
参考 1

日 程 開 俸 暮 嶺 甲 ユ み 専

北海道 2016年 11月 30日 (水) 14100 北海道第二水産ビル 8AB会議室 掲載中 専

青森県 2016年 12月 1日 (木 ) 14,00 ラ・プラス青い森 メーブル 掲載中 不要

岩手県 2017年 2月 6日 (月 ) 14,00 ホテルルイズ 11月 中旬掲載予定 要

宮城県 2017年 2月 3日 (金) 14130 「KPガーデンシティ仙台 掲載中 要

秋田県 2016年 11月 15日 (火 ) 13t30 ホテルクラウンパレス秋北 2階『乳雀の間」 掲載中

秋田県 6年 11月 16日 (水) 秋田ピューホテル 4階「飛靭の開ょ 掲載中 要

秋田県 6年11月 16日 (水 ) 14:30 隣手セントラルホテル 2階「翔光の間J 掲載中 要

山形県 7年 1月 24日 (火 ) 14,00 山形ビッグウィング 11月 中旬掲載予定 要

福島県 7年2月 8日 (水 ) 14100 コラッセお、くしま 11月 中旬掲載予定 要

茨城県 2016年 11月 8日 (火 ) 14:00 日立シビックセンター 多目的ホール 掲載中

茨城県 7年 1月 26日 (木 ) 土浦市民会館 Jヽホール 掲載中 撃

衷城県 フ年2月 10日 (金 ) 14:00 県立県民センター ′トホール 掲載中 要

栃木県 6年 10月 28日 (金) とちぎ健康の森 講堂 掲載中

栃木県 7年 1月 11日 (水 ) とちぎ健康の森 講堂 掲載中 要

群馬県 6年12月 15日 (木) 4:00 辞馬県庁 292会議室 (29階 ) 掲載中 要

埼玉県 7年1月 30日 (月 ) 4100 さいたま共済会館 6階大会議室 掲載中 要

千葉県 2017年 1月 20日 (金) 千葉県教育会館 大ホール 11月 下旬掲載予定 要

東京都 2016年 12月 13日 (火 ) 東京ビックサイト 掲載中 要

神奈川県 2017年 2月 24日 (全) 臓浜情報文化センター 情文ホール 12月 下旬掲載予定 要

新潟県 016年 月24日 ●末) 4【00 自治会館講堂 掲載中 要

新潟県 2017年 月13日 (金) ハイブ長岡(長岡産業交流会館 ) 掲載中 要

富山県 2016年 月15日 (火 ) 3130 農協会館ホール 掲載中
石川県 2017年 1月 23日 (月 ) 百サ|'県地場産業振興センター 第5研修室 掲載中 要

福井県 2017年 2月 16日 (木 ) 3:30 (公財)ふくい産業支援センター 掲載中 要

福井県 2017年 2月 17日 (金 ) 0:30 小浜商工会議所 掲載中 要

山梨県 2016年 2月 1日 (木 ) It梨県自治会館 掲載中 要

長野県 2017年 月19日 (木 ) 3i30 長野県庁 講堂 掲載中 要

岐阜県 2016年 1月 4日電め 3:30 お、れあい福寿会館 302大会議室 掲載中

静岡県 2017年 月30日 (月 ) 4130 二島商工会議前 後日掲載 要

静岡県 2017年 2月 3日 (翁 静岡高工会議所 後日掲載 要

静岡県 2017年 2月 3日 (金 ) 4130 凝松商工会議所 後 日掲載 要

愛知県 20164F 2月 1日 (木 ) 4:00 愛知県産業労働センター(ウ インクあいち)18階セミナールーム 掲載中 要

三重県 2017年 月18日 (水) 二重県勤労者福社会館6階講堂 掲載中 要

三室県 2017年 1月 19日 (木 ) 0:00 三貫県四日市市庁舎大会議室 掲載 中 要

二重県 2017在 F 月19日 (木) 5100 三三県伊賀庁舎大会議垂 掲載中 要

二重県 2017年 月20日 (金) 二重県伊勢庁舎401会議室 掲載中 要

二重県 2017年 月23日 (月 ) 二重県尾驚庁舎大会議室 掲載中 襲

滋賀県 2016年 1月 7日 (月 ) ホテルニューオウミ 大宴会場 おうみ 掲載中

京都府 2017年 月26日 (木 ) PM 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ テルサホール 後日掲載 要

大阪府 2017年 1月 25日 (水 ) 13,30 国民會館 大ホール 11月 中旬掲載予定 要

兵庫県 2016年 1月 9日 (水 ) 神戸高工会議所 3階会議盛 掲載中

奈良県 2017年 月30日 (月 ) 4:00 奈良県橿原文化会館 小ホール 掲載中 要

和歌山県 2017年 2月 2日 (木) 4:00 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 大ホール 掲載中 要

鳥取県 2016年 12月 13日 (火 ) 5:00 とりぎん文化会館 第1会議室 掲載中 要

島根県 2017年 2月 10日 (金) 島根県市町村振興センター (タウンプラザしまね)大会議室 (6F) 後 日掲載 要

岡山県 2016年 11月 18日 (金) 3:30 ANAクラウンプラザホテル岡山1階 曲水 掲載中 要

広島県 2016年 11月 17日 (木) メルパルク広島 6踏 平成 掲載中 要

山口県 2016年打月14日 (月 ) 3:30 山田県健康づくリセンター 掲載中
随島県 2016々:12月 5日 (月 ) 3130 徳島グランヴィリオホテル 掲載中 要

香川県 2016年 10月 18日 (火〉 ホテルパールが一デン 2階 言費岐Aの間 掲載中

愛媛県 2016年 12月 8日 (木 ) 3130 チクノプラザ愛媛 テクノホール 掲載中 要

寄知県 2016年 12月 9日 (金) 寄知商工会館 掲載中 要

福岡県 2017年 3月 2日 (本) 3:30 福岡県中′〕ヽ企業振興センタービ,レ 大ホール 掲載中 要

佐賀 ! 2016年 12月 9日 (金 ) 4:00 アバンセ ホール 掲載中 要

長崎県 2016年 11月 25日 (金 ) 4130 長崎県勤労福社会館 2踏講堂 掲載中 要

熊本県 2017年 3月 1日 (7k) 本県庁本館 地下大会議室 掲載中 要

大分県 2016年 11月 28日 (月 ) 14:60 トキハ会館 ローズの間 掲載中 要

宮崎県 2016年 11月 9日 (7K) MRTミック2踏ダイアモンドホール 掲載中

蔵児島県 2017年 2月 7日 (火 ) 14:00 かごしま県民交流センター 中ホール 掲載中 要

沖縄県 2016年 11月 13日 (金 ) 沖縄県市町村 自治会館 ホ千ル 掲載中 要


