20２2 年６月吉日
特定非営利活動法人
熊本県有機農業研究会 理事長

有機ＪＡＳ講習会（７月２０日／加工入門コース）のご案内
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、以下のとおり講習会を実施いたしますのでご案内申し上げます。
また、オンラインでも同時開催いたします。詳細につきましては、各項目にてご確認
お願いします。
【開催日】２０２２年７月２０日（水）
【場 所】Organic ぷらっと（熊有研事務所横）及び オンライン
【受講料】加工入門コース：会員 7,700 円／非会員 11,000 円（オンラインも同額）
※オンライン参加ご希望の方は申込締切日（7/11）までにお振込みください。
◆オンラインでの参加の場合、資料送付代、修了証明書の発送に別途料金が発生します。詳細につい
ては、別紙「オンライン参加ご希望の方へ」をご確認ください。
＊資料や会場、修了証明書等の準備がありますので、必ず事前にお申込み下さい。会場参加にて、事前
にお申込みがない場合は、修了証明書発行手数料として当日別途５００円を申し受けます。人数によ
り入場をお断りする場合があります。
（オンラインでの当日参加はできません）
＊開始３０分以降の入場、３０分以上の中座をされた方には修了証明書の発行はできませんのでご了承
ください。

有機加工食品の生産行程管理者 入門コース
初めて受講する方や、新たに担当者となられる方の資格要件です。
初めての方は必ずこちら！！
時 間
（受付 9：30） 10：00 ～ 1６：30
・JAS 法に基づく有機 JAS 認証制度について
内 容
・認証の技術的基準、有機加工食品の日本農林規格について
・申請書の書き方 など
持ち物
・筆記用具
参加人数 ・ぷらっと参加：10 名程度 ／ オンライン：20 名程度
※受入れ小分けの受講希望の方は、講習会終了後に行います。
（30 分程度）
申込書に記入して下さい。
（生産行程管理者が小分けを行うことができます）
詳細につきましては事務局までご連絡ください。
【申込み方法】
参加ご希望の方は、7 月 11 日(月)迄に、裏面『JAS 講習会加工入門コース（7 月 20
日）参加申込書』に記入の上ＦＡＸ等でご返信ください。(当会のＨＰよりお申込みで
きません。)
また、お申込み後参加できなくなった場合は前日までにご連絡をお願いします。
【お支払い方法について】
・会場参加の方は、当日受付時に現金でお支払い下さい。オンライン参加の方は、別
紙の指定口座へお振込みください。振込手数料はご負担願います。
・当会会員に入会ご希望の方は事務局へお問合せ下さい。受講料割引などのご案内を
いたします。
裏面へ続く

【申込み・問合せ先】
特定非営利活動法人 熊本県有機農業研究会
〒861-8030 熊本市東区小山町 1879-3
TEL：096-223-6771
FAX：096-223-6772

Mail：jas@kumayuken.org

ＪＡＳ講習会（７月２０日）加工入門コース参加申込書
●事前のお申込みが必要です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、会場での参加を 10 名程度、オンライン 20
名程度とさせていただきます。上記定員に達した場合、〆切日以前でも、お申込みを
お断りさせて頂きます。ご了承ください。
●ご案内の発送は同日に行っておりますが、郵便物の配送状況により到着が遅延する場
合もございます。参加申込は先着順と致しますので、ご希望に添えない場合もござい
ます。予めご了承ください。
認証（申請）事業者名

ご住所・ご連絡先
〒

受講者氏名（ふりがな）
（
）

ＴＥＬ:
ＦＡＸ:
Email:
住所 ※修了証明書に記載されます

受講コース（※）

① 加工入門
② 加工入門＋受入れ小分け

（

）

① 加工入門
② 加工入門＋受入れ小分け

（

）

① 加工入門
② 加工入門＋受入れ小分け

●ご希望の参加方法に〇をお願いします。
〇を記入
➀講習会場
②ご入金
③資料
ぷらっと
当日会場支払い
当日ご準備しております。
オンライン
振込
郵送のみ
□配信テスト希望
オンラインでの受講をご希望の方は、必ずメールアドレスを必ず記載してください。

Ｅｍａｉｌ：
◆有機加工食品の生産行程管理者が、小分けを行えるようになりました。ご希望の方は受講コース
にてご確認のうえ、お申込みください。

お申込み先：熊本県有機農業研究会

FAX 番号：096-223-6772
締め切り：7 月 11 日（月）

オンライン参加ご希望の方へ
[注意事項]
・オンライン講習会はＺｏｏｍで行います。
・講習会の受講に係るインターネット通信料は、参加者の負担となります。安定した
ネットワーク環境にて受講をお願いします。
・HP からはお申込みが出来ません。参加申込書に記載のうえ、FAX 等にてお送りく
ださい。
・オンラインでの当日参加はできません。
・資料等につきましては、お振込み確認後、講習会開催 2 日前までに郵送（入門コー
ス）もしくはメール（レベルアップコース）にてお送りします。
[受講料のお振込みについて]
・オンライン受講者（入門コース）の資料送付代につきましては着払い（ヤマト便使
用）といたします。
・修了証明書発行手数料として 1 枚 200 円を徴収させて頂きます。
・受講料につきましては、申込締切日（7／11）までに裏面にてご案内しております
振込口座へお振込みください。
・ご依頼人名義は受講者名でお願いします。会社名等でのお振込みの際は、振込用紙
の詳細欄へ、受講者氏名が確認できるように記入をお願いします。
[受講するにあたって]
・当日は、音声等の確認をしますので開始時間 20 分前までに入室をお願いします。
・ご希望の方には配信テストを行います。参加申込項目に☑を記入してください。
後日ご案内メールを送信いたします。
・受講される方は、映像をオンにして画面に受講者名を表示して頂き、受講中はマイク
をオフにしてください。なお、講習会中 30 分以上中座された方は修了証明書の発行
はできません。
[受講後について]
・修了証明書につきましては、講習会受講後、郵送での発送となります。
・講習会開催中に不具合等が起きましたら、修了証明書は通常通り発行いたしますが、
新規申請書提出後の現地調査時に補足の説明をさせていただきます。
上記内容をご理解のうえ、お申し込みくださいますようお願いいたします。
◆お振込み金額のご案内
（税込み表示）
修了書発行代
受講コース
会員状況
受講料
資料代
合計
お支払い
入門コース
非会員
11,000 円
着払い
200 円
11,200 円
振込
〃
会員
7,700 円
着払い
200 円
7,900 円
振込
レベルアップ
非会員
5,500 円
メール
200 円
5,700 円
振込
〃
会員
3,300 円
メール
200 円
3,500 円
振込
※5 名以上同一住所へ修了証明書を送付する場合は１,０００円となります。詳細は事務局へお問合せ下
さい。

※振込手数料はご負担願います。
[その他]
・ご入金後、参加できなくなった場合は、振込手数料を差し引きさせて頂き、返金い
たします。ご了承ください。
・当会会員に入会ご希望の方は、事務局へお問合せください。

<お振込み先>

◎ゆうちょ銀行（郵便振替）
＜振込先＞
◆ゆうちょ銀行からのお振込の場合
郵便振替
加入者名： 熊本県有機農業研究会
記号番号： 01980－7－18438

◆その他金融機関からのお振込の場合
金融機関名： ゆうちょ銀行 店名： 一九九店
預金種別 ： 当座預金
口座番号 ： 0018438
口座名義 ： 熊本県有機農業研究会

◎楽天銀行
＜振込先＞
◆その他金融機関からのお振込の場合
金融機関名： 楽天銀行
店名： サルサ支店 支店番号：207
預金種別 ： 普通預金
口座番号 ： 7017880
口座名義 ： 特定非営利活動法人 熊本県有機農業研究会

<会場のご案内>

【ご案内】
・会場 Organic ぷらっと前への駐車はご遠慮く
ださい。当日は案内人がおりますので、ご案
内いたします。
・新型コロナウイルス対策で、緊急事態宣言等
が再度発令された場合は、中止又は延期とさ
せていただきます。
ご了承いただきますようお願い申し上げま
す。

