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■第 1８回通常総会 開催報告 

■令和１年度 協会年会費のご案内  

■ＣＭＣＡキャリアコンサルタント養成講習修了報告と開講のご連絡 

■ＣＭＣＡキャリアコンサルタント更新講習のご案内 

■新しい会員登録システム「会員専用マイページ」の導入と 

協会ホームページのリニューアルのご案内 

■ＣＭＣＡ講演会（東京）のご案内 

 
 

 

          TTTooopppiiicccsss  

   

✼厚生労働省 人材開発統括官付 キャリア形成支援室よりのお知らせ 
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特定非営利活動法人 

日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

第第 1188 回回通通常常総総会会議議事事録録  
 

１．日 時   令和１年７月３１日（水）１０時３０分から 

 

２．場 所   東京都中央区新川 1-16-4 VORT茅場町イースト 2階 

        ＣＭＣＡ事務所 会議室 

３．議案審査前の経過 

（１）開会宣言：司会 秋元 隆文（当会員） 

（２）出席状況：本人出席 10名 委任状出席 312名 合計 322名 

会員総数 603名の過半数に達しているので、議決は有効であることを確認。 

（３）役員紹介：岩尾理事長 谷口常務理事。 

藤村副理事長、佐藤専務理事、能美理事、西野理事、富澤監事、家村監事は委任状出席の

旨を報告。 

（４）議長選出：岩尾理事長 満場一致で選出 

４．議案審議経過の概要及び議決の結果 

第１号議案 平成３０年度事業報告並びに収支決算報告の件 

谷口常務理事から事業報告と収支決算について説明があった。 

以上の詳細説明後、議場に諮ったところ満場一致で承認された。 

委任状出席 312名の内、賛成 312名、反対 0名であった。 

 

第 2号議案 令和１年度事業計画並びに収支予算案の件 

谷口常務理事から令和１年度事業計画と予算案に関する説明があった。 

 

＜事業計画＞ 

①キャリアコンサルタント養成講習の実施 

「ＣＭＣＡキャリアコンサルタント養成講習」を東京地区、札幌地区、函館地区、において全 7回の開催を 

予定している。 

②協会認定キャリア・カウンセラー資格の認定の実施 

年 7回の認定講習を実施する。 

③ＣＭＣＡ更新講習 （知識編）（技能編）の実施 

東京、大宮、札幌、函館、仙台、福岡、熊本において計 30回の開催を予定している。 

国家資格キャリアコンサルタントの登録を継続するためには５年ごとに更新する必要があり、キャリアコン

サルティングを適正に実施するために必要な知識及び技能の維持を図るための講習（更新講習）を規定時間数

以上、受講する必要がある。 

第第 1188 回回通通常常総総会会  開開催催報報告告  

  

  開開催催報報告告  



ＣＭＣＡでは、会員の皆様に国家資格キャリアコンサルタント登録資格の更新と必要な知識及び技能の維持

を図るために、より質の高い講習を提供できるよう努力を継続していく。 

④協会独自の事業・活動を継続 

地域コミュニティーと連携したキャリア・カウンセリングの提供等、協会独自の活動、社会貢献を継続

していく。 

⑤キャリア・コンサルティング協議会との連機の継続 

キャリアコンサルティング協議会との連携強化を図り、会員の皆様に情報提供を行なって行くと共に、

キャリア・カウンセリングを通しての社会貢献とキャリア・カウンセリング機会の創出の努力を継続す

る。 

⑥会員管理システム導入、及び、協会Ｗｅｂサイト（ホームページ）の一新 

会員の皆様の利便性の向上と事務処理の生産性向上、セキュリティの強化、スムーズな情報提供を目的

に、あらたな会員管理システムの導入を行なう。また、会員の皆様への情報提供、キャリアコンサルタ

ント養成講習や更新講習の集客等、協会活動の更なる向上に向けて協会Ｗｅｂサイト（ホームページ）の

一新を図る。９月頃稼働を目標に作業を進めている。 

 

＜予算案＞ 

令和１年度予算書について説明があった。予算書の表題が平成３０年度と記載の間違いがあり、正しく

は「令和１年度 予算書 自 令和１年６月１日～至 令和２年５月３１日」であることの修正の説明が

あり、謝罪があった。 

 

以上の説明があり、説明後、議場に諮ったところ満場一致で承認された。 

委任状出席 312名の内、賛成 312名、反対 0名であった。 

第３号議案 役員選任の件  

谷口常務理事から、令和１年７月３１日をもって上野常務理事が退任するにあたり、あらたな選任は行な

わず、理事 6名、監事 2名とする理事体制について説明があった。各理事・監事の任期は令和 1年 9月 1

日から２年間であることが説明された。 

以上の説明があり、説明後、議場に諮ったところ満場一致で承認された。 

委任状出席 312名の内、賛成 312名、反対 0名であった。 

 

審議終了後、理事長は代表者としての挨拶を行った。 

 

「毎年の事ながら総会が開催される度に会員の皆様や事務局の皆さんの支えで、これまで続けてこられ

たという感慨を新たにさせて頂いております。この場を借りまして、養成講座、認定講習、更新講習、

勉強会などでお手伝い頂いている会員の方々に御礼を申し上げたいと思います。我々の団体は、これ

等の御協力やご支援で事業が成り立っている団体ですので、長きに渡り支えて頂いた事に感慨を覚え

る次第です。キャリア・カウンセリングとは何かと考えキャリアコンサルティングという国家資格の

要件の基礎となる考えを示した平成１０年の第１回の養成講座開催から令和の時代まで走り続けてき

ましたが、古くから親しい方々の顔の中に多くの新しい顔も拝見出来る様になっており、嬉しい限り

です。日頃は忙しさにかまけて忘れがちな感謝の気持ちを、この総会が開催される度に思い出させて

くれる貴重な時間となっています。本日は有難う御座いました。」 

 



 

最後に、議長より議事録署名人 2 名を、橋本渚氏と中津明人氏とする旨提案があり、満場一致で承認され

た。 

以上をもって本会の議案全部の審議を終了したので、午前 11時 15分散会した。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第 18 回通常総会にて令和 1 年度事業計画並びに予算案の承認を受けましたので、年会費

更新手続きのご案内を致します。 

引き続きＣＭＣＡの運営にご協力賜わりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

■ 年会費：１０，０００円 （令和 1 年 6 月１日～令和 2 年 5 月３１日分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会費納入期限 令和１年１０月１５日（火） 
 

 

＊尚、９月より、あらたな会員登録システム（シクミネット）を導入いたします。 

別紙「会員登録システムのご案内」を必ずご確認下さい。 

 

年会費のお支払いは、「会員専用マイページ」にログイン後、メニューから「会費支払

い」を選択し、カード支払いやコンビニ支払いも選択できるようになります。 

（各手数料はご本人負担でお願い致します） 
 

 

＊残念ながら退会を希望される方は退会手続きが必要になりますので、必ず事務局まで

ご連絡をお願い致します。 

 

 

 

【振 込 先】 

三菱ＵＦＪ銀行 日本橋中央支店 普通預金 ５７４６３８１ 
【口 座 名】 

特定非営利活動法人 日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

理事長 岩尾 啓一 

ご注意）ＡＴＭ機によるお振込の場合、振込先名称が全ては表示されません。 

「トクヒ）ニホンキヤリアマネージメント」と表示されます。 

※なお、振込手数料は各自負担にてお願い致します。 

※お振込みの際は、お名前の前に 会員番号(4桁) の入力をお願い致します。 

令和１年度 

協会年会費更新手続きのご案内 



 
 

各養成講座が、無事に最終日を迎えました。 

修了式では、受講生に対して労いの言葉と共に修了証書が手渡されました。 

約 3 カ月間の講習、お疲れ様でした。 

 

 

受講生の皆様からは、たくさんの感想をいただきました。  
 

 

それぞれの先生方から懇切丁寧に教えていただけた。 

貴重な仲間とも知り合えた。 

大変有意義な養成講習であり、感謝しております。 

 

 

 

受容・共感による信頼関係の構築は、実務でも活かせ

ると思います。国家資格は１度で合格出来るよう頑張

ります。 

 

 

 

 

 

 

ＣＭＣＡを選んで良かったと思います。 

何より各先生方のサポート力がすごい。 

 

 

 

全日程をとおして、本当に数多くのことを学び、とても役立つ内容でした。 

国家試験まで間が空くので、やや不安ではありますが、頑張ります。 

 

実技には本当に苦労しましたが、最後には誉めてもらえました。 

これからも実践できるようにしっかり身につけたいと思います。 

 

非常に充実した講習で、毎週、楽しかったです。 

一発合格出来るよう頑張ります。 

 

 

 

たくさんのご感想をいただきまして、ありがとうございました。 

皆さまのキャリアコンサルタント試験の合格と更なるご活躍を期待しております。 
 

 
 

 

 

 

福岡 11期 



◆東京 43期、札幌 37期、函館 6期 

キャリアコンサルタント養成講習 開催予定 
 

札幌 37期コース 

【日程】2019年 9月 7日 ～ 2019年 12月 7日 

【会場】キャリアバンク スキルアップセンター 

    北海道札幌市中央区北 5条西 5丁目 7番地 

    sapporo55ビル 5階 

 

函館 6期コース  

【日程】2019年 9月 8日 ～ 2019年 12月 8日 

【会場】サン・リフレ函館 

    北海道函館市大森町 2番 14号 

 

東京 43期コース 

【日程】2019年 11月 30日～2020年 3月 14日 

【会場】茅場町駅 徒歩 1分 会議室スペースまる八 
 

皆様のお知り合い、周囲の方に、ご興味がある方がいらっしゃいましたら、 

是非、ご紹介を頂ければと存じます。 

益々、必要性が高まるキャリアコンサルタントの養成に、ご協力をお願い致します。 

何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

◆「ＣＭＣＡのキャリアコンサルタント更新講習」のご案内 
 

ＣＭＣＡでは、現在、知識講習 1コース、技能講習 5コースが厚生労働省からの指定を受け、各地

で開催しております。現時点で開催を決定しているコースは下記の通りとなります。今後の開催予

定に関しましては、会報、協会ホームページ（Ｗｅｂサイト）、メールにて、随時お知らせ致しま

す。 （10月より 6時間の短い技能講習を新設すべく現在、申請中です） 

 

キャリアコンサルタントの登録の更新を申請する場合は、登録の有効期間満了日の 90日前から 30

日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書（様式第十二号の八）に更新講習の修了

書、必要書類を添えて、提出することが必要です。現在、約 4万人のキャリアコンサルタントの内、

多くの方が２０２１年に更新を行なうことになりますので、各更新講習が込み合ってくることも予

想されます。更新講習の受講に関しましては、皆様の自己管理になりますので、計画的に更新講習

を受講するようお願い致します。 

 

更新の手続き等、詳しくはこちらの「キャリアコンサルタントＷｅｂサイト」をご覧ください。 

https://careerconsultant.mhlw.go.jp/p/update.html   

 



■ＣＭＣＡ更新講習の今後の開催予定 
 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（知識編）」(知識講習) 

 

講習の特徴 ：改正が多い労働関係法令や、その他、キャリアコンサルタントがブラッシュアップ

に必要な最近の内容について講義し議論する。 

 

 ○東京開催 

日時：  2019年 9月 8日 （日） 9：00～18：00 （8時間 ）  

会場：  茅場町駅 徒歩 1分 スペースまる八会議室 

受講料： 23000円（非課税）/１人 

 

○札幌開催 

日時：  2019 年 9月 15日 （日） 9：00～18：00 （8時間 ）  

会場：  キャリアバンク職業訓練協会 

受講料： 23,000円（非課税）/１人 

 

○札幌開催 

日時：  2019 年 11月 24日 （日） 9：00～18：00 （8時間 ）  

会場：  キャリアバンク職業訓練協会 

受講料： 23,000円（非課税）/１人 

 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践的アプローチの確認（シニア編）」（技能講習） 

 

講習の特徴 ：ミドル・シニアの事例（逐語記録）を元に、一般的なミドル・シニアの特徴を踏ま

えつつ、その個別性の中で具体的にどの様なキャリアコンサルティングの進め方、

アプローチの方法があるのか、講義やグループ討議、ロールプレイングを通じて多

様な視点や気づきを共有する。キャリアコンサルタントとしての強みや課題を確認

してブラッシュアップを行なう。 

 ○福岡開催 

日時：  2019 年 9月 28日 （土） 13：00～17：00 （4時間 ）  

会場：  リファレンス駅東ビル Ｐ会議室 

受講料： 12,000円（非課税）/１人 

    

○札幌開催 

日時：  2019 年 10月 13日 （日） 13：00～17：00 （4時間 ）  

会場：  キャリアバンク職業訓練協会 

受講料： 12,000円（非課税）/１人 

 

○大宮開催 

日時：  2019年 10月 20日 （日） 13：00～17：00 （4時間 ）  

会場：  調整中 

受講料： 12,000円（非課税）/１人 

    

○函館開催 

日時：  2019年 11月 10日 （日） 13：00～17：00 （4時間 ）  

会場：  調整中 

受講料： 12,000円（非課税）/１人 

 



＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編）」キャリアコンサルティングへの認知行動療法的アプローチの活用法 

（技能講習） 

 

講習の特徴 ：認知行動療法的アプローチの基本を理解すると共に、職場やキャリア上の問題を抱

えた事例を用いてロールプレイ、討議を通して、認知行動療法の技法の１つである

問題解決療法について実際のキャリアコンサルティングでの活用法を習得する。 

 

○札幌開催 

日時：  2019 年 11月 10日 （日） 9：00～18：00 （8時間 ）  

会場：  キャリアバンク職業訓練協会 

受講料： 26,000円（非課税）/１人 

講師：  北海道医療大学 心理科学部臨床心理学科 教授 冨家直明先生 

 

○東京開催 

日時：  2019 年 11月 24日 （日） 9：00～18：00 （8時間 ）  

会場：  茅場町駅 徒歩 1分 スペースまる八会議室 

受講料： 26,000円（非課税）/１人 

   講師：  明治学院大学 心理学部心理学科 准教授 森本浩志先生 

 

 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編） アセスメントツールについての理解・伝え方」（技能講習） 

 

講習の特徴：アセスメントツールの一般的な考え方・使い方を理解し、クライエントへの 伝え方の重要性

を認識し、習得する。 

 

○東京開催 

日時：  2019年 10月 6日 （日） 9：30～17：30 （7時間 ）  

会場：  茅場町駅 徒歩 1分 スペースまる八会議室 

受講料： 26,000円（非課税）/１人 

 

 

その他、開催日時が決まり次第、順次、協会Ｗｅｂサイトへ掲載致します。 

 

お申込み方法 

「会員専用マイページ」にログイン後、イベントより、各更新講習にお申込み、受講料のお支払いをして頂

くことが出来ます。 

又は、従来通り、「ＣＭＣＡ更新講習 受講申込書」（協会Ｗｅｂサイトよりダウンロードもできます）に必要事

項をご記入の上、メール又はＦＡＸで協会事務局へお申込み下さい。 

 

会員専用マイページ： https://c2.members-support.jp/cmca/ 
 

申込書ダウンロード：  http://www.cmcajapan.net/renewal/r_outline.htm 
E-mail：office@cmcajapan.net 

ＦＡＸ：03-3537-9612 
 



ＣＣＭＭＣＣＡＡ更更新新講講習習  受講申込書 

【お問合わせ先】 

特定非営利活動法人 日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

TEL:03-3537-9600 FAX:03-3537-9612   Mail:office@cmcajapan.net  

  

申し込み 

講座 

□ 知識講習 ＣＭＣＡ更新講習（知識編） 

□ 技能講習 ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 実践的アプローチの確認（シニア編） 

□ 技能講習 ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 認知行動療法的アプローチの活用法 

□ 技能講習 ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 実践力向上のための体験学習 

□ 技能講習 ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 学生に対する就職活動支援のキャリアコンサルティング 

□ 技能講習 ＣＭＣＡ更新講習（技能編） アセスメントツールについての理解・伝え方 

 

開催地区 □ 東京  □ 札幌  □ 函館  □ 福岡  □ 熊本 

 

ご希望の開催年月日 2019年   月    日（  ） 

 

フリガナ  

男・女 
生年

月日 
（西暦） 

年  月  日（  才） 受講者氏名  

ご 住 所 
〒    － 

 

電話番号 （     ） 携帯番号 （     ） 

E-mail @ 

 

勤務先  職務内容  

 

関連保有 

資 格 

□ 国家資格キャリアコンサルタント（登録番号：                 ） 

□ その他 （                                  ） 

 

◆申込方法◆ ◆注意事項◆ 

申し込み講座、地区を選択して必要事項記入のうえ、

お申込み下さい。 

受付後、受付確認のメールをさせていただきます。 

受付を確認後、下記の口座へ受講料をお振込下さい。 

講習の全てに出席し、更新講習（知識編）では、習得度確認試験

の７割以上正答すること。７割以上の正答に至らなかった場合

は、課題レポートを提出する。更新講習（技能編）については習

得度確認のための課題を行うこと。上記を満たすことによって

修了とし修了証を交付いたします。 

 

【受 講 料 振 込 先】   三菱東京ＵＦＪ銀行 日本橋中央支店 普通預金 ５７４６３８１ 

【口 座 名】     特定非営利活動法人 日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

お申し込みは、こちらをE-MailまたはＦＡＸにて 

office@cmcajapan.net までお願いいたします。 

ＦＡＸ：０３－３５３７－９６１２ 



 

＊新しい会員登録システムの導入並びに、 

協会ホームページ（Ｗｅｂサイト）リニューアルのご案内 
 
会員の皆様の利便性の向上と事務処理の生産性向上、セキュリティの強化、スムーズな情報提供を目

的に、あらたな会員登録システムが 9月より稼働予定となりました。 

 

新しい会員登録システム（シクミネット）は、インターネットに接続可能な環境があれば、スマホ・

タブレット・パソコンから簡単にアクセスできて、マイページにログインすることで、登録情報の

更新、会費の支払い、更新講習、勉強会等のイベント情報を回覧し、お申込みもその場で出来る様

になります。受講料のお支払いも従来の銀行振込の他、クレジットカードやコンビニでの支払いも

頂けるようになります。 

セキュリティ機能を向上させ、会員の皆様の個人情報を守ります。 

詳細につきましては、別紙にてご案内しておりますので、必ずご確認いただき、マイページの設定

をお願い致します。 

 

また、会員の皆様への情報提供、キャリアコンサルタント養成講習や更新講習の集客等、協会活動

の更なる向上に向けて協会ホームページ（Ｗｅｂサイト）もリニューアルいたします。 

 

 
 

 

＊2019年 11月 4日 ＣＭＣＡ 講演会のご案内 

 

会員登録システムと協会ホームページのリニューアルを記念して、講演会を開催する運びとなりました。 

講師は、筑波大学 人間系 心理学域 准教授 大塚先生にご登壇頂きます。 

講演会の後、久しぶりに懇親会も予定しております。 

お申込みは、会員専用マイページからイベントを選択頂き申し込むことが出来ます。 

又は、メールにてご連絡下さい。 

 

◆ＣＭＣＡ講演会 
 

日時：2019年 11月 4日（月祝） 13：30～16：00 

 

講師：筑波大学 人間系 心理学域 准教授 大塚先生 

大塚先生は、臨床心理学、産業保健心理学がご専門で、職場のメンタルヘルス、労働者のうつ・自殺予防

に関する研究、組織や個人を活性化させるための介入研究等を中心に研究を行なっておられます。 

 

受講料：3,000円（会員価格） 

 

会場：TKPスター貸会議室 茅場町 カンファレンスルーム 7C 

    東京都中央区日本橋茅場町 1-6-10 日幸茅場町ビル 7F 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-PhS3iLld6U8/XGvW_xO1CxI/AAAAAAABRqM/D6xguyWbnkwGnsupfP6tWfvKCYmqGSzGgCLcBGAs/s800/internet_screenshot_smartphone.png


✼厚生労働省 人材開発統括官付 キャリア形成支援室より

のお知らせ 
 

 

◆教育訓練給付金の更なる周知について 

 

教育訓練給付は、労働者が自ら費用負担をし、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了し

た場合に、本人が教育訓練施設に支払った経費の一部を支援する雇用保険の給付制度です。 

人生 100年時代を迎え、リカレント教育が重要になる中で、本年 10月からは一般教育訓練給付に

ついて、対象を拡大するとともに、ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率

を引き上げる見直しを行ない「特定一般教育訓練」が新設されます。 

以上の事から更なる周知広報を実施する必要があるため、新たな周知用リーフレットが作成されま

した。 

専門人材であるキャリアコンサルタントが労働者に対してキャリアコンサルティングを実施す

る際に、教育訓練について周知することは非常に有効であると考えられます。 

つきましては、当該リーフレットについて周知いただき、キャリアコンサルタントが労働者のキ

ャリアコンサルティングを実施する中で、当該労働者のキャリア形成支援に当たり教育訓練の受講

が有効であると考えられる場合には、添付のリーフレットも併せて活用し、個々の労働者が当該制

度について適切に理解することができるよう必要な助言・指導を行うようお願いします。 

 また、教育訓練給付金は、ハローワークにおいて支給しているため、制度の詳細については、最

寄りのハローワークに問い合わせるよう必要に応じて案内いただくようお願いします。 

 

○「特定一般教育訓練」については下記のＵＲＬをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06073.html 
 

 

○リーフレットについては下記ＵＲＬより入手出来ます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 
 

 

◆更新講習の早期受講について 

（下記リーフレット参照） 

 

◆経過処置期間について 

平成 28年３月までに、キャリアコンサルタント試験と同等以上のもので、厚生労働大臣が指定

する試験（ＣＭＣＡキャリアコンサルタント認定試験等）に合格した方およびこれと同等以上の

能力を有すると認められる方は、令和２年度末までに登録申請をしていただくことで「キャリア

コンサルタント」（名称独占国家資格）になることができます。 

 （下記リーフレット参照） 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06073.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html


 

 

   

 

事務局より 
やっと念願の会員登録システムとホームページのリニューアルを行なうことができました。 

これも会員の皆様の協会運営へのご協力の賜物と考えております。 

来年、2020年 4月には、キャリアコンサルタントの能力要件が変更となり、キャリアコンサルタント養

成講習は 150時間になります。再来年の 2021年 4 月からは「キャリアコンサルタント登録制度」が開

始されて 5年目となり、多くの方が資格更新の年となります。 

変化のスピードが速い中、ＣＭＣＡでは、あらたなシステム・ツールを利用して、会員の皆様と

の情報の共有化、技能・スキル向上の場、最新の事象・状況を相互共有できる場として、少しで

もお役に立てるよう情報発信していきたいと思っております。今後も協会の運営にご協力をお願

い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 特定非営利活動法人  

日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

             〒104-0033 

東京都中央区新川 1-16-4 VORT茅場町イースト 2階 

ＴＥＬ：03-3537-9600  ＦＡＸ：03-3537-9612 

E-mail：office@cmcajapan.net 

                    URL： http://www.cmcajapan.net 

特定非営利活動法人  

日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-4-7 悠山九段ビル 5 階 

TEL: 03-5211-6860 / FAX：03-5211-0127 

E-mail：office@cmcajapan.net  URL http://www.cmcajapan.net 

協会休業日 ：水･土日祝 

協会運営時間：平日 9:30～17:30 
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