短期訓練・一般講習について

現在、令和2年度短期訓練の受講生を募集しています。
ぜひ奮ってご参加いただき、
お役立てください。

また当協会では、多職種に対し各種講習会・研修会を計画し実施しています。
「こういった研修がしたい」
「従業員にとらせたい資格がある」など要望がありましたら、
お気軽にご相談ください。

5月

開講

開催日
4月 8日（水）〜9日（木）
5月 8日（金）
5月14日（木）〜15日（金）他 全3回
5月18日（月）・25日（月）
〔前期〕／〔後期：11月〕
5月19日（火）・26日（火） ※事務担当者向け
5月21日（木）〜22日（金）他 全6回
6月 9日（火）〜10日（水）他 全3回
6月11日（木）〜12日（金）他 全4回

5月

6月

開講

開講

講習内容
小型車両系建設機械運転業務特別教育
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
若年者開発研修
品質管理基礎研修
労働法とルール＆コンプライアンス研修
マネージャー養成研修
人事人材開発塾
次期リーダー育成研修

6月

開講

受講料（税込）
14,300円
7,700円
1社2名まで 33,000円
前期・後期で 17,600円
8,800円
1社2名まで 66,000円
1社2名まで 33,000円
1社2名まで 44,000円
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照井文雄会長
職業能力開発関係功労者
厚生労働大臣表彰
受賞
遠野市自治功労者表彰

永年にわたり職業訓練の発展に寄与した功績により、
照井文雄
会長が厚生労働大臣より令和元年度職業能力開発関係功労者
として表彰されました。
また、
市議会議員として市政の振興発展
に寄与した功績が認められ、
令和元年度遠野市自治功労者表彰
を受賞されました。1月25日（土）には、
あえりあ遠野にて、
当協
会幹部が発起人となり受賞祝賀会が盛大に開催されました。
会員・関係者の皆様へ− 照井会長よりご挨拶

皆様の支え、
ご協力のおかげで、
このような名誉ある表彰をいただ
きましたことに感謝申し上げます。この度の受賞でより一層、
会員
の皆様、
遠野市、
社会のために尽力していく所存でありますので、
今
後とも変わらぬご支援、
ご協力を賜りますようお願いいたします。

令和2年度通常総会
岩手県最低賃金が改定。
ご確認ください！
（金）17：00〜
1時間790円（令和元年10月4日より改定） 5月29日
事業主のみなさまへ、
お知らせです。

働き方改革関連法が施工になっています。
①時間外労働の上限規制

月45時間、年360時間を原則とし、特別な事情がある場合でも年
（休日労働含）
720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が限度。

会場：サンパークやなぎ

〒028-0523 岩手県遠野市中央通り9-17

いつも当協 会には、多 大なるご協 力と
②年次有給休暇取得の義務化
ご厚情を賜りまして、
誠にありがとうござ
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に
対し、毎年5日、時季を指定して、有給休暇を与える必要がある。
います。総会後は懇親会も予定しており
③正社員と非正社員の不合理な待遇差禁止 ますので、
ぜひ多数のご参加をいただき
正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者の間
ますよう、
よろしくお願い申し上げます。
で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止。

昨年末12月17日には遠野市長を表敬訪問しました

祝賀会では福子夫人とともに和やかなご様子でした

いつも当協会には、多大なるご協力とご厚情を賜りまして、誠にありがとうございます。
令和2年度も、
どうぞよろしくお願いいたします。

職業訓練法人遠野職業訓練協会

講習・労務のことなど、
お気軽にお問合せください。

〒028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢8-1-8 TEL.0198-62-6310

〔FAX〕0198-62-6366〔E-mail〕info-tonovts@tono-vts.ac.jp
【URL】http://www.tono-vts.ac.jp/ ぜひホームページもご覧ください▶
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遠野

訓練
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会員親睦行事

第61回 岩手県職業能力開発促進大会
10月30日、
いわて県民情報交流

第10回グラウンドゴルフ大会開催

センターを会場に岩手県職業能力

参加者氏名（順位上位者順）
※敬称略

菊池 清正

及川 幸太郎

菊池 正克

佐々木 州男

照井 文雄

大洞 寔

菊池 正光

新田 美穂子

名（事務局4名含む）は、
元気はつらつで交流しながら、
8ホールを2度回り、

菊池 一彦

及川 澄夫

その後はサバイバルゲームを楽しみました。ご参加ありがとうございました。

菊池 昭男

菊池 聡

小松 喜一

正部家 興八

佐藤 正章

佐々木 文男

菊池 正治

昆野 喜昭

菊池 寿玄

金濱 繁

佐藤 咲子

菊池 惇

及川 セイ子

菊池 ツヤ子

11月7日、
グリーンピア三陸みやこ

山蔭 利知子

佐藤 沙也香

を会 場 に 岩 手 県 技 能 士 大 会 が

菊池 沙由里

多田 恵美

行われ、県内の技能士が集まり、

照井 福子

菊池 春雄

開 発 促 進 大 会が 行 わ れました。

10月27日、
早瀬川緑地公園のニュースポーツゴルフ場にて、
会員相互の親

今年度は岩手県卓越技能者表彰

睦を目的としたグラウンドゴルフ大会が開催されました。今年度はソフトボー

式と合わせての開催となり、
当日
は関係者150名以上参加の中、
当協会役員2名、
遠野市内2事業
所が表彰されました。

▲出席された菊池正克氏

岩手県知事表彰 認定職業訓練推進功労
菊池 正克 氏
職業訓練団体役職員の部
岩手県職業能力開発協会長表彰
認定職業訓練推進功労 個人の部

松田 正見 氏

岩手県知事表彰
技能検定推進功労 事業所・団体の部

有限会社多田工務店
株式会社ワイ・デー・ケー東北工場

令和元年度 岩手県技能士大会

ル大会、
技能まつりが、
天候に恵まれず中止となり、
グラウンドゴルフ大会も当
日の天候が気にされましたが、
無事に開催することができました。参加者31

相互の啓発と親睦を図りました。
大会の中で、
遠野地区技能士会の
運営に長年ご尽力された功績を
称えられ、
菊池栄喜氏が岩手県技
能士会長より技能士会運営功労
者表彰を授与されました。

▲受賞者の菊池栄喜氏

第45回 遠野高等職業訓練校 修了式
3月17日、遠野高等職業訓練校にて長期訓練
課程の修了式が行われました。式の中では修了
生 、在 校 生に対して、修了証 書 及び 各 表 彰 状
の交付がされ、
ご来賓（遠野市長、
岩手県建築士
会 遠 野 支 部 長 ）よりお祝いと激 励をいただき
ました。結び に 、修了生 代 表として木 造 建 築

第5回 いわて遠野かやぶき士技能評価試験
3月6日に学科、
7日に実技の日程で、
いわて遠野かやぶき士技能評価試験を実施しました。

4年ぶり

今回は3名が受験し、
当日は3名の検定員による公平な審査のもと適正に試験が行われました。

の
実施

科 3年 の 阿 部 里 輝さんが答 辞を述べ、関係さ
れた皆様へのお礼を伝えました。
修了証書及び技能照査合格証授与
木 造 建 築 科
3 年
阿部 里輝
㈱立石工務店 所属
木 造 建 築 科
3 年
久保田 和哉 新田建築 所属
各表彰
岩手県職業能力開発協会長表彰 久保田 和哉 新田建築 所属
遠野高等職業訓練校長表彰
阿部 里輝
㈱立石工務店 所属
岩手県若年者技能競技会
木造建築科2年の部 銀賞
菊池 惇
丸順工務店㈲ 所属
木造建築科1年の部 銀賞
佐々木 迅
社寺工舎 所属
2

▲修了された久保田さん

▲答辞を述べる阿部さん

3

