
バランスの取れた食事に1船・1冊
＜A4版　155頁＞

四季折々の献立が載っています！
　　　　価格：￥1,881（税込）
会員割引価格：￥1,254（税込）

生活習慣病対策に1船・1冊
＜A4版　84頁＞

生活習慣病・メタボ対策にご活用下さい！
　　　　価格：￥3,102（税込）
会員割引価格：￥2,068（税込）

＜頒布品の紹介＞
生活習慣病の予防に！（調理員のいない船舶には特に役立ちます！）

令和4年度　講習会等日程（注1）

（注1）各講習会共に受講希望者が講習催行最低人数に達しない場合は中止とすることがあります。
　　　 また、新型コロナウィルス感染防止のため、定員減または中止とすることがあります。
（注2）危険作業登録講習（酸素欠乏）は会場の都合で申し込み締め切りは２週間前となります。 
日程・開催内容等の詳細の変更があった場合は、当協会HP（ http://www.sensaibo.or.jp ) 上でお知らせします。
該講習受講の際はお早めにHPで確認してください。

2022. 10. 1
連絡先　TEL 03-3263-0918
　　　　FAX 03-3263-0910

回 期　間／会　場 定員 受　　講　　料

第36回
令和4年10月17日（月）～18日（火）（注2）    
（東京）麹町　海事センタービル

登録危険作業講習（酸素欠乏）

20人

なし
約100名

20人

船舶衛生管理者講習（Ｂ）

本講習を受講できる方は、下記の船舶衛生管理者講習（C）も受講できます。

第26回

第15回

令和4年11月29日（火）～12月8日（木）
（横浜）山田町　横浜掖済会病院
（神戸）学が丘　神戸掖済会病院

20人
30人

船舶料理士登録試験
令和4年10月8日（土）
（東京）中野　織田調理師専門学校

安全衛生管理実務担当者連絡協議会

令和4年度
第2回

令和4年7月７月２１日（木）
（東京）麹町　海事センタービル
令和5年3月中旬～下旬予定
（東京）麹町　海事センタービル

無料

令和4年度
第1回
終了

衛生管理者登録講習〔旧船舶衛生管理者講習（A）〕

会　員　46,200円（税込）
非会員　60,060円（税込）

会　員　  77,000円（税込）
非会員　100,100円（税込）

会　員　35,200円（税込）
非会員　45,760円（税込）

第44回
終了

令和4年5月11日（水）～6月3日（金）　   
（名古屋）松年町　名古屋掖済会病院（オンライン講習）

30人

第45回
終了

令和4年7月4日（月）～29日（金）   
（名古屋）松年町　名古屋掖済会病院（オンライン講習）

30人

会　員　165,000円（税込）
非会員　214,500円（税込）

船舶衛生管理者講習（Ｃ）

第5回
令和5年2月28日（火）～3月10日（金）
（横浜）山田町　横浜掖済会病院

20人
会　員　  92,400円（税込）
非会員　120,120円（税込）

支部・地区支部名 郵便番号 電　　　　話

01北海道支部 小樽市港町4-4 小樽港湾ｾﾝﾀｰ3
小樽地区支部 小樽市高島1-2-5 小樽機船漁業協同組合内
函館地区支部 函館市港町3丁目19-2 津軽海峡ﾌｪﾘ-㈱内
室蘭地区支部 室蘭市舟見町1-130-21 室蘭漁業協同組合内
苫小牧地区支部 苫小牧市元中野町4- 北洋海運㈱内
釧路地区支部 釧路市港町1-18 釧路機船漁業協同組合内
根室地区支部 根室市海岸町1-17 根室漁業協同組合内
網走地区支部 網走市港町4-63 網走漁業協同組合内
稚内地区支部 稚内市新港町1-13 稚内機船漁業協同組合内
紋別地区支部 紋別市港町6-5-2 紋別漁業協同組合内
留萌地区支部 留萌郡小平町字臼谷283-1 新星ﾏﾘﾝ漁業協同組合内
02東北支部 塩釜市港町1-4-1 ﾏﾘﾝｹﾞｰﾄ塩釜2F
青森地区支部 青森市勝田2-23-12 ㈱細川産業内
八戸地区支部 八戸市白銀町三島下95 八戸漁業指導協会内
宮古地区支部 宮古市光岸地4-40 宮古漁業協同組合内
釜石地区支部 釜石市浜町3-11-2　 濱幸水産㈱内
気仙沼地区支部 宮城県気仙沼市港町499番地　気仙沼市水産研修ｾﾝﾀｰ 宮城県北部船主協会内
石巻地区支部 石巻市のぞみ野1-1-2 津田海運㈱内
小名浜地区支部 いわき市江名字北町50 福島県鰹鮪漁業者協会内
秋田地区支部 秋田市土崎港西1-5-11 秋田県漁業協同組合内
酒田地区支部 酒田市船場町2-2-1 山形県漁業協同組合内
03北陸信越支部 新潟市中央区万代島9-1 佐渡汽船ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ5F
伏木地区支部 富山市舟橋北町4-19 森林水産会館  県漁連内
七尾地区支部 七尾市矢田新町二部162-3ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ七尾4F　 北陸曳船㈱内
04関東支部 横浜市中区海岸通4-23 相模ﾋﾞﾙ2F                 
東京地区支部 東京都港区海岸1-16-1　ﾆｭｰﾋﾟｱ竹芝ｻｳｽﾀﾜｰ５F　 東海汽船㈱内
千葉地区支部 千葉市中央区中央港1-9-5 ㈱ﾀﾞｲﾄ-ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ千葉支店内
川崎地区支部 川崎市川崎区砂子1-2-14　橋本屋ﾋﾞﾙ 富士海運㈱内
鹿島地区支部 神栖市東深芝8 鹿島埠頭㈱内
銚子地区支部 銚子市川口町2-6528 銚子市漁業協同組合内
茨城地区支部 水戸市三の丸1-1-33　  茨城沿海地区漁業協同組合連合会内
三浦三崎地区支部 三浦市三崎2-  三崎鮪船主協会内
横須賀地区支部 横須賀市小川町2 東京汽船㈱ 横須賀支店内
05中部支部 名古屋市港区入船1-5-8 JEIS名古屋ビル4F
名古屋地区支部 名古屋市港区入船1-5-8 JEIS名古屋ビル4F　中部支部内
四日市地区支部 四日市市霞2-1-1 上野ﾏﾘﾀｲﾑ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱内
鳥羽地区支部 名古屋市港区入船1-5-8 JEIS名古屋ビル4F　中部支部内
清水地区支部 焼津市中港2-6-13 静岡かつお･まぐろ協同組合内
下田地区支部 下田市外ヶ岡11 伊豆漁業協同組合内
敦賀地区支部 敦賀市港町7-15敦賀港湾合同庁舎 福井運輸支局 敦賀庁舎気付
06近畿支部 大阪府大阪市港区築港3-7-15 港振興ﾋﾞﾙ204
京都地区支部 京都府舞鶴市下福井901舞鶴港湾合同庁舎 京都運輸支局 舞鶴庁舎気付
和歌山地区支部 和歌山県和歌山市湊1106-4 和歌山運輸支局気付
勝浦地区支部 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8-5-5 和歌山運輸支局 勝浦海事事務所気付
07神戸支部 神戸市中央区海岸通5 商船三井ﾋﾞﾙ2F
08中国支部 広島市南区宇品海岸2-15-17 垰野ﾋﾞﾙ
広島地区支部 広島市南区宇品海岸2-15-17 垰野ﾋﾞﾙ 中国支部内
尾道地区支部 尾道市古浜町27-284　尾道糸崎港湾福祉ｾﾝﾀｰ  広島県内航海運組合東部支部内

因島地区支部 尾道市因島土生町1899-35 中国運輸局 因島海事事務所気付
木江地区支部 尾道市古浜町27-284　尾道糸崎港湾福祉ｾﾝﾀｰ  広島県内航海運組合東部支部内

呉地区支部 呉市宝町9-25呉港湾合同庁舎 中国運輸局 呉海事事務所気付
境地区支部 境港市昭和町9-1境港港湾合同庁舎 鳥取運輸支局 境庁舎気付
松江地区支部 松江市馬潟町43-3 島根運輸支局気付
岡山地区支部 瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4 （一社）　瀬戸内市緑の村公社内
徳山地区支部 周南市築港町13-38　徳山下松港湾福祉ｾﾝﾀｰ 山口県内航海運組合内
阿武･萩地区支部 萩市大字椿東6446番地 山口県漁業協同組合 はぎ統括支店内
09四国支部 高松市錦町1-21-3　 開拓ﾋﾞﾙ5F
香川地区支部 高松市錦町1-21-3　 開拓ﾋﾞﾙ5F 四国支部内
徳島地区支部 徳島市東沖洲2-14沖洲ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1F   徳島県内航海運組合内
松山地区支部 松山市森松町1070　 四国運輸局 愛媛運輸支局気付
新居浜地区支部 新居浜市西原町2-7-21　 新居浜地区海運組合内
宇和島地区支部 宇和島市住吉町2-7-14　 南予内航海運組合内
高知地区支部 高知市桟橋通5-5-4　 高知県海事振興会内
10九州支部 福岡県北九州市若松区本町1-13-20 洞海港湾労働者福祉ｾﾝﾀｰ１F
長崎地区支部 長崎市京泊3-3-1 関連商品売場棟B-20 山田水産㈱内 長崎県以西底曳網漁業協会気付

下関地区支部 下関市東大和町1-7-1下関港湾合同庁舎 九州運輸局 下関海事事務所気付
鹿児島地区支部 鹿児島市泉町16番4号　産業ﾋﾞﾙ505号 鹿児島県旅客船協会内
佐世保地区支部 佐世保市新港町8-1 新みなとターミナル1F 佐世保旅客船協会内
福岡地区支部 福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館 九州運輸局 船員労働環境課気付
大分地区支部 大分県佐伯市常磐西町３番10号102 大分県海運組合佐伯支部気付
熊本地区支部 宇城市三角町三角浦1160三角港湾合同庁舎 熊本運輸支局 三角庁舎気付
宮崎地区支部 宮崎市港2-6 宮崎県漁業協同組合連合会　漁政部気付
佐賀地区支部 847-0875　佐賀県唐津市西唐津1丁目6151-5 佐賀県旅客船協会内
北九州地区支部 福岡県北九州市若松区本町1-13-20 洞海港湾労働者福祉ｾﾝﾀｰ１F　九州支部内
11沖縄支部 那覇市泊3-1-8 (一社) 沖縄旅客船協会内    

住                                                             所

支部・地区支部一覧表
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