コラッセふくしま 10月の催事案内
使用日

施設名
402AB会議室

1日

2日
3日

4日

5日

6日

7日

8日

501会議室
研修室B
301会議室
302A会議室
多目的ホールAB
研修室B
小研修室
多目的ホールAB
研修室B
小研修室
501会議室
小研修室
301会議室
302B会議室
多目的ホールAB
501会議室
研修室B
企画展示室A
401会議室
研修室AB、小研修室
301会議室
302AB会議室
多目的ホールAB
401会議室
研修室A
企画展示室D
302AB会議室
402A会議室
研修室A

催事名
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
福島商工会議所女性会第5回役員会
公文書写教室開設説明会
KUMON小集団ゼミ

利用者名

電話番号

国際医療看護福祉大学校

024-973-5062

福島県北食品衛生協会
福島商工会議所女性会
㈱公文エルアイエル
㈱公文教育研究会 郡山事務局
(一社)福島県建設業協会
(一社)Bridge for Fukushima
(公社)福島県シルバー人材センター連合会

024-573-5088
024-536-5511
06-6838-1264
024-933-1374
福島県建設業協会創立７０周年・福島建設工業新聞創刊50周年記念講演会
024-521-0244
NPOのためのロジックモデル作成講座
024-503-9069
清掃業務講習 福島会場
024-521-6081
(公大)福島県立医科大学附属病院 患者サポートセンター 024-547-1073
市民公開講座 小澤竹俊先生いのちの授業
NPOのためのロジックモデル作成講座
(一社)Bridge for Fukushima
024-503-9069
腫瘍免疫セミナー in 福島
ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱福島事務所
024-927-1701
会計ソフト方式による記帳指導
福島県青色申告会連合会
024-932-4812
会社の魅力づくり戦略
(公社)福島法人会
024-536-1291
(一社)福島県産業廃棄物協会 女性経営者懇談会 (一社)福島県産業廃棄物協会
024-524-1953
KUMON小集団ゼミ
㈱公文教育研究会 郡山事務局
024-933-1374
第87回全国盲学校弁論大会 全国大会
福島県立視覚支援学校
024-534-2574
会計ソフト方式による記帳指導
福島県青色申告会連合会
024-932-4812
起業家たまご塾
桑折町商工会
024-582-2474
早稲田コベツ塾 無料公開授業
早稲田コベツ塾
024-563-3589
平成30年度土地月間に係る不動産の無料相談会 (公社)福島県不動産鑑定士協会
024-931-4360
第82回 福島脳神経外科談話会
アステラス製薬㈱東北支店 福島営業所
024-528-9305
事業承継セミナーワンストップ相談会
福島県信用保証協会
024-526-2331
事業承継セミナー
羽田ふさお連合後援会 総会
羽田ふさお後援会
024-558-0014
福島三中平成7年卒 23年ぶりの特別授業
福島三中平成7年卒同窓会
024-534-0939
平成30年度認知症対応力向上講習会Ｂ(福島県)
(一社)福島県臨床検査技師会
024-548-1750
プライムアースEVエナジー 期間従業員採用選考会 プライムアースEVエナジー㈱
022-353-0111
行政書士 受験対策セミナー
㈱みとみ ライセンスアカデミー福島校
024-525-1023
公務員日曜対策講座
学校法人東京法律専門学校仙台校
022-713-8751
平成30年度認知症対応力向上講習会Ｂ(福島県)
(一社)福島県臨床検査技師会
024-548-1750

使用日
9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

施設名
催事名
多目的ホールAB
DCM説明会
企画展示室ABCD
第3回福島市中心市街地 将来ビジョン検討委員会
301会議室
指導者応募説明会
多目的ホールAB、401会議
室、402AB会議室、403会議 ふくしま障害者就職面接会
室
研修室AB
平成30年度全国畜産関係普及指導員調査研究会
企画展示室AB
事業承継税制説明会
企画展示室D
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
302AB会議室
シニア向けタブレット端末(iPad)無料講習会
多目的ホールAB
福島県行政庁訟務担当者連絡会議
平成30年度東北地区定時制通信制高等学校長協議会 研究協議会
402AB会議室
403会議室
平成30年度 人材採用セミナー
501会議室
公文書写教室 開設説明会
小研修室
税務情報システム研修会(相続税・財産評価編)
平成30年度ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材事業 北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ協議会
特別会議室
企画展示室AB
福島市技能功労者表彰選考委員会
企画展示室D
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
平成30年度全教互北海道・東北ブロック職員研修会
302AB会議室
平成30年度東北地区定時制通信制高等学校長協議会 研究協議会
402AB会議室
402B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「新規事業計画作成セミナー」
(公財)日本クレジットカウンセリング協会 福島相談室
501会議室
研修室B
起業家たまご塾
小研修室
KUMON 10月ビジョン講座
多目的ホールAB
不動産まるごと相談会
「慢性疾患をもつ子どもと家族を地域全体で支援するために」
401会議室
402A会議室
ひとり親家庭のための就職相談会
402B会議室
福島創業スクール 第3講 商売とは
403会議室
ふくしま肝胆膵外科研究会
研修室AB、小研修室
第38回 福島県食道癌研究会
日本消化器がん検診学会東北支部超音波研修委員会 第11回福島セミナー
企画展示室ABCD
多目的ホールAB
不動産まるごと相談会
401会議室、402AB会議室、
第19回JHHHネットワーク会議
403会議室
小研修室
福島県商工会等職員資格試験
多目的ホールAB
第2回水道分野における官民連携推進協議会
平成29年度補正ものづくり補助金 福島県地域採択審査委員会
小研修室
企画展示室B
県北方部講習会 2019ニューヘアー「トリッシュ」

利用者名
㈱ＮＴＴドコモ東北支社営業部
福島市都市政策部都市計画課
㈱学研エデュケーショナル 郡山事務局

電話番号
022-752-5011
024-525-3761
024-923-3023

福島公共職業安定所

024-534-4121

(一社)日本草地畜産種子協会
日本政策金融公庫 福島支店
㈱エボリューション

03-3251-6501
024-522-9241
024-545-0330
㈱かんぽ生命保険 営業企画部 プラチナライフサービス推進室 03-3504-9840
福島地方法務局 訟務部門
024-534-1976
福島県立郡山萌世高等学校
024-932-1767
(公財)福島県産業振興センター
024-525-4034
㈱公文エルアイエル
06-6838-1264
㈱ＴＫＣ福島ＳＣＧサービスセンター
024-936-3670
(公財)福島県産業振興センター
024-525-4091
福島市産業創出推進室
024-525-4022
㈱エボリューション
024-545-0330
(一財)福島県教職員互助会
024-521-7798
福島県立郡山萌世高等学校
024-932-1767
早稲田コベツ塾
024-563-3589
(公財)福島県産業振興センター
024-525-4037
(公財)日本クレジットカウンセリング協会仙台支部 022-217-7014
桑折町商工会
024-582-2474
㈱公文教育研究会 郡山事務局
024-933-1374
㈱ウンノハウス
024-544-0333
NPO法人 パンダハウスを育てる会
024-548-3711
(社福)福島県社会福祉協議会
024-523-1259
福島商工会議所
024-536-5511
(公大)福島県立医科大学肝胆膵･移植外科講座
024-547-1111
アステラス製薬㈱東北支店 福島営業所
024-528-9305
日本消化器がん検診学会東北支部事務局
022-263-1525
㈱ウンノハウス
024-544-0333
NPO法人 パンダハウスを育てる会

024-548-3711

福島県商工会連合会
経済産業省 地域経済産業グループ
福島県中小企業団体中央会
福島県理容生活衛生同業組合福島支部

024-525-3411
03-3501-1710
024-536-1261
024-549-1916

使用日
17日
18日
19日
20日

21日

22日

23日

24日

25日

施設名
催事名
401会議室、企画展示室
第６２回生活と環境全国大会
ABCD 他
多目的ホールAB、企画展
第６２回生活と環境全国大会
示室ABCD 他
多目的ホールAB、企画展
第６２回生活と環境全国大会
示室ABCD 他
多目的ホールA
第10回福島インフェクションフォーラム
401会議室
タウンミーティング in ふくしま 2018
企画展示室ABCD
福北地区窓口営業社員自主研「群星会」
301会議室
財形住宅金融㈱ 住宅資金個別案内会/相談会
多目的ホールAB、401会議
室、402AB会議室、403会議 第53回福島県点字図書館のつどい
室
2018年度医学部入試合格ガイダンス 入試直前対策編
研修室A
～数楽カフェinふくしま～親子のための-あっとおどろく-サイエンス・ワークショップ
企画展示室ABCD
302AB会議室
県内の商業高校生による合同販売実習
ストレスチェック及び労働災害防止に係る指導説明会
小研修室
企画展示室ABCD
危険物取扱者試験準備講習会
302A会議室
指導者応募説明会
302B会議室
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
多目的ホールAB
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
401会議室
東北ろうきん福島県本部単産推進委員会
402A会議室
カーブス体チェック 健康まちづくりイベント
402B会議室
参天製薬web講演会
ふくしま企業塾 管理者養成セミナー「人事・給与制度」
403会議室
小研修室
太陽光発電ハイブリッド事業セミナー
特別会議室
第130回佐藤安太セルフコーチング実践経営塾
企画展示室ABCD
危険物取扱者試験準備講習会
多目的ホールAB
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
401会議室
福島県調停協会連合会 第１回役員会
403会議室
ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー」
研修室B
KUMON 第2回BK特別講座
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2回連絡会議
小研修室
302AB会議室
起業家たまご塾
多目的ホールAB
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 都道府県指定都市教育ｾﾝﾀｰ所長協議会 情報教育分科会(福島大会)
401会議室
研修室AB
2018年度イオンリテール㈱Ｇ3昇格試験
小研修室
COC+事業 第16回事業推進委員会
企画展示室ABCD
甲種防火管理新規講習
302AB会議室
フォークリフト運転技能講習 福島会場

利用者名

電話番号

(一財)日本環境衛生センター

044-288-4896

(一財)日本環境衛生センター

044-288-4896

(一財)日本環境衛生センター

044-288-4896

大日本住友製薬㈱
ふくしまユニバーサルねっと
日本郵便㈱大玉郵便局
財形住宅金融㈱仙台支社

024-939-5201
0243-22-2741
0243-48-2901
022-221-5051

福島県点字図書館

024-531-4950

メディカルラボ仙台校
日本数学協会 福島支部
福島県高等学校商業教育協会
福島労働局
福島市消防本部予防課
㈱学研エデュケーショナル 郡山事務局
㈱エボリューション
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
東北労働金庫 福島県本部
㈱エボリューション
参天製薬㈱
(公財)福島県産業振興センター
(一社)福島県再生可能エネルギー推進センター
佐藤 安太「セルフコーチング実践経営塾」
福島市消防本部予防課
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
福島県調停協会連合会
(公財)福島県産業振興センター
㈱公文教育研究会 郡山事務局
日本社会事業大学災害ソーシャルワークセンター
桑折町商工会
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター

022-713-8351
0243-22-5956
024-553-3451
024-536-4600
024-534-9103
024-923-3023
024-545-0330
03-5275-7111
024-521-2515
024-545-0330
022-276-2219
024-525-4037
024-529-7463
024-521-5111
024-534-9103
03-5275-7111
024-534-2156
024-525-4037
024-933-1374
042-496-3237
024-582-2474
03-5275-7111
都道府県指定都市教育センター所長協議会情報教育分科会 024-553-3141
イオンリテール㈱東北カンパニー
022-221-2071
国立大学法人福島大学
024-548-8006
福島市消防本部予防課
024-534-9103
(公社)福島県シルバー人材センター連合会
024-521-6081

使用日

施設名
多目的ホールAB
401会議室
501会議室

26日

27日

28日

29日

30日

31日

研修室A
小研修室
企画展示室ABCD
和室1
多目的ホールAB
401会議室、403会議室、企
画展示室ABCD
402AB会議室、研修室AB
小研修室
多目的ホールAB
401会議室、研修室AB、小
研修室
402AB会議室、403会議室、
302AB会議室
企画展示室ABCD
301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
企画展示室ABCD
301会議室
302AB会議室
多目的ホールAB、401会議
室
403会議室
小研修室
企画展示室ABCD
302A会議室
多目的ホールA
研修室AB

催事名
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 都道府県指定都市教育ｾﾝﾀｰ所長協議会 情報教育分科会(福島大会)

利用者名
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター

電話番号
03-5275-7111
都道府県指定都市教育センター所長協議会情報教育分科会 024-553-3141

会計ソフト方式による記帳指導(午前)
説明会方式による記帳指導(午後)
グリーン経営認証取得講習会
事業承継支援における自社株評価のシステム実務
甲種防火管理新規講習
早稲田コベツ塾 無料補習
第10回福島県脳卒中市民公開講座

福島県青色申告会連合会

024-932-4812

(公財)交通エコロジー・モビリティ財団
㈱ＴＫＣ福島ＳＣＧサービスセンター
福島市消防本部予防課
早稲田コベツ塾
田辺三菱製薬㈱ 福島第二営業所

03-3221-6672
024-936-3670
024-534-9103
024-563-3589
024-932-1869

第258回日本泌尿器科学会東北地方会

福島県立医科大学医学部泌尿器科学講座

024-547-1316

第14回東北地区キヤノンＣＴユーザー会
第6回犯罪被害者支援経験交流会
第214回 日商珠算検定試験

キヤノンメディカルシステムズ㈱東北支社
東北弁護士会連合会
福島商工会議所

022-279-3510
022-264-3861
024-536-5511

全国統一高校生テスト

㈱ベスト学院（東進衛星予備校福島駅前校）

024-573-0720

ｷｬﾘﾀｽ就活ﾌｫｰﾗﾑ 業界研究ｾﾐﾅｰ 福島会場

㈱ディスコ 東北支社

022-213-1510

平成30年度子ども大学ふくしま
三和交通㈱ 会社説明会

福島市中央学習センター
三和交通㈱

024-534-6631
03-3930-5151

平成30年度新規高卒者就職面接会

福島県商工労働部雇用労政課

024-521-7290

日本学術振興会 鉱物新活用第111委員会 第659回研究会 (独)日本学術振興会 第111委員会

組合青年部研修会・代表者懇談会
のぞみ教材展示相談会
KUMON 小集団ゼミ
手作り製本教室

福島県中小企業団体中央会
のぞみ教材
㈱公文教育研究会 郡山事務局
福島市立図書館

03-3263-1728
024-536-1261
024-563-1216
024-933-1374
024-531-6551

ふくしま大卒等就職面接会

㈱ 向日葵

024-941-3001

ふくしま企業塾 管理者養成セミナー「人事・給与制度」 (公財)福島県産業振興センター

25(OH)D Webセミナー
のぞみ教材展示相談会
Asprova APS 入門トレーニング
学術講演会
東北紛体・製剤技術勉強会

中外製薬㈱福島支店
のぞみ教材
アスプローバ㈱
田辺三菱製薬㈱ 福島第二営業所
㈱パウレック

024-525-4037
024-933-6303
024-563-1216
03-6303-9933
024-932-1869
072-778-7301

