コラッセふくしま 7月の催事案内
使用日

1日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

施設名
催事名
多目的ホールAB、401会議
室、402AB会議室、403会議 平成30年度司法書士試験筆記試験
室
501会議室
エームサービス㈱ 会社説明会
小研修室
臨床精神医学研究会
企画展示室BCD
白いアトリエ カジュアルスタイル写真展2018
302AB会議室
経済学検定試験
「経営強化の中核人材を獲る・育てるための戦略セミナー」
401会議室
平成30年度福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金事業説明会
研修室AB
平成30年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業説明会
402AB会議室
KUMON 国語7A～5A教材フォローアップ講座
小研修室
児童福祉司任用前講習会
企画展示室A
中小企業診断士会 第9期会
302A会議室
㈱SUBARU面接会場
多目的ホールAB
福島そらまめサミット2018
401会議室
税務情報システム研修会（法人税・消費税編）
402AB会議室
信書便制度説明会
小研修室
児童福祉司任用前講習会
302A会議室
日野自動車㈱面接会場
402A会議室
早稲田コベツ塾無料補習
403会議室
ふくしま企業塾 管理者養成セミナー「組織活性化」
研修室AB
支援センター運営委員会
小研修室
児童福祉司任用前講習会
企画展示室D
KUMON スタッフ英語研修
302A会議室
指導応募者説明会
多目的ホールAB
不動産まるごと相談会
東北支部セミナーディジタルマンモ -知っておくべきディジタルマンモの世界401会議室
402AB会議室
平成30年度SST普及協会南東北支部 研修会
研修室AB、302AB会議室 第44回東北ろうあ青年研究討論会in福島
特別会議室
南東北ステントグラフト研究会
多目的ホールAB
不動産まるごと相談会
401会議室
不動産対策セミナー
402AB会議室、403会議室 平成30年度SST普及協会南東北支部 研修会
研修室AB
第44回東北ろうあ青年研究討論会in福島

利用者名

電話番号

福島地方法務局

024-534-1111

エームサービス㈱人財本部能力開発センター
医療法人稔聖会
㈱白いアトリエ
銀行業務検定協会
(一社)キャリア支援機構
(特非)ふくしまＮＰＯネットワークセンター
㈱公文教育研究会 郡山事務局
福島県保健福祉部児童家庭課
㈱東北エネルギー・経済総合研究所
㈱アドピーアール
中外製薬㈱福島支店
㈱ＴＫＣ福島ＳＣＧサービスセンター
総務省 東北総合通信局
福島県保健福祉部児童家庭課
㈱ツナグ・ソリューションズ
早稲田コベツ塾
(公財)福島県産業振興センター

03-6234-7532
024-983-0505
024-555-4610
03-3267-4821
024-941-1711
024-572-7930
024-933-1374
024-521-7174
017-774-3007
03-5577-4699
024-933-6303
024-936-3670
022-221-0628
024-521-7174
050-3816-5568
024-563-3589
024-525-4037
0246-35-5150
024-521-7174
024-933-1374
024-923-3023
024-544-0333
024-547-1500
024-547-1331
024-522-0681
022-711-6657
024-544-0333
024-536-3333
024-547-1331
024-522-0681

(公財)原子力安全研究協会 放射線環境影響研究所 いわき事務所

福島県保健福祉部児童家庭課
㈱公文教育研究会 郡山事務局
㈱学研エデュケーショナル 郡山事務局
㈱ウンノハウス
(公社)日本放射線技術学会東北支部
ＳＳＴ普及協会南東北支部
第44回東北ろうあ青年研究討論会実行委員会
日本メドトロニック㈱
㈱ウンノハウス
積水ハウス㈱ 福島支店
ＳＳＴ普及協会南東北支部
第44回東北ろうあ青年研究討論会実行委員会

使用日
9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

17日

施設名
多目的ホールA
402AB会議室
301会議室
多目的ホールAB
402AB会議室、403会議室
301会議室
302A会議室
302B会議室
403会議室
企画展示室A
302A会議室
302A会議室
多目的ホールAB
403会議室
403会議室
特別会議室
301会議室
302A会議室
和室2
多目的ホールAB
401会議室
501会議室
研修室AB
企画展示室AB
301会議室
302AB会議室
多目的ホールA
401会議室、403会議室
402AB会議室
研修室AB
企画展示室AB、企画展示
室C、301会議室
302AB会議室
多目的ホールAB
402AB会議室
403会議室
小研修室
403会議室
501会議室
企画展示室B
301会議室

催事名
平成30年度生活衛生同業組合役職員等研修会

利用者名
(公財)福島県生活衛生営業指導センター
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1回連絡会議 日本社会事業大学災害ソーシャルワークセンター
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
㈱エボリューション
平成30年度福島地方環境事務所作業適正化・安全対策等協議会 環境省 福島地方環境事務所
㈱ダイユーエイト会社説明会＆選考会
㈱ダイユーエイト
アサヒ通信㈱ 会社説明会
アサヒ通信㈱
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
㈱エボリューション
指導応募者説明会
㈱学研エデュケーショナル 郡山事務局
日本ハウズイング㈱平成30年度第1回連絡会
日本ハウズイング㈱ 郡山営業所
㈱SUBARU面接会場
㈱アドピーアール
KUMON小集団ゼミ
㈱公文教育研究会 郡山事務局
フクシマコミュニティづくり支援プロジェクト選考委員会・東日本大震災復興タスクフォース会合 (公財)世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会
甲種防火管理新規講習
福島市消防本部予防課
KUMON スタッフ英語研修
㈱公文教育研究会 郡山事務局
福島大学大学院人間発達文化研究科大学院説明会 福島大学人間発達文化学類
第35回運動器と痛み研究会
日本臓器製薬㈱
公文書写教室開設説明会
㈱ 公文エルアイエル
フクシマコミュニティづくり支援プロジェクト選考委員会・東日本大震災復興タスクフォース会合 （公財）世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会
日興自動車㈱説明・面接会場
㈱アドビック
甲種防火管理新規講習
福島市消防本部予防課
福島県保険医協会 歯科研修会
福島県保険医協会
(公財)日本クレジットカウンセリング協会 福島相談室 (公財)日本クレジットカウンセリング協会仙台支部
流域における気候変動の意見交換会
福島大学大学院共生システム理工学研究科
源氏物語を楽しもう！
福島「源氏」倶楽部
早稲田コベツ塾公開授業
早稲田コベツ塾
登録販売者資質向上研修
㈱マツモトキヨシファーマシーズ
福島県北感染症公開講座
(公大)福島県立医科大学理事長
第27回福島県リウマチフォーラム
大正富山医薬品㈱北日本支店
賃貸住宅経営セミナー
大和ハウス工業㈱福島支社
第82回リテールマーケティング(販売士)検定試験
福島商工会議所

電話番号
024-525-4085
042-496-3237
024-545-0330
024-573-7330
024-545-2215
024-524-2111
024-545-0330
024-923-3023
024-926-6330
03-5577-4699
024-933-1374
03-3384-2337
024-534-9103
024-933-1374
024-548-5172
024-921-0441
06-6838-1264
03-3384-2337
03-5297-4031
024-534-9103
024-531-1151
022-217-7014
024-548-5261
024-597-6533
024-563-3589
047-344-5860
024-547-1111
022-267-2565
024-546-0711
024-536-5511

㈱ダイオーズジャパン 職務別勉強会

㈱ダイオーズジャパン

024-544-6911

「被災者と共に」福島シンポジウム
原発弁護団渡利地区ADR集団申立経過説明会
ピースボート地球一周の船旅説明会
東京法律専門学校「公務員日曜対策講座」
がんの子どもを守る会 講演会
人事評価制度・人材育成研修導入セミナー
食品等検査受付
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
農業技能評価試験

明治学院大学 国際学部
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団
ピースボート
学校法人東京法律専門学校仙台校
(公大)福島県立医科大学
(一社)キャリア支援機構
福島県北食品衛生協会
㈱エボリューション
(一社)全国農業会議所

045-863-2244
03-3502-8507
03-3362-6401
022-713-8751
024-547-1111
024-941-1711
024-573-5088
024-545-0330
03-6910-1125

使用日

18日

19日

20日

21日

22日
24日
25日

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

催事名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
土木積算勉強会
福島県よろず支援拠点セミナー＆個別相談会
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
堀切眼科 職員採用面接
KUMON 小集団ゼミ
㈱SUBARU面接会場
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
平成30年度東北地区官庁施設保全連絡会議
北海道・東北ブロック食品衛生関係担当者会議
「製造業」新入社員セミナー
日野自動車㈱面接会場
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
北海道・東北ブロック食品衛生関係担当者会議
ふくしま企業塾 管理者養成セミナー「組織活性化」
住まいの復興給付金 申請相談会
第12回 福島県地域年金事業運営調整会議
福島大学農学郡食農学類（仮称）説明会
早稲田コベツ塾 補習
資質向上研修
進路相談会
第16回東北MR技術研究会

利用者名
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
㈱ビーイング
(公財)福島県産業振興センター
㈱エボリューション
堀切眼科
㈱公文教育研究会 郡山事務局
㈱アドピーアール
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
国土交通省東北地方整備局
福島県保健福祉部食品生活衛生課
(公財)福島県産業振興センター
㈱ツナグ・ソリューションズ
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
福島県保健福祉部食品生活衛生課
(公財)福島県産業振興センター
㈱ロジー
日本年金機構東北福島年金事務所
国立大学法人福島大学
早稲田コベツ塾
㈱ 三光丸
学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校

電話番号
03-5275-7111
022-292-1151
024-525-4064
024-545-0330
090-7798-6439
024-933-1374
03-5577-4699
03-5275-7111
022-225-2171
024-521-7245
024-525-4037
050-3816-5568
03-5275-7111
024-521-7245
024-525-4037
022-212-2505
024-535-0141
024-548-5151
024-563-3589
0745-67-0681
022-224-6501

福島県立医科大学附属病院放射線部

024-547-1485

第16回東北ＭＲ技術研究会・情報交換会
平成30年度 林業普及指導員資格試験
福島大学公開講座「都市で語る東アジアの近代」
Infliximab User's Meeting in TOHOKU
第29回院内コーディネーター研修会
ひとり親家庭のための就職相談会
羽田ふさお連合後援会役員会
資質向上研修
第53回県北小中学校珠算競技大会
平成30年度 林業普及指導員資格試験
自衛官募集説明会

日本通信紙㈱
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター
田辺三菱製薬㈱ 福島第二営業所
(公財)福島県臓器移植推進財団
(社福)福島県社会福祉協議会
羽田ふさお連合後援会
㈱ 三光丸
福島商工会議所
日本通信紙㈱
防衛省自衛隊福島地方協力本部 福島募集案内

03-5826-5150
024-548-8358
024-932-1869
024-521-9027
024-523-1259
024-558-0014
0745-67-0681
024-536-5511
03-5826-5150
024-545-7995

平成30年度 福島市高校生就職塾

福島市商工観光部商業労政課

024-525-3720

避難者受入関係都道府県連絡会議
福島商工会議所 観光・交流委員会

福島県企画調整部避難地域復興局避難者支援課 024-523-4157
福島商工会議所
024-536-5511
㈱あしたのチーム仙台支社
022-212-5160
(一社)日本建築構造技術者協会東北支部福島ブロック 024-939-2796

福島ユナイテッドFC×あしたのチーム共催 人材育成戦術セミナー

JSCA福島研修会

使用日
26日
27日
28日

29日

30日

31日

施設名
催事名
多目的ホールAB、企画展 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会第４７回全国大会福島大会
示室ABCD 他
多目的ホールAB、企画展 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会第４７回全国大会福島大会
示室ABCD 他
402A会議室
第20回東北児童青年精神医学会
403会議室
福島大学公開講座「都市で語る東アジアの近代」
302AB会議室
自衛官募集説明会
多目的ホールA、402AB会
第20回東北児童青年精神医学会
議室
研修室B
自衛官募集説明会
企画展示室ABCD
平成30年度日本肝臓学会 市民公開講座
小研修室
バイオマスエネルギー事業セミナー
企画展示室B
秋から冬の新作ツアー発表会
301会議室
医療事務講習会
302A会議室
相馬市史編さん 中世部会
多目的ホールAB、401会議
室、402AB会議室、403会議 東北農業試験研究発表会
室、302B会議室
501会議室
食品等検査受付
研修室AB
ふくしま未来基金助成報告会
301会議室
医療事務講習会

利用者名

電話番号

全難言協第47回全国大会福島大会実行委員会

024-534-0141

全難言協第47回全国大会福島大会実行委員会

024-534-0141

福島県立医科大学医学部神経精神医学講座
024-547-1331
国立大学法人福島大学 地域創造支援センター 024-548-8358
防衛省自衛隊福島地方協力本部 福島募集案内所 024-545-7995
福島県立医科大学医学部神経精神医学講座

024-547-1331

防衛省自衛隊福島地方協力本部 福島募集案内所
(一社)日本肝臓学会
(一社)福島県再生可能エネルギー推進センター
㈱ワールド航空サービス
仙台大原簿記情報公務員専門学校
相馬市教育委員会 生涯学習課

024-545-7995
024-547-1202
024-529-7463
022-726-0111
022-722-8621
0244-37-2100

東北農業試験研究協議会

019-643-3414

福島県北食品衛生協会
(一社)ふくしま連携復興センター
仙台大原簿記情報公務員専門学校

024-573-5088
024-573-2732
022-722-8621

