 場所 淀川労働基準協会
◎動力プレス金型調整特別教育（学科）
日時 7月17日（火）
場所 淀川産業会館
◎玉掛け技能講習
学科日時 8月2日（木）、3日（金)
場所 淀川産業会館
実技日時 8月5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7日（火）、8日（水）
場所 淀川労働基準協会
◎衛生推進者養成講習
日時 8月27日（月）
場所 淀川労働基準協会
場所
内容

此花会館梅香殿

■西野田協会 行事予定
◎玉掛け技能講習
学科日時 5月10日（木）、11日（金）
場所 此花会館
実技日時 5月20日（日）
場所 ㈱ササクラ
◎クレーン運転特別教育
学科日時 5月15日（火）、16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 5月17日（木）、18日（金）
場所 此花会館
◎安全衛生推進者養成講習
学科日時 5月22日（火）、23日（水）
場所 此花会館
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月24日（木）
場所 此花会館
実技日時 5月27日（日）、6月3日（日）、10日（日）
〃場所 福山通運㈱
◎全国安全週間講習会
日時 6月1日（金）
場所 此花会館
内容 ⑴挨拶 西野田労働基準監督署
⑵全国安全週間実施要綱について ⑶特別講演
◎職長等安全衛生教育
学科日時 6月7日（木）、8日（金）
場所 此花会館
◎職長・安全衛生責任者教育
学科日時 6月7日（木）、8日（金）
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14日（木）、15日（金）
場所 此花会館
◎第44回通常総会及び懇親会
日時 6月19日（火）16時〜
場所 ホテルモントレ大阪
内容 ⑴平成29年度事業報告並びに収支決算に関する件
⑵平成30年度事業計画案並びに予算案に関する件
⑶その他
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 6月21日（木）
場所 此花会館
実技日時 6月24日（日）、7月1日（日）、8日（日）
〃場所 福山通運㈱
◎玉掛け技能講習
学科日時 7月12日（木）、13日（金）
場所 此花会館
実技日時 7月22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19日（木）、20日（金）
場所 此花会館
◎クレーン運転特別教育
学科日時 8月1日（水）、2日（木）
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7日（火）、8日（水）
場所 此花会館
◎自由研削といし取替業務特別教育
学科日時 8月22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23日（木）、24日（金）
場所 此花会館

■東大阪協会 行事予定

◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月8日（火）9時30分〜19時
〃場所 ユトリート東大阪
実技日時 5月13日（日）、20日（日）、27日（日）
8時30分〜17時30分
〃場所 シャープ㈱健康・環境システム事業本部
◎通常総会
日時 5月17日（水）16時〜
場所 ホテル アウィーナ大阪
◎動力プレス金型調整等特別教育
日時 5月29日（火） 9時30分〜19時
場所 ユトリート東大阪
◎東大阪地区安全衛生大会・全国安全週間説明会
日時 6月7日（木）13時30分〜16時40分
場所 ユトリート東大阪
◎玉掛け技能講習
学科日時 6月13日（水）9時30分〜16時35分
6月14日（木）9時30分〜16時45分
〃場所 ユトリート東大阪
実技日時 Ａコース 6月16日（土）8時30分〜16時30分
Ｂコース 6月17日（日）8時30分〜16時30分
〃場所 Ａコース ㈱クボタ 久宝寺事業センター
Ｂコース 近畿車輛㈱
◎安全管理者選任時研修
日時 6月29日（金）8時30分〜19時40分
場所 東大阪労働基準協会
◎自由研削といし取替等業務特別教育
日時 7月4日（水）13時〜17時10分
場所 東大阪労働基準協会
◎アーク溶接
日時 7月18日（水）9時30分〜15時40分
19日（木）9時30分〜16時40分
場所 東大阪労働基準協会
◎職長等安全衛生教育
日時 7月25日（水）13時〜17時40分、26日（木）9時〜17時50分
場所 東大阪労働基準協会

■淀川協会 行事予定
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月10日（木）
場所 淀川産業会館
実技日時 5月13日（日）、20日（日）、27日（日）
〃場所 ㈱大谷機械製作所
◎平成30年度第1回 理事会
日時 5月15日（火）
場所 淀川産業会館
内容 ⑴平成29年度事業実績および収支決算報告の件
⑵平成30年度事業計画（案）および収支予算（案）承認の件
⑶役員の改選に関する件 ⑷その他
◎有機溶剤作業主任者技能講習
日時 5月17日（木）、18日（金）
場所 淀川労働基準協会
◎安全管理者選任時研修
日時 5月21日（月）
場所 淀川労働基準協会
◎玉掛け技能講習
学科日時 5月30日（水）、31日（木）
場所 淀川産業会館
実技日時 6月3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6日（水）、7日（木）
場所 淀川労働基準協会
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 6月6日（水）、7日（木）
場所 淀川労働基準協会
◎通常総会・平成30年度第2回 理事会
日時 6月15日（金）
場所 ホテル プラザ オーサカ
内容 ⑴平成29年度事業報告・決算報告
⑵30年度事業計画・収支予算承認 ⑶役員改選の件
⑷その他
◎安全推進大会
日時 6月20日（水）13時〜17時

■岸和田協会 行事予定
◎フォークリフト運転技能講習会
学科日時 5月11日（金）
〃場所 大阪鉄工金属団地協同組合
実技日時 5月27日（日）、6月2日（土）、3日（日）
〃場所 神鋼鋼線工業株式会社二色浜事業所
◎第35回通常総会
日時 6月14日（木）
場所 泉佐野市 泉の森ホール
◎岸和田安全衛生大会
日時 7月4日（水）
場所 泉佐野市 泉の森ホール
◎職長安全衛生教育（職長教育）
日時 7月19日（木）、20日（金）
場所 不二製油株式会社熊取研修所
■堺協会 行事予定
◎役員（理事）会・総会
日時 5月11日（金）
場所 ホテル・アゴーラリージェンシー堺
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⑴H29実施行事・収支決算報告 ⑵H29会計監査報告
⑶H30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15日（火）、16日（水） 場所 堺伝統産業会館
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月18日（金）
場所 堺伝統産業会館
実技日時 5月19日（土）、20日（日）、27日（日）
〃場所 丸全昭和運輸㈱ 汐見倉庫
◎「海鳴」編集会議
日時 5月23日（木） 場所 堺労働基準協会
内容 第143号原稿校正
◎小委員会
日時 5月25日（金） 場所 堺労働基準協会
内容 ⑴高野山研修内容検討 ⑵その他
◎大労クラブ前期幹事会・総会
日時 6月11日（月） 場所 大阪労災病院
内容 ⑴H29活動・収支報告 ⑵H30活動・予算案 ⑶講演
◎小委員会
日時 6月22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
⑴次第、内容、時間割等 ⑵その他
◎ゼロ災堺・リスク ゼロ 堺推進運動
日時 6月26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91回全国安全週間要綱説明 ⑶講演
⑷事例発表 ⑸指差唱和

◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 6月15日（金）8時〜17時55分
〃場所 堺伝統産業会館2階
実技日時 6月16日（土）、17日（日）8時〜17時30分
24日（日）8時〜17時20分
〃場所 丸全昭和運輸㈱汐見倉庫
◎職長安全衛生教育
日時 6月19日（火）8時50分〜17時30分
20日（水）8時50分〜17時15分
場所 当協会2階会議室
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 6月19日（火）8時50分〜17時30分
20日（水）8時50分〜17時15分
場所 当協会2階会議室
◎全国安全週間地区大会
日時 6月22日（金）13時30分〜16時15分
場所 テクスピア大阪3階301
◎安全衛生推進者養成講座
日時 7月3日（火）9時〜17時25分、4日（水）9時〜17時35分
場所 当協会2階会議室
◎安全管理者選任時研修
日時 7月10日（火）、11日（水）9時〜16時10分
場所 当協会2階会議室
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 7月13日（金）8時〜17時55分
〃場所 堺伝統産業会館2階
実技日時 7月14日（土）、15日（日）8時〜17時30分
22日（日）8時〜17時20分
〃場所 丸全昭和運輸㈱汐見倉庫
◎新任労務担当者講習会
日時 7月17日（火）13時30分〜16時30分
場所 テクスピア大阪3階301

内容

■羽曳野協会 行事予定

◎第1回 理事会
日時 5月11日（金）15時〜16時30分
場所 富田林市市民会館
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月13日（日）9時〜17時
〃場所 富田林市市民会館
実技日時 5月20日（日）8時〜17時、27日（日）8時〜17時
6月3日（日）8時〜18時30分（実技・修了試験）
〃場所 ㈱ジェイテクト国分工場
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 5月24日（木）9時〜19時、25日（金）9時〜17時
場所 富田林市市民会館
◎第1回 労務管理講座
日時 5月29日（火）13時〜16時30分
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5日（火）13時〜16時30分
場所 富田林市市民会館
◎第1回安全・衛生合同部会
日時 6月12日（火）13時30分〜16時30分
場所 羽曳野労働基準監督署
◎平成30年度定時総会
日時 6月19日（火）16時〜17時
場所 天王寺都ホテル
◎リスクアセスメント研修会
日時 7月5日（木）13時10分〜16時40分
場所 富田林市市民会館
◎クレーン運転特別教育
日時 7月9日（月）9時〜19時30分
場所 富田林市市民会館
◎労務実務担当者講習会
日時 7月20日（金）13時〜16時40分
場所 富田林市市民会館
◎第1回労務部会・労務研究会
日時 8月22日（火）14時〜15時30分
場所 羽曳野労働基準監督署

■茨木協会

行事予定
◎安全衛生推進者養成講習会
（水）、10日（木） 場所 茨木市福祉文化会館
日時 5月9日
◎平成30年度定時社員総会
日時 5月11日
（金）15時30分〜
場所 茨木市立男女共生センター
◎平成30年度第2回理事会
（金） 場所 茨木市立男女共生センター
日時 5月11日
◎会員相互懇親会
（金）17時30分〜
日時 5月11日
場所 茨木スカイレストラン
◎職長安全衛生教育
（月）、15日（火） 場所 正雀市民ルーム
日時 5月14日
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 5月14日
（月）、15日（火） 場所 正雀市民ルーム
◎職長･安全衛生責任者教育の内特別の教育（2時間のみ）
日時 5月14日
（月） 場所 正雀市民ルーム
◎自由研削と石取扱い業務特別教育
日時 5月16日
（水） 場所 茨木市福祉文化会館
◎アーク溶接等の業務特別教育（学科のみ）
日時 5月22日
（火）、23日（水） 場所 茨木市福祉文化会館
◎玉掛け技能講習
（火）、30日（水）
学科日時 5月29日
〃場所 茨木市福祉文化会館
実技日時 6月10日
（日） 場所 ㈱酉島製作所
◎フォークリフト運転技能講習（31時間コース）
（木） 場所 守口門真商工会館
学科日時 5月31日
実技日時 6月3日
（日）、10日（日）、17日（日）
〃場所 ㈱クボタ枚方製造所
◎地区安全大会
日時 6月8日
（金）14時〜
場所 茨木市立男女共生センター
◎粉じん作業従事者特別教育
日時 6月12日
（火） 場所 茨木市市民総合センター
◎フォークリフト運転技能講習（31時間コース）
学科日時 6月19日
（火） 場所 茨木市福祉文化会館
実技日時 6月24日
（日）、7月1日（日）、8日（日）
〃場所 ㈱神戸製鋼所茨木工場
◎低圧電気取り扱い業務特別教育（学科のみ）
日時 7月3日
（火） 場所 茨木市市民総合センター
◎リスクアセスメント担当者養成研修
日時 7月26日
（木） 場所 茨木市福祉文化会館

■和泉大津地区協会 行事予定
◎安全部会役員会
日時 5月10日（木）13時30分〜15時
場所 当協会2階会議室
◎平成30年度通常総会・第2回理事会・意見交換会
日時 5月17日（木）16時〜18時
場所 ホテルきららりぞーと関空
◎フォークリフト運転技能講習
学科日時 5月18日（金）8時〜17時55分
〃場所 堺伝統産業会館2階
実技日時 5月19日（土）、20日（日）8時〜17時30分
27日（日）8時〜17時20分
〃場所 丸全昭和運輸㈱汐見倉庫
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