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2019 年度 支部セミナー開催のお知らせ 

一般社団法人日本惣菜協会 

拝啓 小暑の候、時下ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。 

平素は協会事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当協会の今年度の支部セミナーは、「新たな在留資格『特定技能』」をテーマに開催致します。     

日本では、人口急減や少子高齢化等による労働人口の減少に伴い、外国人材の活用が注目されています。   

本年 4 月からは、外国人材の積極的な受け入れを目指す新在留資格『特定技能』の運用が開始され、今後    

ますます日本で就労する外国人の数が増加していくものと思われます。会員企業の各社様におかれましても、

外国人材の受け入れ・活用は、労働力不足の解消や更なる事業発展のための大変有用な手段となり得ることと

存じます。 

今回のセミナーでは、国際研修協力機構（JITCO）から講師をお招きして、本年 10 月から試験開始となる、

飲食料品製造業の『特定技能』について、活用方法や今後行うべき準備・手続きの流れについて講演を     

行います。また、現在惣菜製造業で技能実習生を受け入れている企業様の参考となる、「技能実習」から    

「特定技能」への移行についてもお話をさせていただく予定です。当日は質疑応答の時間も設けており、    

また今回はセミナー申込用紙にて事前に質問受付もさせていただいておりますので、是非ともご活用いただき、

今後の外国人材受け入れへの一助としていただければ幸いでございます。大変貴重な機会となりますので、  

外国人労働者の雇用を検討されている皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げております。 

敬具 

    記 

 

【テ ー マ】「新たな在留資格『特定技能』」について 

【対 象】人事労務ご担当者様／経営者様 

【開催日程】 

日程 支部 セミナー会場 講師（予定） 申込締切 

8/7（水） 関東 アルカディア市ヶ谷 JITCO 理事・申請支援部長 妹川 光敏 氏 7/31（水） 

9/3（火） 北海道 モントレ札幌 JITCO 申請支援部企画管理課 専門役 中村 淳 氏 8/26（月） 

9/12（木） 東北 仙台ガーデンパレス JITCO 理事・申請支援部長 妹川 光敏 氏 8/28（水） 

10/2（水） 東海 キャッスルプラザ名古屋 JITCO 申請支援部企画管理課 専門役 中村 淳 氏 9/19（木） 

10/30（水） 関西 
大阪国際会議場 

(グランキューブ大阪) 
JITCO 理事・申請支援部長 妹川 光敏 氏 10/17（木） 

11/26（火） 九州 八仙閣 本店（博多市） JITCO 申請支援部企画管理課 専門役 中村 淳 氏 11/12（火） 

2/19（水） 中四国 ピュアリティまきび JITCO 申請支援部企画管理課 専門役 中村 淳 氏 2/6（木） 

 

※北陸支部では今年度、北陸支部各社による商品プレゼンテーション会と、商品開発をテーマにしたセミナー 

 の開催を予定しております。詳細につきましては、また別途ご案内致します。 

※関東支部では、11/12（火）に展示会（ＪＦフードサービスバイヤーズ商談会）と同時開催で第二回目の   

 支部セミナーを開催致します。セミナー内容等、詳細につきましてはまた別途ご案内致します。 

 

以 上 

 



 

 
 

◆関東支部（第一回） 

 日時  ：2019年 8月 7日（水） 《受 付》13：00～ 

                    《セミナー》14：00～16：20 

   会場  ：アルカディア市ヶ谷 5F「穂高」 

   参加費 ：無料 ※懇親会はございません。（11/12（火）第二回 関東支部セミナーにて開催予定） 

申込締切：2019年 7月 31 日（水）まで 

 

◆北海道支部 

日時  ：2019年 9月 3日（火） 《受 付》13：00～  

                       《セミナー》13：30～15：50 

     会場  ：ホテルモントレ札幌 2F「ビクトリアルーム」 

   参加費 ：無料 ※懇親会はございません。 

   申込締切：2019年 8年 26 日（月）まで 

 

 

◆東北支部 

日時  ：2019年 9月 12 日（木） 《受 付》13：00～ 

                   《セミナー》13：40～16：00 

     《懇 親 会》16：30～18：30 

     会場  ：《セミナー》仙台ガーデンパレス 4F「羽衣の間」 

        《懇 親 会》参加者の方へ別途ご案内致します。 

参加費 ：《セミナー》無料 

 《懇 親 会》参加者の方へ別途ご案内致します。（当日会場にて現金精算） 

 申込後にご都合が悪くなられた際は 9月 4日（水）までにご連絡をお願い致します。 

 以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

申込締切：2019年 8月 28 日（水）まで 

 

 

◆東海支部 

日時  ：2019年 10月 2 日（水） 《受 付》13：00～ 

                   《セミナー》14：00～16：20 

     《懇 親 会》16：30～18：00 

会場  ：キャッスルプラザ名古屋 3F「孔雀の間」 

参加費 ：《セミナー》無料 

 《懇 親 会》7,000円（当日会場にて現金精算） 

 申込後にご都合が悪くなられた際は 9月 25日（水）までにご連絡をお願い致します。 

 以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

   申込締切：2019年 9月 19 日（木）まで 

 

 

 

 

 



 

 

◆関西支部 

日時  ：2019年 10月 30 日（水） 《受 付》13：00～ 

                    《セミナー》14：00～16：20 

      《懇 親 会》16：30～18：00 

会場  ：大阪国際会議場 (グランキューブ大阪)  10F「1004～1007」 

参加費 ：《セミナー》無料 

 《懇 親 会》5,000円予定（当日会場にて現金精算） 

 申込後にご都合が悪くなられた際は 10月 22日（火）までにご連絡をお願い致します。 

 以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

   申込締切：2019年 10月 17日（木）まで 

 

 

◆九州支部 

日時  ：2019年 11月 26 日（火） 《受 付》13：30～ 

                    《セミナー》14：30～16：50 

      《懇 親 会》17：00～19：00 

     会場  ：八仙閣 本店 ※お部屋につきましては、当日会場にてご確認をお願い致します。 

参加費 ：《セミナー》無料 

 《懇 親 会》6,000円（当日会場にて現金精算） 

 申込後にご都合が悪くなられた際は 11月 18日（月）までにご連絡をお願い致します。 

 以降のキャンセルは費用をご負担頂く場合がございますのでご了承下さい。 

申込締切：2019年 11月 12 日（火）まで 

 

 

◆中国・四国支部 

日時  ：2020年 2月 19 日（水）  《受 付》12：50～ 

                    《セミナー》13：20～15：40 

     会場  ：ピュアリティまきび 2F「千鳥」 

   参加費 ：無料 ※懇親会はございません。 

申込締切：2020年 2月 6 日（木）まで 

 

  

  

当協会への入会をご案内したい企業様がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。 

ご入会候補企業様として、特別に支部セミナーへのご招待も検討させていただきます。 

詳細につきましては、下記担当者までお問合せください。 

 

《お問い合わせ先》 

一般社団法人日本惣菜協会 担当 笠原・田中 

TEL：03-3263-0957 ／ Email: js@nsouzai-kyoukai.or.jp 

 

 

mailto:js@nsouzai-kyoukai.or.jp


《日本惣菜協会 支部セミナー参加申込書（2019年度 開催分）》 

  ご参加をご希望の方は、できる限り下記ＵＲＬからのお申込みをお願い致します。 

  （☆お申込み専用ＵＲＬ http://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/2019_seminarform/ ） 

  または、下記に必要事項をご記入の上、メールまたは FAX でご返信をお願い致します。 

  ■貴社名： 
 
  ■申込ご担当者様： 
 
  ■TEL：             FAX：  

 

 ↓ご参加を希望される日程の「出席」欄に ○印 を付けて下さい。 

   ※申込締切後でも、席に余裕がある場合に限りご案内が可能でございますのでご連絡ください。 

   ※複数の支部セミナーにお申込みの場合は、ご参加される支部ごとに用紙を分けてお送りください。 

   ※お申し込み後、当協会からの参加証の送付等はございませんので、直接会場にお越しください。 

  ↓ご出席者氏名記入欄             ※出席は○、欠席は×をご記入ください。 

所属・お役職 お名前 セミナー 懇親会 

    

    

    

    

 

  ↓講師への質問事項             ※当日、質疑応答にてご返答させていただきます。 

 

 

 

 

   内容により当日お答えできない場合もございますので、予めご了承ください。 

 

【申込・問い合わせ先】（一社）日本惣菜協会 担当：笠原・田中 

TEL：03-3263-0957 / FAX：03-3263-1325 / Email: js@nsouzai-kyoukai.or.jp 

 

出席 日程 支部 セミナー会場 申込締切 

 

2019年 

8/7（水） 関東 アルカディア市ヶ谷 7/31（水） 

 9/3（火） 北海道 モントレ札幌 8/26（月） 

 9/12（木） 東北 仙台ガーデンパレス 8/28（水） 

 10/2（水） 東海 キャッスルプラザ名古屋 9/19（木） 

 10/30（水） 関西 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) 10/17（木） 

 11/26（火） 九州 八仙閣 本店（博多市） 11/12（火） 

 2020年 2/19（水） 中四国 ピュアリティまきび 2/6（木） 

http://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/2019_seminarform/
mailto:js@nsouzai-kyoukai.or.jp

