
 

2022年4月 

 

～CDA会員・キャリア会員向け 支部会・地区会主催～ 

 

支部・地区 日時・場所 定員 お申し込み／お問い合わせ先 

札幌地区 

日時 5 月 29 日(日)12：00～17：00 20 名 幹事 小形 恒則 

場所 オンライン（Zoom） 先着順 ﾒｰﾙ sapporo@j-cda.jp 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

宮城・山形

地区 

日時 5 月 21 日(土)13：30～17：00 25 名 幹事 久保田 澄江 

場所 オンライン 先着順 ﾒｰﾙ s-kubota@toyowork.co.jp 

内容 金の糸ピアトレーニング 

青森地区 

日時 5 月 21 日（土）14:00～16:00 30 名 幹事 大栁 達矢 岡本 麗 

場所 オンライン（Zoom） 先着順 ﾒｰﾙ 
https://kokc.jp/e/d80fc9b6de

de1dd4dda84006956ffa59/ 

内容 
「起業がよぎったら」 

『夢』に近づくための最適な方法を考える切っ掛けになれば 

岩手地区

① 

日時 4月 29日(金・祝)13：30～17：00 40 名 幹事 石井 千枝子 髙橋 暁光 

場所 オンライン（Zoom） 先着順 申込 
https://www.kokuchpro.com/

event/68aea303803b52ebfc0

0ef62266d3679/ 

内容 両立支援と経験代謝（岩手地区会と東北支部会共催） 

岩手地区

② 

日時 5 月 29 日(日)13：30～17：00 20 名 幹事 髙橋 暁光 

場所 オンライン（Zoom） 新規会員優先 申込 
https://www.kokuchpro.co

m/event/feee334d6b2801a0

f4b6bdccf9543b24/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

福島地区 

日時 5 月 14 日(土)13：30～16：50 12 名 幹事 熊倉 宗一 

場所 

郡山市民プラザ ビッグアイ 

7 階 

(郡山市駅前二丁目１１－１) 
先着順 ﾒｰﾙ cdafuku.shima@gmail.com 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

埼玉地区 
埼玉地区会は Peatix を使用しています。 

右側の URL から確認をお願いします 
申込先 

埼玉地区での今後のイベント

情報は、下記 URL からご確認

ください。 

https://jcdasaitama.peatix.c

om/ 

東関東支部 

日時 6 月 11 日(土)9：30～12：30 24 名 幹事 今 暁央 

場所 オンライン 先着順 申込先 
後日、東関東支部に登録の方

へご案内をお送りします。 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

mailto:cdafuku.shima@gmail.com


 

支部・地区 日時・場所 定員 お申し込み／お問い合わせ先 

西東京地区 

日時 
7 月 24 日(日)12：00 ～ 17：

00（予定） 
60 名 幹事 宇佐美 優里 

場所 

国立オリンピック記念青少年

総合センター 

(東京都渋谷区代々木神園町

3-1) 

新規会員優先/

抽選 
申込先 

申込みサイトは後日

（jcda.westtokyo@gmail.co

m より配信予定） 

内容 資格活用に向けた説明会やキャリアガイダンス等（予定） 

神奈川地区 

日時 未定  幹事  

場所   申込先  

内容 実施予定ですが、詳細は未定です。 

静岡地区 

日時 5 月 28 日(土)13：30～17：00 18 名 幹事 田中 亮 

場所 オンライン 先着順 申込先 
https://www.kokuchpro.com/

event/5bc5833a9b8a1f74f7a

4b77157242a84/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

長野地区 

日時 ７月３日（日） 時間未定 20 名程度 幹事 岡部 泰幸 

場所 集合形式／オンライン 計画中  URL 
https://www.kokuchpro.com/

group/jcdanagano/ 

内容 「ウェルカム会員交流イベント」企画中 

関西地区 

日時 6 月 5 日（日）13:00～17:00 35 名 幹事 小松 聡子 

場所 オンライン 先着順 URL 
https://www.kokuchpro.com/

event/kansaiWT19online/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング・オリエンテーションと交流セッションを実施予定 

北陸地区 

日時 5 月 28 日(土)13：00～17：30 30 名 幹事 高田 康子 

場所 
石川県地場産業振興センター 

(石川県金沢市鞍月 2 丁目 20

番地) 

新規会員優先/

先着順 
URL 

https://sites.google.com/

view/jcda-hokuriku/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

四国地区

1 

(香川) 

日時 5 月 13 日(金)19：00～21：30 16 名 幹事 長尾、小出、浜野 

場所 オンライン  URL 
https://www.kokuchpro.com/

event/eedd639e4299f2d4f9d

fa2071bb34437/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

四国地区 2 

(高知) 

日時 ５月７日(土)13：30～16：30 12 名 幹事 宇賀 敦士 

場所 
ちより街テラス 

(高知県高知市知寄町２丁目

1-37) 

先着順 ﾒｰﾙ u_a_t_0430723@yahoo.co.jp 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

広島地区

① 

日時 5 月 14 日(土)10：00～13：00 20 名 幹事 河内 理 

場所 

合人社ウェンディひと・まちプラ

ザ 北棟 5 階 研修室 A 

(広島市中区袋町 6－36) 

先着/新規会

員優先 
申込先 

https://kokc.jp/e/212da29bb

2b2c19c36b49d23dcebcbee/ 

内容 ウェルカム交流会 ※『午前の部』(集合形式） 

mailto:jcda.westtokyo@gmail.com
mailto:jcda.westtokyo@gmail.com
https://kokc.jp/e/212da29bb2b2c19c36b49d23dcebcbee/
https://kokc.jp/e/212da29bb2b2c19c36b49d23dcebcbee/


 

支部・地区 日時・場所 定員 お申し込み／お問い合わせ先 

広島地区

② 

日時 5 月 14 日(土)19：00～21：00 20 名 幹事 河内 理 

場所 オンライン（Zoom） 
先着 /新規

会員優先 
申込先 

https://kokc.jp/e/212da29bb

2b2c19c36b49d23dcebcbee/ 

内容 ウェルカム交流会 ※『夜の部』（オンライン） 

山陰地区 

岡山地区 

日時 6 月 18 日(土)9：30～12：30 20 名 幹事 木谷 武史 

場所 オンライン（Zoom） 先着順 申込先 
https://kokc.jp/e/247c683c05

c6248898807013449c768f/ 

内容 金の糸ピアトレーニング（兼ウェルカムトレーニング） 

山口地区 

日時 7 月 23 日(土)13：30～17：00 20 名 幹事 吉岡 宏 

場所 

ＫＤＤＩ維新ホール会議室

201Ａ 

( 山 口 県 山 口 市 小 郡 令 和

1-1-1) 

先着/新規会

員優先 
ﾒｰﾙ cdayamaguchi@yahoo.co.jp 

内容 金の糸ピアトレーニング 

九州・沖縄支

部 

日時 ６月４日（土）13：00～17：00 60 名 幹事 松園 あかね 

場所 オンライン（Zoom） 先着順 申込先 
https://20220604jcda-qos.p

eatix.com 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

福岡地区 

日時 7 月 9 日(土)10：00～17：00 
60 名 

オンライン含む 
幹事 宮本 直志 

場所 
チクモクビル 

(福岡市中央区天神 3-10-27) 
先着順 申込先 

九州・沖縄支部の福岡地区に

登録された方のメールアドレ

ス宛にご案内をお送りさせて

いただきます（CDA 会員及び

キャリア会員限定とさせて頂

きます） 

内容 企業内キャリアコンサルティングに関するセミナー（芦田先生）＋経験代謝ピアトレーニング 

熊本地区

① 

日時 4 月 24 日(日)9：30～17：00 30 名 幹事 田上 寛美 

場所 

熊本県民交流館パレア  会

議室 1 

(熊本県熊本市中央区手取本

町 8 番 9 号 9 階) 

先着順 申込先 
https://www.kokuchpro.com/

event/kumamoto2022/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング（午前中は総会と情報交換会を開催します） 

熊本地区 

② 

日時 6 月 25 日(土)9：30～17：00 20 名 幹事 田上 寛美 

場所 

熊本県民交流館パレア  会

議室 7 

(熊本県熊本市中央区手取本町

8 番 9 号 10 階) 

先着順 申込先 未定 

内容 未定 

https://kokc.jp/e/212da29bb2b2c19c36b49d23dcebcbee/
https://kokc.jp/e/212da29bb2b2c19c36b49d23dcebcbee/


 

支部・地区 日時・場所 定員 お申し込み／お問い合わせ先 

大分地区 

日時 4 月 24 日(日)10：00～16：30 30 名 幹事 香嶋 ナオミ 秋吉 孝史 

場所 オンライン 先着順 申込先 
https://www.kokuchpro.com/

event/online20220424/ 

内容 経験代謝ピアトレーニング 

※支部・地区会の参加は JCDA 会員(CDA 会員(CDA)・キャリア会員(WIT))に限らせていただいておりますので、参

加のためには入会手続きをしていただく必要があります。 

※掲載のない支部・地区に関しましては、現在開催未定です。 

開催が決まりましたら該当する支部・地区に登録されているメールアドレス宛にご案内をお送りいたします。 

まだメールアドレスをご登録されていない方はご登録をお願いいたします。 

※掲載のある支部・地区も含め、新型コロナウィルスの状況によって開催中止や延期となる可能性がございます。 

予めご了承ください。 

 

https://www.kokuchpro.com/event/online20220424/
https://www.kokuchpro.com/event/online20220424/


 

●お問い合わせ （平日 11:00～15:00） 

日本キャリア開発協会 事務局 

TEL/ 03-6661-6223 FAX/ 03-5645-7170 Mail/ peer-tr@j-cda.jp 

■支部・地区一覧 

支部 地区名 対象地域 

北海道支部 札幌地区 道央、道南、道北、道東 

東北支部 宮城・山形地区 宮城、山形 

青森地区 青森 

秋田地区 秋田 

岩手地区 岩手 

福島地区 福島 

北関東支部 北関東地区 群馬 

茨城地区 茨城 

埼玉地区 埼玉 

栃木地区 栃木 

新潟地区 新潟 

東関東支部 千葉地区 千葉 

東東京地区 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、墨田区、 
江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、島嶼部 

西関東支部 西東京地区 新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、 
中野区､杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区､都下 

神奈川地区 神奈川 

山梨地区 山梨 

中部支部 東海地区 愛知、岐阜、三重 

静岡地区 静岡 

長野地区 長野 

関西・北陸支部 関西地区 滋賀、兵庫、京都､大阪、奈良、和歌山 

北陸地区 富山、石川、福井 

中国・四国支部 四国地区 愛媛、香川、徳島、高知 

広島地区 広島 

岡山地区 岡山 

山陰地区 鳥取、島根 

山口地区 山口 

九州・沖縄支部 福岡地区 福岡、佐賀 

長崎地区 長崎 

熊本地区 熊本 

大分地区 大分 

鹿児島地区 鹿児島 

宮崎地区 宮崎 

沖縄地区 沖縄 

【お申込方法】 

参加ご希望の方は、各支部・地区幹事の方の連絡先へ、直接お申込みください。 

（JCDA入会(予定)者である旨をお申し込みの際に必ずお伝えください） 

会場の都合により定員が設けられていますので、お申し込みはお早目に。  

※ 所属地区以外の、いずれの支部・地区でも参加は自由です。 

※ 今回掲載の無い支部・地区でも開催される可能性があります。 

 JCDAホームページ／支部・地区・研究会タブ『支部からのお知らせ』で各自ご確認ください。 

※ 申込み受付等のご連絡は、各幹事より直接メール等でお知らせいたします。 

 

 


