コラッセふくしま ２月の催事案内
使用日

施設名

催事名

利用者名
福島商工会議所
原子力損害賠償紛争解決センター協議会
福島県弁護士会
ICTセミナー｢ICTを活用した在庫管理システムの導入について｣ (公財)福島県産業振興センター
福島県知事を囲む若い力座談会
㈱福島民報社

電話番号
024-536-5511
024-534-2334
024-525-4035
024-531-4111

福島市就職ガイダンス

024-525-3720

多目的ホールAB、402A会議室 東北絆まつり実行委員会 総会

1日

2日

3日

4日

5日

6日

401会議室
小研修室
特別会議室
多目的ホールAB、401会議
室、402AB会議室、403会
議室
研修室A、小研修室
特別会議室
企画展示室ABCD
多目的ホールAB
402AB会議室
研修室A、小研修室
研修室B
501会議室
研修室AB
301会議室
和室1
多目的ホールAB、企画展
示室ABCD、302AB会議室
401会議室
研修室A
小研修室
301会議室
402A会議室
402B会議室
403会議室
研修室B
小研修室

福島市商工観光部商業労政課

子ども達とその家族のレジリエンスを高めるBASIC-Ph 福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室 024-504-2887

第２回ＭＭＮ研究会 会場

福島県立医科大学医学部神経精神医学講座
福島県立医科大学医療人育成・支援センター
第16回パワーアップミーティング
きらり健康生活協同組合
第4回公文認定テスト
㈱公文教育研究会 郡山事務局
子ども達とその家族のレジリエンスを高めるBASIC-Ph 福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室
福島県生研 春を呼ぶ学習会
福島県生活指導研究協議会
脱･どんぶり経営宣言!! ＢＳと収益構造改善のポイント ㈱ヴィジョン・ナビゲート
風力発電の最新動向セミナー
福島発電㈱
経営者のための専門用語を使わない相続・遺言講座 (一社)ふくしま相続FPセンター
エヌエス・テック㈱ 会社説明会
エヌエス・テック㈱

024-547-1331
024-547-1520
024-531-6262
024-933-1374
024-504-2887
024-547-2752
024-954-5885
024-522-2660
0243-24-1545
024-939-0123

ふくしまものづくり企業交流会

福島市産業創出推進室

024-525-4022

若手社員フォローアップ研修
「源氏物語」を味わう！
税務情報システム研修会（所得税・消費税編）
福島県吟剣詩舞道総連盟 常任理事会
開設前研修
福島交通観光㈱ ご夫婦の旅説明会

(一社)キャリア支援機構
福島「源氏」倶楽部
㈱ＴＫＣ福島ＳＣＧサービスセンター
福島県吟剣詩舞道総連盟
㈱公文エルアイエル
福島交通観光㈱
中京大学 現代社会学部 辻井研究室
(一社)日本ボイラ協会福島支部
(一社)福島市観光コンベンション協会

024-941-1711
024-597-6533
024-936-3670
024-522-3751
06-6838-1264
024-531-8950
0565-46-6509
024-522-6718
024-531-6432

平成30年度レジデントスキルアップセミナー(腹部エコーセミナー)

「子どもメンタルヘルス研修会～心のサポートアドバイスシート活用のために～」

(一社)日本ボイラ協会福島支部 理事会
平日型「中・小規模MICE」誘致プロジェクト説明会

使用日

7日

8日

9日

10日

11日
12日

施設名
多目的ホールAB
401会議室
402AB会議室
403会議室
研修室A
研修室B
小研修室
企画展示室ABCD
多目的ホールA
401会議室
501会議室
小研修室
特別会議室
企画展示室ABCD
和室1
多目的ホールA
401会議室、403会議室
402AB会議室
研修室AB、小研修室
企画展示室ABCD
多目的ホールAB
401会議室
402A会議室
402B会議室
研修室AB
302AB会議室
和室1
小研修室
企画展示室ABCD
302AB会議室
401会議室
402AB会議室

13日

403会議室
研修室A
研修室B
302AB会議室

催事名
変額・専門課程試験
連携懇話会 －心不全と抗凝固療法ー
(一社)福島県薬事工業協会 理事会
福島大学公開講座「脳の不思議をさぐる」
避難者等のための地域ｺﾐｭﾆﾃｨ整備等基礎調査事業第3回連絡会議

平日型「中・小規模MICE」誘致プロジェクト説明会
環境フォーラム実行委員会
甲種防火管理新規講習
防火・防災管理(併催) 再講習
平成30年度 第3回福島支部研修会
(公財)クレジットカウンセリング協会 福島相談室
㈱阪急交通社 トラピックス海外旅行説明会
福島県中小企業支援ネットワーク会議
甲種防火管理新規講習
早稲田コベツ塾 無料補習
福島市空き家の無料相談会
2020卒向け 業界研究セミナー
平成30年度 後期技術検定試験 機械検査
第21回福島腎フォーラム
第1回福島テックプラングランプリ
第215回 日商珠算検定試験
中央会 職員採用試験(第1次試験)
高校生のための鉄道業界就職対策セミナー
プライムアースEVエナジー 期間従業員採用選考
祭りの再生 第4回祭りと物語
ピースボート地球一周の船旅説明会
会社説明会
法人税等決算説明会
消防設備実務講習会
福島市消防設備協会 役員会
平成31年度税制改正セミナー
国際医療看護福祉大学校 看護学科通信課程
学科説明会(402A)学習相談会(402B)
食品等検査受付

利用者名
(一社)生命保険協会福島県協会
第一三共㈱ 福島第一営業所
(一社)福島県薬事工業協会
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター
日本社会事業大学 災害ソーシャルワークセンター
(一社)福島市観光コンベンション協会
ファームランドやまろく
福島市消防本部予防課
(一財)日本防火・防災協会
福島県社会保険労務士会 福島支部
(公財)日本クレジットカウンセリング協会仙台支部
㈱阪急交通社 仙台支店
福島県商工労働部経営金融課
福島市消防本部予防課
早稲田コベツ塾
福島市都市政策部開発建築指導課
㈱ 福島キャリアナビ
福島県職業能力開発協会
中外製薬㈱福島支店
㈱リバネス
福島商工会議所
福島県中小企業団体中央会
東京IT会計専門学校 仙台校
プライムアースEVエナジー㈱
特定非営利活動法人プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
ピースボート
エヌエス・テック㈱
(公社)福島法人会

電話番号
024-922-2863
024-939-1911
0246-56-2111
024-548-8358
042-496-3237
024-531-6432
0243-62-8069
024-534-9103
03-3591-7121
024-572-6257
022-217-7014
022-267-0045
024-521-7288
024-534-9103
024-563-3589
024-525-3790
024-563-3140
024-525-8681
024-933-6303
03-5227-4198
024-536-5511
024-536-1261
022-713-8751
022-353-0111
024-573-8385
03-3362-6401
024-939-0123
024-536-1291

福島市消防本部予防課

024-534-9103

山田コンサルティンググループ㈱ 東北支店

022-399-7068

国際医療看護福祉大学校

024-973-5062

福島県北食品衛生協会

024-573-5088
043-251-2111
024-545-9331
024-528-2288

平成30年度ホールボディカウンタ測定に係る集団研修

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所

メーカー商品説明会
えふ・サポート理事会

㈱セキノ興産 福島店
(一財)福島市中小企業福祉サービスセンター

使用日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

施設名
多目的ホールAB
401会議室
402AB会議室
403会議室
501会議室
研修室B
小研修室
企画展示室CD
多目的ホールAB
多目的ホールA
401会議室
研修室AB
小研修室
企画展示室ABCD
302AB会議室
研修室AB
企画展示室AB
301会議室
302AB会議室
研修室A、小研修室
研修室B
302AB会議室
401会議室
301会議室
302A会議室
和室1
403会議室
研修室AB
特別会議室
企画展示室AB
多目的ホールAB
402AB会議室
403会議室
研修室AB
301会議室

催事名
平成30年度福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業 第2回定期連絡会議

働き方改革関連法に関する説明会
司法書士会福島支部 第2回業務研修会
福島大学公開講座「脳の不思議をさぐる」
公文エルアイエル 短期養成教室
千福先生漢方WEBセミナー
講演会「自転車を活用した健康経営とまちづくり」
観光・交流委員会
平成30年度福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業 第2回定期連絡会議

生活習慣病と肝疾患フォーラム
福島県県外避難者支援拠点担当者向け原発賠償説明会

事業系ごみの減量・資源化セミナー
風力発電事業開発セミナー
経済産業省施策説明会
にっぽん丸クルーズ説明会
合同企業説明会
医師・歯科医師 陰山康成先生講演会
就職相談会
日商簿記検定2級合格講座 福島会場
2018年度 全国統一要約筆記者認定試験
福島通訳案内士スペシャリスト育成研修
東京法律専門学校仙台校 公務員試験対策日曜講座

日本医師会 生涯教育講座 学術講演会
関東・福島地区厚生連連絡協議会
学研教室 指導者応募説明会
会社説明会
純国産RPA「ロボパット」販売パートナー募集セミナー
中堅職員向けマネジメント研修
福島県肝炎対策協議会・肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

福島市名工会の会議
第83回リテールマーケティング(販売士)検定試験
Yahoo!オンラインストア活用セミナー
福島県インテリアコーディネーター倶楽部 セミナー
小学校プログラミング教育担当者等セミナー
骨粗鬆症WEBセミナー2019

利用者名
(一社)ふくしま連携復興センター
㈱ 東京リーガルマインド
福島県司法書士会福島支部
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター
㈱公文エルアイエル
㈱ツムラ 郡山営業所

電話番号
024-573-2732
03-5913-6085
024-529-7331
024-548-8358
06-6838-1264
024-922-9900

福島商工会議所

024-536-5511

(一社)ふくしま連携復興センター
武田薬品工業㈱ 福島営業所
日本司法書士会連合会
福島商工会議所
(一社)福島県再生可能エネルギー推進センター
福島市産業創出推進室
福島ツーリストサービス㈱
㈱向日葵
協同組合福島県接骨師会
(社福)福島県社会福祉協議会
東京IT会計専門学校 仙台校
(一社)福島県聴覚障害者協会
㈱ツーリストエキスパーツ
学校法人東京法律専門学校 仙台校
大鵬薬品工業㈱ 仙台支店 郡山出張所
福島県厚生農業協同組合連合会
㈱学研エデュケーショナル 郡山事務局
エヌエス・テック㈱
㈱ＦＣＥ プロセス&テクノロジー
ＮＰＯ法人福島県福祉サービス振興会
福島県保健福祉部健康増進課
福島市産業創出推進室
福島商工会議所
㈱イダテン
福島県インテリアコーディネーター倶楽部
NTTラーニングシステムズ㈱
帝人ファーマ㈱仙台支店郡山営業所

024-573-2732
024-932-1231
03-3359-4171
024-536-5511
024-529-7463
024-525-4022
024-521-1511
024-941-3001
024-529-5158
024-523-1259
022-713-8751
024-522-0681
022-723-8911
022-713-8751
024-922-7138
024-554-3450
024-923-3023
024-939-0123
03-5908-1415
024-563-1201
024-521-7640
024-525-4022
024-536-5511
024-529-7187
0248-28-1207
03-5419-7219
024-931-2777

使用日

21日

22日

23日
24日
25日
26日
27日
28日

施設名
多目的ホールAB
401会議室
403会議室
501会議室
研修室AB
特別会議室
301会議室
302AB会議室
多目的ホールAB
402A会議室
研修室AB
小研修室
301会議室
302A会議室
302B会議室
多目的ホールAB
401会議室
小研修室
302AB会議室
多目的ホールAB、研修室
AB、小研修室
企画展示室ABCD
和室1
402B会議室
403会議室
企画展示室CD
302AB会議室
企画展示室ABCD
402AB会議室
403会議室
301会議室
302A会議室

催事名
催事などにおける安全講習会
平成30年度 第2回福島県がん診療連携協議会
福島大学公開講座「脳の不思議をさぐる」
参天製薬株式会社 web講演会
女性のためのマッチング面談会

利用者名
㈱寿
(公大)福島県立医科大学附属病院病院経営課
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター
参天製薬㈱
㈱パソナ パブリック就労支援事業部
平成30年度 第4回福島県ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略協議会 (公財)福島県産業振興センター
農業技能評価試験
(一社)全国農業会議所
福島・力動的精神療法研究会 症例検討会
福島・力動的精神療法研究会
第12回甲状腺検査評価部会
福島県保健福祉部県民健康調査課
平成30年度 第4回F-NET幹事会
東邦情報システム㈱F-NET事務局
平成30年度 EBPM実践セミナー
経済産業省 東北経済産業局
ふくしま国際医療科学センター 将来構想推進会議 (公大)福島県立医科大学
現状打破！経営セミナー
㈱Ｉ・Ｐ・Ｍコンサルティング
平成31年度「福島イノベーション･コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業」公募説明会
農林水産省
働き方改革対策セミナー
安藤隆幸社会保険労務士事務所
くるまざカフェ ～ふくしまみちさがし～2019
㈱プランシップ・プランニング
生涯学習支援研修 実践編 災害看護研修
(一社)日本老年看護学会
丹波史紀さんの学習講演会
福島県自治体問題研究所
LPA交流会
生活協同組合コープふくしま

電話番号
024-553-1350
024-547-1821
024-548-8358
022-276-2219
03-6225-5899
024-525-4091
03-6910-1125
024-547-1111
024-521-8028
024-543-1812
022-263-1111
024-547-1111
024-573-0388
03-3501-4609
0243-33-5535
045-252-6029
024-547-1846
024-522-3097
024-557-1125

第151回日商簿記検定試験

福島商工会議所

024-536-5511

省エネセミナー
会社説明会
大久自動車販売㈱ インターンシップ
会社説明会
事業承継セミナー
平成30年度第2回私学共済事務担当者連絡会

㈱小林
エヌエス・テック㈱
大久自動車販売㈱
セキスイハイム東北㈱
福島市商工観光部商業労政課
日本私立学校振興・共済事業団
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター
(公大)福島県立医科大学
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター
㈱ツナグ・ソリューションズ
㈱学研エデュケーショナル 郡山事務局

024-565-3341
024-939-0123
024-572-3241
022-369-3816
024-525-3720
03-3813-5321
024-548-8084
024-547-1111
024-548-8358
050-3816-5568
024-923-3023

福島県商工会館寄附金による地域活性化活動助成事業 第6回公開報告会

福島県県北地区がん放射線治療連絡会議
福島大学公開講座「脳の不思議をさぐる」
日野自動車㈱面接会場
学研教室 指導者応募説明会

