愛知県職業能力開発協会広報誌 『Ｔ＆Ｔ』
※ご覧になりたい号をクリックしてください。

№１５０（平成２９年７月２５日発行）

ＴＯＰＩＣＳ

受講者募集

▮ 平成29年度 通常総会を開催

１

▮ 平成29年度前期 事業内職業訓練生部会事業を

▮ ８月以降開講の教育訓練、講習のご案内
▮ ８月以降開講のパソコン講習のご案内

１

ご紹介します

4
4

➊ オリエンテーリング大会

１

➋ 生活指導研修会

2

➌ 合同学習

2

▮ 厚生労働省 ものづくりマイスター制度
「ＩＴマスター」を募集

5

➍ 体育大会

2

▮ ものづくり体験フェアを開催しました

5

2

▮ 平成29年度第１回連携会議を開催しました

5

▮ 平成29年春の叙勲・褒章 受章

技能振興コーナーのご案内

職業能力開発サービスセンターのご案内

お知らせ
▮ 平成29年度前期技能検定の合格発表について

3

▮ 平成29年度後期技能検定の申請受付を実施

3

▮「企業が行う従業員のキャリア形成の取組みを
支援する総合窓口」
▮ 第１回、第２回職業能力開発推進者講習会を

します
▮ 平成29年度前期ビジネス・キャリア検定試験に

3

ついて
▮ 第67回愛知県職業能力開発促進大会を開催
します

4

開催しました
▮ メッセナゴヤ2017へ出展します

主要行事予定(8月～10月)

№１４９（平成２９年３月下旬発行）
目

次

トピック
・平成２９年度教育訓練講習のご案内
・・・・・１
・平成２８年度第２回消防訓練を実施しました・・・・４
・平成２９年度パソコン講習のご案内
・・・・・１ ・技能検定合格者へのフォローアップ講習を開催しまし
お知らせします
た
・・・・・５
・平成２９年度前期技能検定・技能五輪愛知県大会に
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
ついて
・・・・・１
・ものづくり体験会を開催しました
・・・・・５
・平成２９年度前期事業内職業訓練生部会事業のご紹介
・ものづくり現場見学会を開催しました
・・・・・５
・・・・・１
・職場体験実習を実施しました
・・・・・６
・平成２８年度認定職業訓練校の修了式（卒業式）に
・技能五輪全国大会愛知県予選（造園・洋菓子製造）を
ついて
・・・・・２
開催しました
・・・・・６
開催、実施しました
・平成２８年度後期ビジネス・キャリア検定試験を実施
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
しました
・・・・・３
・第３回職業能力開発推進者講習会を開催しました
・第２９回技能グランプリが開催されました
・・・・・３
・・・・・６
・平成２８年度後期技能検定合格発表について ・・・・・３ ・職業能力開発推進者の「選任調べ」を受け付けて
・平成２８年度後期技能五輪愛知県大会を開催しました
います
・・・・・７
・・・・・４
・サービスセンターのご案内
・・・・・７
・第４２回愛知県職業訓練生技能コンクールを
開催しました
・・・・・４
協会主要行事予定
・愛知県事業内職業訓練生駅伝大会を開催しました
・協会主要行事予定
・・・・・９
・・・・・４

6
7
7
8

№１４８（平成２８年１１月下旬発行）
目
トピック
・第５４回技能五輪全国大会
最優秀技能選手団賞１２連覇達成！！
・・・・・１
お知らせします
・平成２８年度後期技能検定について
・・・・・１
・愛知県における第５８回技能五輪全国大会・第３９回全
国アビリンピックの開催内定について
・・・・・・・２
・愛知県 技能五輪国際大会の招致について・・・・・・・２
開催、実施しました
・事業所部会・共同訓練部会事業について
・・・・・・２
職業訓練生ソフトボール大会
職業訓練教育担当者研修
職業訓練管理者研修会
・第６６回愛知県職業能力開発促進大会を開催しました
・・・・・・・・３
事業内職業訓練生文化展
事業内職業訓練生体験発表会
・お菓子作り教室が開催されました
・・・・・・・・４
・平成２８年度前期技能検定の結果について・・・・・・・４
おめでとうございます
・平成２８年秋の褒賞受賞
・・・・・・・５
・平成２８年度現代の名工（卓越した技能者 厚生労働大臣
表彰）受賞
・・・・・・・５
・平成２８年度あいちの名工（愛知県優秀技能者表彰）受
賞
・・・・・・・５
・職業能力開発関係者表彰受賞
・・・・・・・５

次
募集します
・１２月以降開講の教育訓練講習のご案内 ・・・・・・６
・１２月以降開講のパソコン講習のご案内
・・・・・６
・平成２８年度第２回職業訓練指導員講習(４８時間講
習)の開催について
・・・・・６
・平成２８年度後期ビジネス・キャリア検定試験につい
て
・・・・・６
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・ものづくり体験フェアを開催しました
・・・・・７
・現代の名工展を開催しました
・・・・・７
・技能伝承に取り組む企業の好事例発表会を開催しまし
た
・・・・・７
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・職業能力開発推進者の「選任調べ」を受け付けていま
す
・・・・・・・・８
・第２回職業能力開発推進者講習会を開催しました
・・・・・・・９
・メッセナゴヤ２０１６へ出展しました ・・・・・・・９
・第３回職業能力開発推進者講習会を開催します・・・９
協会主要行事予定
・協会主要行事予定

・・・・・・・１０

№１４７（平成２８年８月下旬発行）
目
トピック
・平成２８年度通常総会を開催しました

・・・・・・・・１

次
募集します
・９月以降開講の教育訓練講習のご案内
・９月以降開講のパソコン講習のご案内

・・・・・・５

・・・・・・５
お知らせします
・平成２８年度前期技能検定について
・・・・・・・・１
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・平成２８年度後期技能検定について
・・・・・・・・２
・ものづくり体験フェアを開催しました。
・・・・・５
・第６６回愛知県職業能力開発促進大会を開催します
・平成２８年度第１回連携会議を開催しました。 ・・６
・・・・・・・・２
・平成２８年度前期ビジネス・キャリア検定試験について
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・・・・・・・・２
・職業能力開発推進者の「選任調べ（届）」を受け付け
開催、実施しました
ています
・・・・・・・・６
・技能五輪愛知県大会を開催しました
・・・・・・・・３
・事業内職業能力開発計画作成のアドバイスを行って
・事業内職業訓練生オリエンテーリング大会を
います
・・・・・・・・７
開催しました
・・・・・・・・３ ・第１回職業能力開発推進者講習会を開催しました
・職業訓練生活指導研修会を開催しました ・・・・・・・・３
・・・・・・・・７
・事業内職業訓練生合同学習を開催しました・・・・・・・４ ・第２回職業能力開発推進者講習会を開催します ・・７
・事業内職業訓練生体育大会を開催しました・・・・・・・４ ・メッセナゴヤ２０１６へ出展します
・・・・・・・・７

おめでとうございます
・平成２８年春の褒賞受賞
・第１１回若年者ものづくり競技大会入賞

・・・・・・・・４
・・・・・・・４

協会主要行事予定
・協会主要行事予定

・・・・・・・・８

№１４６（平成２８年３月下旬発行）
目
トピック
・平成２８年度パソコン講習のご案内
・平成２８年度教育訓練のご案内

・・・・・・・１
・・・・・・・１

お知らせします
・平成２８年度前期技能検定受験申請受付について・・・１
・平成２７年度後期技能検定合格発表について・・・・・・１
・技能検定成績優秀者を表彰します
・・・・・・・２
・平成２８年度前期事業内職業訓練生部会事業のご紹介
・・・・・・・２
・平成２７年度認定職業訓練校の修了式(卒業式)について
・・・・・・・３

次
・第４１回愛知県職業訓練生技能コンクールを開催しま
した
・・・・・・・・４
・平成２７年度第２回消防訓練を実施しました・・・ ４
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・ものづくり体験会を開催しました
・・・・・・・５
・ものづくり現場見学会を開催しました ・・・・・・・ ５
・平成２７年度後期技能五輪愛知県大会(洋菓子製造・
造園)を開催しました
・・・・・・・・５

サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・第３回職業能力開発推進者講習会を開催しました・６
・職業能力開発推進者「選任調べ」を受け付けています
開催、実施しました
・・・・・・・６
・技能検定合格者へのフォローアップ講習を開催しました ・事業内職業能力開発計画作成のアドバイスを行ってい
・・・・・・・・３
ます
・・・・・・・ ６
・平成２７年度後期ビジネス・キャリア検定試験を実施し ・新規ＤＶＤ貸出しのご案内
・・・・・・・ ７
ました
・・・・・・・・３
・平成２７年度後期技能五輪愛知県大会を開催しました
協会主要行事予定
・・・・・・・４
・協会主要行事予定
・・・・・・・８

№１４５（平成２８年１月上旬発行）
目
・第５３回技能五輪全国大会最優秀技能選手団賞
１１連覇達成！！
・・・・・・・・・１
お知らせします
・平成２７年度後期技能検定の実施について・・・・・・・・１
・２０１９年度第５７回技能五輪全国大会の開催地が
愛知県に決定
・・・・・・・・・１
・平成２７年度後期ビジネス・キャリア検定試験・・・・・２
開催、実施しました
・次代を担うものづくり人材育成支援事業・・・・・・・・・・２
・お菓子作り教室が開催されました ・・・・・・・・・・・・・ ２
・町工場技能者コンクール（建築大工）を開催しました・３
・第６５回愛知県職業能力開発促進大会を開催しました・３
・事業内職業訓練生文化展を開催しました ・・・・・・・・ ４
・事業内職業訓練生体験発表会を開催しました・・・・・・・・４
・事業内職業訓練生駅伝大会を開催しました・・・・・・・・４
おめでとうございます
・平成２７年度秋の叙勲・褒章受章・・・・・・・・・・・・・・・５
・現代の名工(卓越した技能者 厚生労働大臣表彰)受賞
・・・・・・・・・ ５

次
・職業能力開発関係者表彰受賞・・・・・・・・・・・・・・・５
・平成２７年度愛知県優秀技能者表彰（あいちの名工）
受賞
・・・・・・・・・５
・キャリア支援企業表彰２０１５受賞・・・・・・・・・・・ ６
募集します
・第３回職業能力開発推進者講習会のご案内・・・・・・６
・技能検定合格者フォローアップ講習のご案内・・・・６
・平成２８年１月以降開講の教育訓練、講習のご案内
・・・・・・・ ・７
・平成２８年１月以降開講のパソコン講習のご案内・７
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・ものづくりマイスター実技指導の受付・・・・・・・・・７
・ものづくり体験フェアを開催しました・・・・・・・・・ ８
・平成２７年度第２回連携会議を開催しました・・・・８
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・職業能力開発推進者選任調べの受付 ・・・・・・・・ ８
・第２回職業能力開発推進者講習会を開催しました・９
・メッセナゴヤ２０１５へ出展しました・・・・・・・・・ ９
協会主要行事予定

№１４３・１４４合併号（平成２７年１０月初旬発行）
目
・平成２７年度通常総会を開催しました・・・・・・・・・・・１
お知らせします
・平成２７年度前期技能検定・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
・平成２７年度前期技能検定（３級）の結果 ・・・・・・・・２
・平成２７年度後期技能検定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
・第６５回愛知県職業能力開発促進大会を開催します ・・２
・町工場技能者コンクール（建築大工）を開催します・・２
開催、実施しました
・町工場技能者コンクール（電気めっき）を開催しました
・・・・・・・・・・・・・３
・技能五輪愛知県大会を開催しました ・・・・・・・・・・・・３
・事業内職業訓練生オリエンテーリング大会を開催しまし
た
・・・・・・・・・・・・・３
・職業訓練生活指導研修会を開催しました ・・・・・・・・・４
・事業内職業訓練生合同学習を開催しました・・・・・・・・４
・事業内職業訓練生体育大会を開催しました・・・・・・・・４

次
おめでとうございます
・平成２７年春の叙勲・褒章受章・・・・・・・・・・・・・・４
・「第４３回技能五輪国際大会」メダル獲得・ ・・・・・５
・
「第１０回若年者ものづくり競技大会」入賞 ・・・・・ ５
募集します
・１０月以降開講の教育訓練、講習・・・・・・・・・・・・６
・１０月以降開講のパソコン講習・・・・・・・・・・・・・・６
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・平成２７年度第１回連携会議を開催しました・・・・・６
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・職業能力開発推進者の「選任調べ」受付 ・・・・・・・・７
・事業内職業能力開発計画作成のアドバイス ・・・・・・７
・第１回職業能力開発推進者講習会を開催しました・・８
・第２回職業能力開発推進者講習会を開催します ・・・８
・メッセナゴヤ２０１５へ出展します・・・・・・・・・・・８
協会主要行事予定

№１４２（平成２７年３月初旬発行）
目

次

（

愛知県技能振興コ－ナ－事業 特集号 ）

愛知県技能振興コ－ナ－をご紹介します
・スタッフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
・人材育成に関する相談・援助・・・・・・・・・・・１
・ものづくりマイスタ－の活用・・・・・・・・・・・１
・地域における技能振興・・・・・・・・・・・・・・２
・連携会議の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・３
お知らせします
・平成27年度前期技能検定・技能五輪愛知県大会・・・３
・平成26年度後期技能検定の合格発表・・・・・・・・３
・技能検定「機械保全３作業」実施団体の移行・・・・４
・平成27年度事業内職業訓練生部会事業の紹介・・・・４
・平成26年度第２回消防訓練の実施･･･・・・・・･・･ ５
・職業訓練会館改修工事（消防設備改修）を実施・・・５
開催、実施しました
・第28回技能グランプリ
愛知県選手団結団式・・・・・・・・・・・・・・・５
愛知県選手団2大会ぶりに優秀技能選手団賞を獲得・･６
・第43回技能五輪国際大会の出場者が決定・・・・・・６

・技能五輪指導者育成支援事業・・・・・・・・・・・・・７
・平成26年度後期技能五輪愛知県大会 ・・・・・･・７
・事業内職業訓練生技能コンク－ル・・・・・・・・７
・平成26年度後期ビジネス・キャリア検定試験・・・８
募集します
・パソコン講習・・・・・・・・・・・・・・・･･･ ８
・平成27年度教育訓練・・・・・・・・・・・・･・･８
・ＴＷＩ監督者訓練・・・・・・・・・・・・・･･・８
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・「ものづくりの魅力」発信事業
ものづくり体験会を開催・・・・・・・・・・･・ ９
ものづくり現場見学会を開催・・・・・・・・・･･９
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・第３回職業能力開発推進者講習会を開催・・・・・９
・職業能力のアドバイスや情報を無料提供・・・･･１０
・職業能力開発推進者の選任調べの受付・・・・・１０
協会主要行事予定

№１４１（平成２６年１２月中旬発行）
項目（

技能五輪・アビリンピック 特集号

技能五輪・アビリンピックあいち大会2014
・愛知県選手団結団式を開催
・10連覇達成！最優秀技能選手団賞受賞と技能五輪
ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸあいち大会2014推進協議会長賞受賞
・入賞者が知事を表敬訪問
・入賞者を表彰
・あいち大会2014から国際大会へ
・27年度全国大会に向けて県大会を開催
・国際大会の愛知県への誘致研究を開始
お知らせします
・平成26年度前期技能検定の合格発表
・平成26年度後期技能検定を実施
・技能検定「機械保全職種」実施団体の移行
・第28回技能グランブリが開催
・職業訓練会館改修工事（消防設備改修）を実施
・当協会代表電話を自動音声案内に変更
・事業内職業訓練生技能コンク－ルを開催
開催、実施しました
・職業訓練会館の消防訓練を実施
・小中学生の親子対象のお菓子教室が開催
・事業内職業訓練生の各種行事を実施
・あいち産業労働ビジョンの策定を開始

）

おめでとうございます
・平成26年秋の叙勲、褒賞
・現代の名工(卓越した技能者厚生労働大臣表彰)
・あいちの名工(愛知県優秀技能者知事表彰)
・職業能力開発関係厚生労働大臣表彰
募集します
・パソコン講習
・人材育成と教育
・新規講習(ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ･ｾﾐﾅ-)
・平成26年度後期ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｷｬﾘｱ検定試験
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・町工場技能者コンク－ルの結果
(電気めっき 電気溶接 建築大工 建築板金)
・ものづくり体験フェアを開催
・“熟練技能者実技指導”の受付
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・第２回職業能力開発推進者講習会を開催
・ﾒｯｾﾅｺﾞﾔ2014へ出展し広報活動を実施
・「株式会社豊田自動織機」がｷｬﾘｱ支援企業表彰
2014厚生労働大臣表彰を受賞
・職業能力開発のｱﾄﾞﾊﾞｲｽや情報を無料提供
協会主要行事予定

№１３９・１４０合併号 （平成２６年９月１日発行）
項目（№139・140合併号）
平成２６年度通常総会
募集します
・10月以降開講の教育訓練、講習のご案内
・パソコン講習のご案内
お知らせします
技能検定試験
・平成２５年度実施結果
・平成２６年度前期（３級）実施結果
・平成２６年度後期実施日程
今後の主要行事予定と会費納入のお願い
開催、実施しました
技能五輪
・愛知県大会の開催結果
・愛知県選手の合同公開練習会
・大村知事と語る会
・2014推進協議会第３回総会
事業内職業訓練生
・オリエンテ－リング大会、
生活指導研修会、合同学習、体育大会
ものづくり人材育成事業
（造園工事、フライス盤）

おめでとうございます
・春の叙勲・褒賞
・内閣総理大臣賞受賞
第５３回全国和裁技能コンク－ル
・厚生労働大臣賞受賞
第９回若年者ものづくり競技大会
技能振興コ－ナ－からのお知らせ
・平成２６年度第１回連携会議
・町工場技能者コンクール
電気めっきを開催しました
電気溶接を開催します
建築大工、建築板金参加者を募集中
・ものづくりマイスタ－や
熟練技能者を派遣します
・ものづくり現場見学会・体験会
ものづくり現場見学会参加小中学校を募集中
Ｕ－20ものづくり体験会を開催しました
サ－ビスセンタ－からのお知らせ
・サ－ビスセンタ－のご案内
・研修ビデオライブラリ－のご利用案内
・第２回職業能力開発推進者講習会のご案内

№１３８ （平成２６年１月２９日発行）
《主な内容》
◇年頭のごあいさつ（協会会長）
お知らせします

◇新春を迎えて（愛知県知事）

○平成２５年度後期技能検定・技能五輪愛知県大会を実施します

○若年技能者人材育成支援等事業｢モノづくり現場見学会・体験会｣を実施しています
募集します

○人材育成と教育のご案内

○パソコン講習のご案内

○“ものづくりマイスター”や“熟練技能者”を派遣します
開催・実施しました

○技能五輪全国大会入賞者の表彰を行いました

大会の指導者育成支援を行っています

○技能五輪全国

○事業内職業訓練生駅伝大会を開催しました

№１３７ （平成２５年１２月１１日発行）
《主な内容》
開催・実施しました

○第５１回技能五輪全国大会・第３４回全国障害者技能競技大会

開催 ○平成２５年度前期技能検定試験合格発表
進大会開催 ○ものづくり体験フェア開催

○第６３回愛知県職業能力開発促

○事業内職業訓練生文化展開催

○事業内訓練生体験発表会開催 ○事業内職業訓練生ソフトボール大会開催
○職業能力開発推進者講習会
募集します

○人材育成と教育のご案内

○パソコン講習のご案内

○ものづくりマイスター募集
お知らせします

○平成２５年度後期技能検定・技能五輪愛知県大会実施

○技能振興コーナーからのお知らせ
おめでとうございます

○サービスセンターからのお知らせ

○秋の叙勲・褒章

○現代の名工

○職業能力開発関係者表彰

○愛知県優秀技能者表彰

№１３６ （平成２５年１０月１日発行）
《主な内容》
募集します

○人材育成と教育のご案内

○パソコン講習のご案内

○若年技能者を育てる「ものづくりマイスター」を募集します。
お知らせします

○平成２５年度後期技能検定・技能五輪愛知県大会の実施について

○平成２５年度前期技能検定（３級）の結果について
会の結果について

○第８回ものづくり競技大会が開催されました

業訓練会館からのお知らせ
開催・実施しました

○第４２回技能五輪国際大
○愛知県職

○愛知職業能力開発サービスセンターからのお知らせ

○熟練技能者が高校の教員等に実技指導しました

○事業内訓練生体育大会開催

№１３５ （平成２５年７月１０日発行）
《主な内容》
募集します

○人材育成と教育のご案内

○パソコン講習のご案内

○若年技能者を育てる「ものづくりマイスター」を募集します。
○技能五輪・アビリンピックあいち大会２０１４推進協議会会員を募集しています
お知らせします

○平成２５年度前期技能検定・技能五輪愛知県大会の実施について

○技能五輪愛知県大会開催中

○熟練技能者が高校教員等に実技指導します

○愛知県職業訓練会館からのお知らせ
○愛知職業能力開発サービスセンターからのお知らせ
開催・実施しました

○平成２５年度通常総会を開催しました。

期技能検定実施結果について
おめでとうございます

○平成２４年度後

○第２７回技能グランプリが開催されました

○春の叙勲・褒章

○第５２回全国和裁技能コンクール２部

門で金賞

№１３４ （平成２５年１月２５日発行）
《主な内容》
◇年頭のごあいさつ（協会会長）
お知らせします

◇新春を迎えて（愛知県知事）

○平成２４年度後期技能検定・技能五輪愛知県大会実施

利用のご案内 ○訓練会館改修工事のお知らせ

○訓練会館

○キャリア支援企業表彰２０１２の

紹介 ○協会の今後の主要行事予定
募集します

○教育訓練のご案内

○パソコン講習のご案内

○技能五輪・アビリンピックあいち大会２０１４推進協議会会員募集

№１３３ （平成２４年１１月２７日発行）
《主な内容》
開催・実施しました

○第５０回技能五輪全国大会・第３３回全国障害者技能競技大会

○平成２４年度前期技能検定試験合格発表
募集します

○人材育成と教育のご案内

○第６２回愛知県職業能力開発促進大会

○パソコン講習のご案内

○平成２４年度職業能力開発推進者講習のご案内
お知らせします

○平成２４年度後期技能検定・技能五輪愛知県大会実施

利用のご案内 ○訓練会館改修工事のお知らせ
おめでとうございます

○秋の叙勲・褒章

○訓練会館

○協会の今後の主要行事予定

○現代の名工

○職業能力開発関係者表彰

○愛知県優秀技能者表彰

№１３２ （平成２４年８月１０日発行）
《主な内容》

○平成２４年度第１回理事会・総会を開催しました

○平成２４年度前期技能検定・技能五輪愛知県大会の実施について
○若年者ものづくり競技大会開催
○各種講習受講申込み 好評受付中

○技能五輪特集

○熟練技能者が高校の教員等に実技指導します
○春の叙勲・褒章

受章おめでとうございます

№１３１ （平成２４年４月１１日発行）
《主な内容》

○平成２４年度前期技能検定・技能五輪愛知県大会申請受付始まる

○平成２３年度技能検定実施結果

○教育訓練のご案内

○平成２３年度第２回理事会を開催しました
○愛知県職業訓練会館をご利用ください

○平成２４年度事業計画素案決まる
○職業能力開発推進者の選任を

№１３０ （平成２４年１月６日発行）
《主な内容》

○年頭のごあいさつ

○第４９回技能五輪全国大会開催

○平成２３年度後期技能検定・技能五輪愛知県大会

9,749 人が技能士に挑戦

○第６１回愛知県職業能力開発促進大会を開催しました
○教育訓練のご案内

○「現代の名工」愛知県から１０名選出

№１２９ （平成２３年１１月９日発行）
《主な内容》

○第４１回技能五輪国際大会結果

○第４９回技能五輪全国大会の計画

○《愛知県開催》技能五輪全国大会・全国アビリンピックの大会スローガン、ロゴマー
ク、イメージソングが決定しました
○教育訓練のご案内

○平成２３年度前期技能検定試験合格発表

○第６１回愛知県職業能力開発促進大会を開催します

