
【２０１９年・前期講習】
最終更新日：2019/3/6

※講習時間は、１８：００～２１：００です。

開催日 回数 内 容 担当講師 会場 当番
2019/04/23 (火) 開講式 全員(神谷) 西部支部
2019/04/25 (木) 1 ２Ｇ第１章 総論 三谷 西部支部 水谷
2019/05/08 (水) 2 ２Ｇ第１章 総論／第２章ｴﾝｼﾞﾝ本体 三谷 西部支部 河田
2019/05/10 (金) 3 ２Ｇ第２章 エンジン本体 三谷 西部支部 常松
2019/05/13 (月) 4 ２Ｇ第２章 エンジン本体 三谷 西部支部 鈴木
2019/05/15 (水) 5 ２Ｇ第３章 潤滑装置、第４章 冷却装置 神谷 西部支部 西村
2019/05/17 (金) 6 ２Ｇ第５章 燃料装置 神谷 西部支部 安藤
2019/05/20 (月) 7 ２Ｇ第６章 吸排気装置 神谷 西部支部 金田
2019/05/22 (水) 8 ２Ｇ第７章 電気装置 伴藤 育成センター 岩本
2019/05/24 (金) 9 ２Ｇ第７章 電気装置 伴藤 育成センター 田中
2019/05/28 (火) 10 ２Ｇ第７章 電気装置 伴藤 育成センター 水谷
2019/05/30 (木) 11 ２Ｇ第７章 電気装置 伴藤 育成センター 河田
2019/06/03 (月) 12 ２Ｇ第７章 電気装置 伴藤 育成センター 常松
2019/06/05 (水) 13 中間テスト 伴藤 育成センター 鈴木
2019/06/07 (金) 14 ２Ｇ第８章 電子制御装置 岡田 西部支部 西村
2019/06/11 (火) 15 ２Ｇ第８章 電子制御装置 岡田 西部支部 安藤
2019/06/13 (木) 16 ２Ｇ第８章 電子制御装置 岡田 西部支部 金田
2019/06/18 (火) 17 ２Ｇ第８章 電子制御装置、第９章 燃料潤滑剤 岡田 西部支部 岩本
2019/06/20 (木) 18 ２Ｇ第10章 点検調整 神谷 西部支部 田中
2019/06/22 (土) 19 ２G第11章 故障原因探求 神谷 東部・教育センタ 水谷
2019/06/25 (火) 20 ２Ｃ第１章 総論 育成センター 育成センター 河田
2019/06/27 (木) 21 ２Ｃ第２章 動力伝達装置 育成センター 育成センター 常松
2019/07/02 (火) 22 ２Ｃ第２章 動力伝達装置 育成センター 育成センター 鈴木
2019/07/04 (木) 23 ２Ｃ第２章 動力伝達装置 育成センター 育成センター 西村
2019/07/09 (火) 24 ２Ｃ第２章 動力伝達装置 育成センター 育成センター 安藤
2019/07/11 (木) 25 ２Ｃ第２章 動力伝達装置 育成センター 育成センター 金田
2019/07/16 (火) 26 ２Ｃ第３章 ｱｸｽﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 門脇 育成センター 岩本
2019/07/18 (木) 27 ２Ｃ第４章 ステアリング 門脇 育成センター 田中
2019/07/23 (火) 28 ２Ｃ第４章 ステアリング 門脇 育成センター 水谷
2019/07/25 (木) 29 ２Ｃ第５章 ﾎｲｰﾙ･ﾀｲﾔ、第６章 ｱﾗｲﾒﾝﾄ 門脇 育成センター 河田
2019/07/30 (火) 30 中間テスト 門脇 育成センター 常松
2019/08/01 (木) 31 ２Ｃ第７章 ブレーキ 門脇 育成センター 鈴木
2019/08/06 (火) 32 ２Ｃ第７章 ブレーキ 門脇 育成センター 西村
2019/08/08 (木) 33 ２Ｃ第８章 フレームボデー 門脇 育成センター 安藤
2019/08/20 (火) 34 ２Ｃ第９章 電気装置 三谷 西部支部 金田
2019/08/22 (木) 35 ２Ｃ第９章 電気装置 三谷 西部支部 岩本
2019/08/26 (月) 36 ２Ｃ第９章 電気装置 三谷 西部支部 田中
2019/08/28 (水) 37 ２Ｃ第10章 潤滑・潤滑剤 、 製図 三谷 西部支部 水谷
2019/08/30 (金) 38 ２Ｃ第11章 保安基準適合性 三谷 西部支部 河田
2019/09/02 (月) 39 法令 田中 西部支部 常松
2019/09/04 (水) 40 法令 田中 西部支部 鈴木
2019/09/07 (土) 41 ２Ｃ第12章 故障原因探求 神谷 東部・教育センタ 西村
2019/09/11 (水) 42 修了テスト 三谷 西部支部 安藤
2019/09/12 (木) 終講式 全員(神谷) 西部支部

2019/10/06 (日) 登録学科試験（８：００～１６：００） 本部

【教育センター】 住所 〒680-0006 鳥取市丸山町233

２級ガソリン・夜間コース：米子分教場（会場：振興会西部支部）

但し、6月22日(土)、9月7日(土)は東部・教育センターから9:00～16:00で行います。
上記、2日間は作業服、帽子、安全靴を必ず着用して下さい。


