
開催日 曜日 商工会議所 会場 開催状況

6月21日 （木） 立川商工会議所 立川商工会議所　11F・第5会議室 開催終了

6月26日 （火） 帯広商工会議所 帯広経済センタービル　6F　大会議室 開催終了

7月11日 （水） 上尾商工会議所 上尾市文化センター　201 開催終了

7月12日 （木） 千葉商工会議所 千葉商工会議所　14階　第2ホール 開催終了

7月19日 （木） 広島商工会議所 ホテルメルパルク広島  椿の間 開催終了

7月20日 （金） 東京商工会議所 東京商工会議所内　３階会議室（５・６・７） 開催終了

7月20日 （金） 福山商工会議所 福山商工会議所　3階　304会議室 開催終了

7月23日 （月） 高槻商工会議所 高槻商工会議所　4階　大ホール 開催終了

7月24日 （火） 大分商工会議所 大分商工会議所　6階　大ホール 開催終了

7月25日 （水） 甲府商工会議所 甲府商工会議所　5階　多目的ホール 開催終了

7月25日 （水） 大津商工会議所 コラボしが21会議室　9階　大津商工会議所会議室 開催終了

7月26日 （木） 東京商工会議所 東京商工会議所内　３階　会議室（５・６・７） 開催終了

7月30日 （月） 高梁商工会議所 高梁商工会議所　第1会議室 開催終了

7月30日 （月） 熊本商工会議所 熊本商工会議所　6階　会議室 開催終了

8月2日 （木） 大阪商工会議所 マイドーム大阪　2階 開催終了

8月2日 （木） 岡山商工会議所 岡山商工会議所　4階　大会議室 開催終了

8月6日 （月） 相模原商工会議所 相模原市立産業会館 ４階 開催終了

8月7日 （火） 長井商工会議所 タスパークホテル　2階　バンケットホール 開催終了

8月7日 （火） 奈良商工会議所 奈良商工会議所　4階　中ホール 開催終了

8月7日 （火） 尾道商工会議所 尾道商工会議所 開催終了

8月7日 （火） 長崎商工会議所 長崎商工会議所　２階　ホール 開催終了

8月8日 （水） 大垣商工会議所 大垣商工会議所 開催終了

8月20日 （月） 延岡商工会議所 延岡市中小企業振興センター　４階 開催終了

8月22日 （水） 都城商工会議所 都城商工会議所 開催終了

8月23日 （木） 姫路商工会議所 姫路商工会議所ビル　本館6階　605会議室 開催終了

8月24日 （金） 宮崎商工会議所 KITENビル　８階　大会議室C 開催終了

8月27日 （月） 川越商工会議所 川越商工会議所　2階　会議室 開催終了

8月28日 （火） 佐賀商工会議所 グランデはがくれ 開催終了

8月29日 （水） 熊谷商工会議所 熊谷商工会議所 開催終了

8月29日 （水） 諫早商工会議所 諫早商工会議所 ３階 中ホール 開催終了

8月29日 （水） 八代商工会議所 八代商工会議所　３階　大ホール 開催終了

8月30日 （木） 秋田商工会議所 秋田商工会議所　７階　ホール８０ 開催終了

9月4日 （火） 山形商工会議所 山形グランドホテル  サンリヴァ 開催終了

9月4日 （火） 狭山商工会議所 狭山商工会議所　2階　大会議室 開催終了

9月5日 （水） 浜松商工会議所 浜松商工会議所　1階　101会議室 開催終了

9月5日 （水） 柳川商工会義所 柳川商工会館　3階　大ホール 開催終了

9月6日 （木） 松本商工会議所 松本商工会館　3階　301会議室 開催終了

9月6日 （木） 島原商工会議所 島原商工会議所 開催終了

9月7日 （金） 川崎商工会議所 川崎フロンティアビル　2階　KCCIホール 開催終了

9月11日 （火） 太田商工会議所 太田商工会議所 開催終了

9月11日 （火） 高松商工会議所 高松商工会議所会館　2階　201会議室 開催終了

9月12日 （水） 富山商工会議所 富山県総合情報センター　セミナー室AB 開催終了

9月12日 （水） 横浜商工会議所 横浜商工会議所　8階　特別会議室 開催終了

9月12日 （水） 津山商工会議所 津山商工会館　1階　大ホール 開催終了

9月13日 （木） 多摩商工会議所 多摩商工会議所 開催終了

9月13日 （木） 高山商工会議所 ひだ地場産ビル　4階 開催終了

9月14日 （金） 三原商工会議所 三原商工会議所　2階　会議室 開催終了

9月18日 （火） 大牟田商工会議所 大牟田商工会議所　3階　ホール 開催終了

9月19日 （水） 岐阜商工会議所 岐阜商工会議所　5階　議員総会室 開催終了
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https://www.sagamihara-cci.or.jp/archives/25984
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開催日 曜日 商工会議所 会場 開催状況

9月19日 （水） 神戸商工会議所 神戸商工会議所　3階　会議室 開催終了

9月21日 （金） 深谷商工会議所 深谷公民館　2階　中会議室 開催終了

9月21日 （金） 美濃加茂商工会議所 美濃加茂商工会議所　3階　大会議室 開催終了

9月21日 （金） 和歌山商工会議所 和歌山商工会議所　4階　大ホール 開催終了

9月25日 （火） 佐世保商工会議所 佐世保商工会議所 開催終了

9月26日 （水） 霧島商工会議所 霧島商工会議所 開催終了

10月2日 （火） 多治見商工会議所 多治見商工会議所 開催終了

10月10日 （水） 行田商工会議所 行田市商工センター　403研修室 開催終了

10月18日 （木） 岡山商工会議所 岡山商工会議所　4階　405会議室 開催終了

10月23日 （火） 小野田商工会議所 小野田商工会議所 開催終了

10月26日 （金） いわき商工会議所 いわき産業創造館 開催終了

10月30日 （火） 小野田商工会議所 小野田商工会議所 開催終了

11月6日 （火） 小野田商工会議所 小野田商工会議所 開催終了

11月7日 （水） 柏商工会議所 東葛テクノプラザ 開催終了

11月7日 （水） 下関商工会議所 下関商工会館　３階　研修室 開催終了

11月9日 （金） 川口商工会議所 川口商工会議所 開催終了

12月5日 （水） 静岡商工会議所 静岡商工会議所 静岡事務所 401号室 開催終了

12月14日 （金） 宮古商工会議所 宮古商工会議所 開催終了

1月30日 （水） 上田商工会議所 上田商工会議所　5階　ホール 開催終了

2月4日 (月) 日田商工会議所 日田商工会議所　4階　会議室 開催終了

2月5日 (火) 所沢商工会議所 所沢商工会議所 会議室 開催終了

2月14日 （木） 大垣商工会議所 大垣市情報工房　２階　多目的研修室 開催終了

3月15日 （金） 飯塚商工会議所 飯塚商工会議所 開催終了

3月18日 （月） 船橋商工会議所 船橋市役所　会議室 開催終了

3月18日 （月） 池田商工会議所 池田商工会議所 開催終了

3月22日 （金） いわき商工会議所 いわき産業創造館 開催終了

※開催についての詳細は、以下から該当商工会議所にお問い合わせください。
https://www5.cin.or.jp/ccilist/search
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https://www.shizuoka-cci.or.jp/Seminar/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%B4%BB%E5%8A%9B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E5%A1%BE?pageid=1114
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http://www.ogakicci.or.jp/top/2900_top_msg.html
https://www.ikedacci.or.jp/news/%e3%80%90%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%a0%b4%e3%81%a7%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%81%e3%80%91%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b8%ef%bc%86%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5

