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回数 対象地区名 会　　場 駐　　車　　場

20 10月9日 金 船橋東 八千代市市民会館（大ホール） 駐車場不足

21 10月13日 火 千葉中央③ 青葉の森公園芸術文化ホール 有料駐車場

匝瑳 匝瑳市民ふれあいセンター（大ホール）

23 10月15日 木 流山 流山市文化会館 駐車場不足

24 10月20日 火 千葉中央④ 青葉の森公園芸術文化ホール 有料駐車場

25 10月21日 水 柏① 柏市民文化会館（大ホール） わずか（約２０台）

26 10月28日 水 千葉北②、千葉市方面② 青葉の森公園芸術文化ホール 有料駐車場

市川① 行徳文化ホールＩ＆Ｉ 駐車場なし

28 11月2日 月 習志野、京葉方面① 八千代市市民会館（大ホール） 駐車場不足

29 11月6日 金 空港、小見川②北総方面① 成田国際文化会館（大ホール）

30 11月9日 月 佐倉 四街道市文化センター（大ホール） 駐車場不足

千葉西①、千葉市方面③ 青葉の森公園芸術文化ホール 有料駐車場

千葉西②、千葉市方面④ 青葉の森公園芸術文化ホール 有料駐車場

33 11月17日 火 我孫子 千葉県福祉ふれあいプラザ 駐車場なし

34 11月18日 水 柏② 柏市民文化会館（大ホール） わずか（約２０台）

35 11月19日 木 旭 千葉県東総文化会館（大ホール） 駐車場不足

36 11月20日 金 銚子 千葉県東総文化会館（大ホール） 駐車場不足

37 11月24日 火 東金 東金文化会館（大ホール） 駐車場不足

38 11月25日 水 君津② 君津市民文化ホール（大ホール）

茂原②、外房方面① 長生村文化会館 駐車場不足

40 11月30日 月 内房方面① 君津市民文化ホール（大ホール）

41 12月1日 火 東葛方面① 流山市文化会館 駐車場不足

42 12月2日 水 柏③ 柏市民文化会館（大ホール） わずか（約２０台）

43 12月3日 木 四街道、北総方面② 四街道市文化センター（大ホール） 駐車場不足

市原③ 君津市民文化ホール（大ホール）

45 12月10日 木 野田 野田市文化会館（大ホール） 駐車場不足

46 12月15日 火 松戸① 松戸市民会館 駐車場なし

47 12月16日 水 八千代 八千代市市民会館（大ホール） 駐車場不足

48 12月18日 金 松戸② 松戸市民会館 駐車場なし

市原④ 君津市民文化ホール（大ホール）

50 12月23日 水 松戸東、東葛方面② 松戸市文化会館（森のホ－ル小） 有料駐車場

51 1月8日 金 山武、外房方面② 東金文化会館（大ホール） 駐車場不足

52 1月12日 火 浦安 浦安市文化会館（大ホール） 駐車場なし

★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。
11月27日 金39

44 12月9日

32 11月12日 木
★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

水

49 12月21日 月

27 10月29日 木
★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

31 11月11日 水
★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

22 10月14日 水
★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

受講日の前に必ず千葉県安全運転管理協会のホームページで中止情報を確認してください。

令和２年度　安全運転管理者等講習日程表
開催日

新型コロナ感染症対策のため、下記の事項にご理解とご協力をお願いいたします。

せき、発熱などの症状がある方、体調不良の方は通知された受講日にこだわらず受講日を

変更してください。 下表の★印以外の日に変更できます。

講習会場ではマスクを着用し、他の受講者との間隔をあけてください。

講習会場では手洗い・手の消毒を励行してください。

コロナウイルスの感染状況により、講習会の直前で中止や延期されることがあります。

一部の地域では例年と異なる会場で開催しますので、ご注意ください
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一部の地域では例年と異なる会場で開催しますので、ご注意ください

内房方面② 市原市市民会館（小ホール） 駐車場不足

54 1月14日 木 船橋① 船橋市民文化ホール 駐車場なし

55 1月18日 月 いすみ 勝浦市芸術文化交流センター「キュステ」

56 1月19日 火 船橋② 船橋市民文化ホール 駐車場なし

57 1月26日 火 富津 富津市富津公民館 駐車場不足

58 1月27日 水 勝浦、大多喜、南総方面 勝浦市芸術文化交流センター「キュステ」

59 1月28日 木 市川②、行徳、京葉方面② 行徳文化ホールＩ＆Ｉ 駐車場なし

60 2月4日 木 千葉市方面⑤ 青葉の森公園芸術文化ホール 有料駐車場

62 2月8日 月 東葛方面③ きらり鎌ヶ谷市民会館きらりホール 有料駐車場

65 2月15日 月 全地区② きらり鎌ヶ谷市民会館きらりホール 有料駐車場
66 2月16日 火 全地区③ 千葉市生涯学習センター 駐車場なし
67 2月19日 金 全地区④ 千葉市生涯学習センター 駐車場なし
69 2月25日 木 全地区⑥ 千葉市生涯学習センター 駐車場なし
71 3月3日 水 全地区⑧ 千葉市美浜文化ホール 駐車場なし
72 3月9日 火 全地区⑨ 千葉市美浜文化ホール 駐車場なし

全地区⑩ 成田国際文化会館（国際会議室）
★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。

73 3月13日 土

★　受講できるのは公安委員会の通知書により、この日を指定された方だけです。
53 1月13日 水


