
中災防 近畿センターでは、安全衛生の教育にご利用いただける、「映像教材上
映会」を開催いたします。
当日は各社のカタログもご用意いたします。

普段なかなかご視聴いただくことの難しい映像教材を、短縮版ではなく、全編
を無料でご覧いただける貴重な機会です。ぜひこの機会をお見逃しなく！

◆開催日時（予定）
第2回令和3年2月17日(水) 

10:20-13:00(衛生の部）/14:00-16:50（安全の部）
第3回令和3年2月24日(水)

なし /14:00-16:50(安全の部）
第4回令和3年3月 1日(月)

10:10-13:00(安全の部）/14:00-16:40(衛生の部）

◆会場 中災防 近畿安全衛生サービスセンター 1F研修室
(大阪市西区土佐堀2-3-8 TEL 06-6448-3450)
大阪メトロ四つ橋線「肥後橋駅」または京阪中之島線「中之島駅」より徒歩約10分

◆定員 各回午前・午後各11名（1回につき1事業場からのお申し込みは1名様までとなります）

◆入場料 無料
（感染症対策により、入場の際は、体調チェックリストをご提出のうえ、検温を受けていただき、
お座席は指定とさせていただきます。上映中の入退場はご遠慮ください）

◆主催 中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-3-8
TEL：06-6448-3450 FAX：06-6448-3477 Mail：kinki@jisha.or.jp

★上映予定作品 （50音順・敬称略）

㈱アスパクリエイト 新版 あおり運転」、職場のパワハラ対策シリーズ
㈱映像研 転倒防止 簡単ストレッチ、新・アーク溶接作業と安全
㈱建設安全研究会 危ない 崩れる 倒れる
㈱PRC 非定常作業時の災害防止と監督者の職務
㈱プラネックス 見るだけ教材（工場編）、どこでもいつでも起きる！転倒・墜落災害
㈱労働調査会 新版 熱中症を防ぐ、高年齢作業員を災害から守る
㈱ワイ･イーピー 腰痛を防ぐ 職場の腰痛対策・ストレッチング

～無料イベント～

映像教材(DVD)上映会



開催日 午前の部 午後の部
令和3年2月17日(水)

令和3年2月24日(水)

令和3年3月 1日(月)

映像教材上映会 お申込み書
【お申込先】 FAX番号06-6448-3477 またはメールアドレス kinki@jisha.or.jp

＜ご注意事項＞
お申込受付の際にご連絡をさせていただきますので、お間違いのないようにご記入ください。

＜個人情報について＞

ご記入いただいた個人情報については、当協会が責任を持って管理し、申込みいただいたサー
ビスの的確な提供のために使用するほか、当協会出版物のご案内等に使用することがあります。
使用することに同意していただけない場合は、□にチェックを記入してください。
個人情報の二次利用に同意しない □

貴社名・ご所属

ご住所 〒

参加者氏名 （フリガナ）

様

ご連絡先(お電話/FAX)
TEL
FAX

第1希望の参加日と時間帯に「1」とご記入ください。最大第2希望までご記入いただけ
ます。第2希望の参加日と時間帯には、「2」とご記入ください。

●近畿センターメールマガジン 新規登録受付中！

中災防近畿センターでは、当センターで開催予定の研修会や、おすすめの図書用
品のご案内をお届けする、メールマガジンの発行を行っています。
ご希望の方はアドレス欄に配信希望先のアドレスをご記入ください。
次号より配信させていただきます。
☆メールアドレス記入欄【 】



■令和3年 2月17日(水）（第2回） 上映プログラム

時間 内容

09:50-10:20 受付（衛生の部）

10:20-10:30(10分) オリエンテーション・主催者挨拶

10:30-11:00(約30分）
【上映1】 「職場のパワハラ対策シリーズ第1巻 オフィス基礎編」

（株式会社アスパクリエイト 制作）

11:00-11:20(約20分）
【上映2】 「職場のパワハラ対策シリーズ第2巻 作業現場基礎編」

（株式会社アスパクリエイト 制作）

11:20-11:30 (約10分） 休憩

11:30-11:50 (約20分）
【上映3】 「新版 熱中症を防ぐ」 -熱をためない、うまく出す。そのためには？-

（株式会社労働調査会 制作）

11:50-12:05(約15分）
【上映4】 「転倒防止 簡単ストレッチ」 -毎日1分でからだが変わる-

(株式会社映像研 制作）

12:05-12:20(約15分）
【上映5】 「高年齢作業員を災害から守る」

(株式会社労働調査会 制作）

12:20-12:30 (約10分） 休憩

12:30-12:55(約25分）
【上映6】 「腰痛を防ぐ 職場の腰痛対策・ストレッチング」

（株式会社ワイ・イーピー 制作）

12:55-13:00(約5分） アンケート記入・衛生の部閉会

13:00-14:00 昼食休憩

13:30-14:00 受付（安全の部）

14:00-14:10(10分) オリエンテーション・主催者挨拶

14:10-14:30(約20分）
【上映1】 「非定常作業時の災害防止と監督者の職務」

（株式会社PRC 制作）

14:30-14:55(約25分）
【上映2】 「どこでもいつでも起きる！ 転倒・墜落災害」

(株式会社プラネックス 制作）

14:55-15:05(約10分） 休憩

15:05-15:30(約25分）
【上映3】 「危ない 崩れる 倒れる」

(株式会社建設安全研究会 制作）

15:30-15:55(約25分）
【上映4】 「新・アーク溶接作業と安全」

（株式会社映像研 制作）

15:55-16:05(約10分） 休憩

16:05-16:25(約20分）
【上映5】 「新版 あおり運転」-被害者にも加害者にもならないために-

(株式会社アスパクリエイト 制作）

16:25-16:45(約20分）
【上映6】 「見るだけ教材（工場編）」

（株式会社プラネックス 制作）

16:45-16:50(約5分） アンケート記入・安全の部閉会

衛
生
の
部
（午
前
）

昼
食
休
憩

安
全
の
部
（午
後
）



■令和3年 2月24日(水）（第3回） 上映プログラム

時間 内容

13:30-14:00 受付

14:00-14:10(10分) オリエンテーション・主催者挨拶

14:10-14:30(約20分）
【上映1】 「非定常作業時の災害防止と監督者の職務」

（株式会社PRC 制作）

14:30-14:55(約25分）
【上映2】 「どこでもいつでも起きる！ 転倒・墜落災害」

(株式会社プラネックス 制作）

14:55-15:05(約10分） 休憩

15:05-15:30(約25分）
【上映3】 「危ない 崩れる 倒れる」

(株式会社建設安全研究会 制作）

15:30-15:55(約25分）
【上映4】 「新・アーク溶接作業と安全」

（株式会社映像研 制作）

15:55-16:05(約10分） 休憩

16:05-16:25(約20分）
【上映5】 「新版 あおり運転」-被害者にも加害者にもならないために-

(株式会社アスパクリエイト 制作）

16:25-16:45(約20分）
【上映6】 「見るだけ教材（工場編）」

（株式会社プラネックス 制作）

16:45-16:50(約5分） アンケート記入・閉会

安
全
の
部



■令和3年 3月1日(月）（第4回） 上映プログラム

時間 内容

09:40-10:10 受付（安全の部）

10:10-10:20(10分) オリエンテーション・主催者挨拶

10:20-10:40(約20分）
【上映1】 「非定常作業時の災害防止と監督者の職務」

（株式会社PRC 制作）

10:40-11:05(約25分）
【上映2】 「どこでもいつでも起きる！ 転倒・墜落災害」

(株式会社プラネックス 制作）

11:05-11:15(約10分） 休憩

11:15-11:40(約25分）
【上映3】 「危ない 崩れる 倒れる」

(株式会社建設安全研究会 制作）

11:40-12:05(約25分）
【上映4】 「新・アーク溶接作業と安全」

（株式会社映像研 制作）

12:05-12:15(約10分） 休憩

12:15-12:35(約20分）
【上映5】 「新版 あおり運転」-被害者にも加害者にもならないために-

(株式会社アスパクリエイト 制作）

12:35-12:55(約20分）
【上映6】 「見るだけ教材（工場編）」

（株式会社プラネックス 制作）

12:55-13:00(約5分） アンケート記入・安全の部閉会

13:00-14:00 昼食休憩

13:30-14:00 受付（衛生の部）

14:00-14:10(10分) オリエンテーション・主催者挨拶

14:10-14:40(約30分）
【上映1】 「職場のパワハラ対策シリーズ第1巻 オフィス基礎編」

（株式会社アスパクリエイト 制作）

14:40-15:00(約20分）
【上映2】 「職場のパワハラ対策シリーズ第2巻 作業現場基礎編」

（株式会社アスパクリエイト 制作）

15:00-15:10(約10分） 休憩

15:10-15:30(約20分）
【上映3】 「新版 熱中症を防ぐ」 -熱をためない、うまく出す。そのためには？-

（株式会社労働調査会 制作）

15:30-15:45(約15分）
【上映4】 「転倒防止 簡単ストレッチ」 -毎日1分でからだが変わる-

(株式会社映像研 制作）

15:45-16:00(約15分）
【上映5】 「高年齢作業員を災害から守る」

(株式会社労働調査会 制作）

16:00-16:10(約10分） 休憩

16:10-16:35(約25分）
【上映6】 「腰痛を防ぐ 職場の腰痛対策・ストレッチング」

（株式会社ワイ・イーピー 制作）

16:35-16:40(約5分） アンケート記入・衛生の部閉会

安
全
の
部
（午
前
）
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