成 27年度広島県食

の適正表示推進者育成講習会
開催 定について

・ フォローアップ講習会
今年度も上記講習会を開催します。
食 表示 においては，栄 成 表示が原則義
この機会にぜひ受講を検討してください。

となりました。

いずれの会場でも受講可能です。
最寄りの食 衛生協会にお い合わせください。
なお，この講習会には受講
１

です。

適正表示推進者育成講習会
会

（

が必

場

開催場所

集人数）

山会場
（１００）
広島会場
（１５０）

広島市会場
（１００）

開催日

広島県 山庁舎第１庁舎４階141会議室
成27年 11 月 10日（火）
（ 山市三吉町１丁 1- 1）
13： 00～ 17： 00
広島県庁 館６階講堂
成28年 2月 25日（ ）
（広島市中区基町10- 52）
13： 00～ 17： 00
広島市 健所大会議室３階大会議室
成28年 2月 15日（月）
（広島市中区 士見町11 - 27）
13： 00～ 17： 00
※（一社）広島市食 衛生協会が開催されますので，詳細は直接お
い合わせください。
電 ：０８２－５４２－９０８０

新規の受講者が対象です。
２

フォローアップ講習会
会

（

場

集人数）

開催場所

開催日

広島県三次庁舎第３庁舎６階601会議室
（三次市十日市東４丁 6- 1）

三次会場
（７０）
三原会場
（１４０）

三原市中央公 館2階中講堂
（三原市円一町２丁 3- 1）

廿日市会場
（１００）

廿日市市商工 健会館１階多
（廿日市市 町5- 1）

広島会場
（１５０）

広島県庁 館６階講堂
（広島市中区基町10- 52）

成27年 10月 7日（水）
13： 30～ 16： 00

成27年 11 月 16日（月）
13： 30～ 16： 00
的ホール

成27年 11 月 18日（水）
13： 30～ 16： 00

成28年 2月 16日（火）
13： 30～ 16： 00

昨年度（～ 成２７年３月）までに育成講習会を受講された が対象です。
対象の には当協会から開催案内を送 いたします。
追加の情

提供になりますので，新規の

は御遠

ください。

以上

広島県食

衛生協会事 局一

協会
勤 時間
安芸郡食 衛生協会

〒730-8511広島市中区基町10- 52広島県西

9： 00－16：00

akigunkyoukai@yahoo.co.jp

廿日市食 衛生協会

〒738- 0004廿日市市桜尾２丁

8： 30－ 17： 15
江田島市食

衛生協会

082-221-6730

〒737-2213江田島市大柿町大原505江田島市大柿 庁舎内

芸

〒730-8511広島市中区基町10- 52広島県西

東広島食 衛生協会

〒739-0014東広島市西条昭

8： 30－17：15

higashihiroshima-shokkyo@maroon.plala.or.jp

竹原地域食

〒725-0012竹原市下

町13-10広島県西 東 健所内

町字東上条2794-14中通 蔵(株)内２階

9： 00－15：00

takeharafa@eos.ocn.ne.jp

三原食

〒723- 0015三原市円一町2- 4-1 広島県東 建設事 所三原支所庁舎1 階

8： 30－17：15

miharafa@lemon.plala.or.jp

尾道食

〒722-0002尾道市古

衛生協会

町26-12広島県東

0848-23-8130

因島食

〒722-2324尾道市因島田熊町4482-1 因島 祉会館内２階

山食

衛生協会

8： 30－17：15

中食

衛生協会

9： 00－17：15

神石郡食 衛生協会
10： 00－ 16： 00

三次食

衛生協会

innoshimafa@gmail.com
〒720-0032

山市三吉町南2-11 -22 山市 健所内

fukushokuk@go3.enjoy.ne.jp
〒726-0003 中市元町１-5

〒720-1622神石郡神石高原町近田1161 -2NPO

人nina神石高原内

〒728-0013三次市十日市東4-6-1 広島県

健所内

比婆庄原食

〒727-0011庄原市東

町1-4-1 広島県庄原庁舎第3 庁舎2 階

9： 00－17：00

hs-shokkyou@cotton.ocn.ne.jp

呉市食

〒737-0041呉市

庄1-2-13呉市 健所内３階

8： 30－17：15

kure-shokkyo@circus.ocn.ne.jp

(一社)広島県食

〒730-8511広島市中区基町10- 52広島県食 生活衛生課内

衛生協会

8： 30－17：15

h-kenshoku@theia.ocn.ne.jp

広島市食

084-923-8356
0847-46-3880

fuchufa123@gmail.com

miyosisyokuh@mx35.tiki.ne.jp

衛生協会

0845-22-3259

中市教育センター内

9： 00－17：00
衛生協会

0846-22-8038

健所内

onomichifa@lemon.plala.or.jp

9： 00－12：30

082-423-3928

0848-64-2910

8： 30－17：15

衛生協会

0823-57-3920
082-222-1036

geihokutiiki@snow.plala.or.jp

衛生協会

0829- 31- 1152

健所広島支所内

10： 00－ 16： 00

衛生協会

健所内

hatsukaichi@themis.ocn.ne.jp
enou-shokkyo@lion.ocn.ne.jp

衛生協会

健所広島支所内

2- 68 広島県西

9： 00－16：00
地域食

電 ＆FAX

所在地

TEL0847-82-0288
FAX0847 -82-0470

0824-63-5262
0824-73-0932
0823-25-2635
082-212-1618

衛生協会事 局

(一社)広島市食 衛生協会 〒 730-0043 広島市中区 士見町11 -27

TEL082-542-9080

8：30－ 17：15

FAX082 -542-9143

広島市

健所内

