
令和 3 年 11 月更新・失効再交付講習予定 

※【失効】は失効の講習のみ、《合併》は更新と失効の講習を同時に開催いたします。 

◇受講申込書に希望講習日時と開催地をご記入の上お申込みください。 

〆切日は、希望講習日の１０日前になります。 

※コロナウイルス拡散防止のため全講習会は予約制になっております。書類送付前に予約の連絡を下さるようお願いいたします。 

堀口海事事務所 休日-土日祝日・年末年始 ℡052-332-0640 

※春日井市の会場は上履きをご持参くださるようお願いいたします。 

                    ※岡崎市の会場は岡崎市民会館です。 

◇ミタチ第２ビルは、金山市民会館北交差点角にあります。 

◇書類が届かない場合は、受講できません。上記以外の講習日を希望される方は、当事務所に問い合わせください。 

11 月 
日 曜 開催地   講習会場 開始時間 

２ 火 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ                             10:30 13:30《合併》 

４ 木 磐田市 静岡 ワークピア磐田 19:00 《合併》 

２ 火 一宮市 愛知 一宮市民会館 18:30 《合併》 

３ 水 豊田市 愛知 豊田市福祉センター 18:30 《合併》 

３ 水 鈴鹿市 三重 鈴鹿市文化会館 18:30 《合併》 

５ 金 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 《合併》 

５ 金 愛知県南知多町 ㊕ 師崎漁協 18:00 《合併》 

６ 土 沼津市 静岡 沼津市民文化センター 10:30 13:30《合併》 

６ 土 愛知県武豊町 愛知 マリンポート鳥新 10:00 《合併》 

７ 日 浜松市 静岡 アルラ（浜松卸商センタ－） 14:00 《合併》 

７ 日 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 13:30《合併》 

９ 火 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 13:30 18:30 

７ 日 鳥羽市 三重 鳥羽商工会議所 18:00 《合併》 

１０ 水 岐阜市 岐阜 OKB ふれあい会館(県民ふれあい会館) 18:30 《合併》 

１０ 水 静岡市清水 静岡 清水マリンビル 14:00 《合併》 

８ 月 豊橋市 愛知 ﾗｲﾌﾎﾟｰﾄとよはし(中ホール) 18:30   

１１ 木 半田市 愛知 ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ半田(勤労福祉会館) 18:30 《合併》 

９ 火 津市 三重 海洋スポーツセンター 18:30   

１２ 金 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:00 《合併》 

１３ 土 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 13:30 15:30 

１４ 日 浜松市 静岡 アルラ（浜松卸商センタ－） 14:00 《合併》 

１６ 火 岡崎市 愛知 岡崎市民会館※ 18:30 《合併》 

１３ 土 伊勢市 三重 いせトピア 14:00《合併》 18:30 

１７ 水 富士市 静岡 富士市交流センター 14:00《合併》 18:30 

１４ 日 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 13:30《合併》 

１８ 木 碧南市 愛知 衣浦港湾会館 18:30   

１９ 金 磐田市 静岡 ワークピア磐田 19:00 《合併》 

１６ 火 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 《合併》 

２０ 土 浜松市 静岡 アルラ（浜松卸商センタ－） 10:30   

１７ 水 豊川市 愛知 豊川勤労福祉会館 14:00 《合併》 

２１ 日 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 13:30《合併》 

１９ 金 豊橋市 愛知 ﾗｲﾌﾎﾟｰﾄとよはし(中ホール) 14:30 《合併》 

１９ 金 津市 三重 海洋スポーツセンター 14:00 《合併》 

２４ 水 浜松市 静岡 アルラ（浜松卸商センタ－） 18:30 《合併》 

２０ 土 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 13:30 《合併》 

２２ 月 松阪市 三重 松阪商工会議所 18:30   

２５ 木 沼津市 静岡 沼津市民文化センター 18:30 《合併》 

２１ 日 春日井市 愛知 春日井市総合体育館※ 18:30 《合併》 

２１ 日 四日市市 三重 四日市港ポートビル 14:00 《合併》 

２６ 金 焼津市 静岡 焼津市文化センター 18:30 《合併》 

２３ 火 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 13:30 

２２ 月 蒲郡市 愛知 蒲郡商工会議所※ 14:30 《合併》 

２２ 月 碧南市 愛知 大浜漁協 18:00 《合併》 

２７ 土 浜松市 静岡 アルラ（浜松卸商センタ－） 10:30   

２２ 月 名古屋市 愛知 ミタチ第２ビル ５Ｆ 10:30 13:30《合併》 

２８ 日 岐阜市 岐阜 OKB ふれあい会館(県民ふれあい会館) 14:00 《合併》 

２４ 水 岡崎市 愛知 岡崎市民会館※ 10:30   

２６ 金 常滑市りんくう 愛知 NTP マリーナりんくう 10:00 《合併》 

３０ 火 静岡市 静岡 静岡労政会館 18:30 《合併》 

２５ 木 刈谷市 愛知 刈谷産業振興センター 18:30   

         コロナ感染予防対策で講習日程・会場の変更、中止になることもあります。 

（変更、中止があった場合はこちらからご連絡いたします） 


