
（一社）日本健康麻将協会の資格検定講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

日時  2021年８月 21日（土）・22日（日）の２日間（両日とも 10：00-18：00 予定） 

     

会場 大阪府大阪市浪速区元町 1-5-7ナンバプラザビル 会議室 

 ※一部の講義はビル内で移動することがあります 

 
対象者 １．日本健康麻将協会入会を前提として健康麻将運営・講師活動を目指す方 

２．日本健康麻将協会の開催会場・サークルの責任者・スタッフ 
３．健康麻将・初心者麻将教室に興味があり、勉強する意欲のある学生 

 

受講資格 点数計算ができる方 

 

定員１．  直接受講         ４０名（申し込み先着順）  

※間隔をあけて受講していただくために、席を指定させていただきます。 

※定員による募集締め切りについては日本健康麻将協会ＨＰ上で発表します。 

２－Ａ．オンライン受講（zoom でリアルタイム受講） 定員なし 

２－Ｂ．オンラインＰＶ受講（大画面モニターで zoom 受講）２０名（申し込み先着順）  

 

受講料 １．新規受講・一般（認定試験あり）    ３０,０００円 

２．新規受講・学生（認定試験あり・学生証の提示必要）  １５,０００円 

３．聴講（試験なし・資格の発行はありません）   ２０,０００円 

４．再受講（再受験・正会員あるいは有資格個人会員のみ）  １０,０００円 

※ 直接受講・オンライン受講いずれの場合でも受講料は変わりません 

 
発行する資格 

ＷＭレッスンプロ 講義の受講、試験に合格すると申請権利を得る 
ＷＭアシスタント 講義の受講、試験に不合格後に補習テーマを提出し、申請権利を得る 
（聴講の場合は資格の発行はありません） 
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お申込みの前の確認事項 

受講申し込みをされた方は下記事項に了承されたものとします 

 
当協会の発行する資格は取得後、その資格を活用していただき、また活動内容について日本健康麻将協

会がバックアップするという性格上、各資格申請の際に、当協会の会員になる必要があります。 

 １．マージャン店やカルチャーセンターなどご自身で健康麻将を主催し、活動する場合 

       → 正会員   ２万円 

 ２．健康麻将店舗スタッフなど自分で主催せず講師活動をする場合 → 有資格個人会員  ４千円 

 

とくに、１．の場合、正会員として入会したのちに、日本健康麻将協会開催会場として全国で行っている成績

処理に参加していただくなど、個人として入会する以外の義務が発生します。 

健康麻将店舗・サークルの新規立ち上げや、既存の店舗で開催を検討されている場合、１．の正会員として

の登録が必要なケースとなりますので、ご受講の前にご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

別途、正会員登録に関する資料をお送りさせていただきます。 

また、１．２．の入会の後も、日本健康麻将協会認定資格の名前を使用して活動を行う場合、法人・個人を

問わず事前に日本健康麻将協会に報告し、了承を得る必要があります。 

 

最後に、近年、非営利事業、社会福祉活動の一環として日本健康麻将協会の資格を使用したいというケー

スが増えています。この場合でも活動する際に承認を得る義務が発生しますが、その他の義務については、

活動の実態に合わせて適宜対応させていただきます。 

いずれにしても、健康麻将事業について検討されている場合は、事前にどのような活動を希望されているか

ということを、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。 

 

ＷＭレッスンプロ養成講座とＷＭコンシエルジュ資格検定講座について 

 

当協会の資格検定講座には、ＷＭレッスンプロ養成講座とＷＭコンシエルジュ資格検定講座の２種がありま

す。資格にはそれぞれの上位クラス資格、ゴールドクラスとプラチナクラスがあり、双方の資格でプラチナクラス

の認定を受けるとＷＭスーパージェネラリストという最高位の資格の認定を受けることができるようになります。 

各ゴールドクラス、プラチナクラスの受験方法、詳細については今後の発表をお待ち下さい。 

 

直接受講を希望される皆様へ 

 

   新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から受講される皆様にお願いすることがございます。 

受講される皆様、講座スタッフの健康と安全のためとご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

１． 当日はマスク着用をお願いします。 

２． 入退場時等に、手指の消毒にご協力下さい。 

３． 当日体調の悪い方は受講をご遠慮ください。また、受付時の検温で熱があることが分かった場合、

ご受講をお断りすることがあります。ご了承下さい。 

４． 受講される席については、間隔をあけて指定させていただきます。 
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  会場：ナンバプラザビル 会議室 

      住所  大阪市浪速区元町 1-5-7 

   TEL  06（6649）0737 ※会場の場所のお問合せのみ 

 

 

※ 講座についてのお問合せは 

一般社団法人日本健康麻将協会 本部事務局  

TEL ０３－６２６１－３９５５ 

  



 

お申し込み手続きから資格取得までの流れ 

 

１．お申し込み 

  受講料をお振込みの上、いずれかの方法にて８月 16日必着でお申し込み下さい。 

  A．申し込み用紙（このご案内の最後の２ページ）に必要事項を記入し 

FAX（03-6261-3956）にて送信 

 B．申し込み用紙の内容を E-mailに明記し、info@kenko-mahjong.com まで送信 

 Ｃ．下記日本健康麻将協会住所へ郵送 

 

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、当日受付時の混雑をさける

ために、受講料は事前振り込みとなります。ご理解ご協力をお願いします。 

 

※お振り込み口座は申し込み用紙の２枚目にございます。 

※希望されるコースに応じた受講料をお振込みください。 

※直接受講をご希望でお申込みの際にお振込みとすれ違いで定員締め切りとなった 

場合、返金をさせて頂くことになります。ご了承下さい。 

  

 ２．受講 

●直接受講の場合    受付は当日９：４０より会場にて行います。 

  ●オンライン受講の場合  講義は１０時開始予定です。 

 

３．試験結果発表 

  当 HPおよび郵送にて合否結果をお知らせいたします。 

 

４．入会および資格申請手続き 

  資格にあわせた申請と入会手続きをしていただきます。 

 

５．認定証の発行 

  本部で申請書を確認し、認定証を発送します。 

 
 
 
 

〒101-0051東京都千代田区神田神保町 3-2-1 3階 

TEL 03-6261-3955 FAX 03-6261-3956 

http://www.kenko-mahjong.com  

mailto:info@kenko-mahjong.com
http://www.kenko-mahjong.com/


 

新企画 
オンライン・パブリックビューイング受講が可能となりました！ 

 

 

講座は受けたいけど、大阪までは遠い・・・ 
ｚｏｏｍとかパソコンとかはよく分からない… 

 

そんな方でも気軽に受講いただけるように 

 

① 東京で 

 

② ソーシャルディスタンスを守った状態で 

 

③ 大画面使用、パブリックビューイング形式 

 

のオンライン受講会場を設けることとなりました。 

 

 

東京近郊にお住まいの方に是非ご利用いただきたい受講方法です。 

 

お申し込み方法・定員： 

受講申し込み用紙１枚目「２―B．オンライン PV受講」に〇を付けて下さい。 

お申込み方法、受講料、手続きなどは通常と変わりません。 

定員を２０名とさせていただいております。先着順ですのでお早目にお申込み下さい。 

 

東京PV受講会場： 

  東京都千代田区神田神保町 3-2-1 サンライトビル３階 日本健康麻将協会 

  TEL ０３－６２６１－３９５５ FAX ０３－６２６１－３９５６ 

 都営新宿線･三田線 神保町 A2 出口 徒歩 1 分 

 

当日開場時間： 

 ８月２１日（土）・２２日（日）とも９：２０（１０：００より開講） 

 

皆様のご受講をお待ちしております。 
 

 

※ご受講の際、キーボードを操作する必要はありません。 



日本健康麻将協会 資格検定講座 受講申し込み用紙 1 枚目/2 枚中 

 ※ 下記の事項にご記入のうえ、ＦＡＸ（０３－６２６１－３９５６）か郵送(下記事務局宛)にて 

   ８月 16日必着で送信下さい。（※直接受講は先着順締め切り） 

 ※ 必ず別紙か HP にある「お申し込みの前の確認事項」をよくお読みください。 

  

●希望コースを選び、数字を〇で囲んでください 

１． 新規受講・一般（認定試験あり）    受講料 ３０,０００円 

２． 新規受講・学生（認定試験あり・学生証の提示必要）  受講料 １５,０００円 

３． 聴講（資格の発行はありません）    受講料 ２０,０００円 

４． 再受講（再受験・正会員あるいは有資格個人会員のみ） 受講料 １０,０００円 

 

●受講方法のいずれかの数字を〇で囲んでください 

１． 直接受講  会場で直接受講する形式 

２－A． オンライン受講 ご自宅でzoom を使い、オンライン受講  

※１．受講申し込み用紙にご記入いただいたお名前で作成していただいたzoom アカウントが 

必要です。（別紙「ｚｏｏｍ受講の準備について」を参考にして下さい） 

※２．E-mail アドレス必須 

   E-mail アドレスを記入してください         ＠    

※ 動画生放送を見ることができるインターネット環境が必要です 
※ 受講は長時間になり、また希望コースに応じて筆記試験等がございますので 

インターネットカフェ等ご自宅以外の場所での受講はお控えください。 
 

新２－B． オンライン PV 受講（定員先着順２０名）神保町・日本健康麻将協会にてオンライン受講 

 

●各事項にご記入下さい 

ご氏名・年齢 ご住所 お電話番号 

ふりがな 

 

          （   ）才 

〒 自宅 

携帯 

マージャン荘、カルチャーセンター、サークルなど、現在マージャンに関わる場所で活動を 

している場合、以下にご記入下さい 

店舗・会場・サークルの名前 ご住所 お電話番号 

ふりがな 〒  

プロ団体、アマチュア団体を問わず、マージャン関連団体に所属されている場合、下記 

にご記入下さい。 

団体名 役職 

ふりがな  

今回、資格発行を受けたあと、具体的に資格を使って活動する予定について教えてください。 

 

 

（２枚目に続く） 



 

日本健康麻将協会 資格検定講座 受講申し込み用紙 2 枚目/2 枚中 

●ご希望のコースに応じた受講料を下記口座にお振込みいただき、 

受講料のお振込み明細を枠内に貼りつけて下さい。 

なお振込み手数料についてはご負担下さいますようお願い申し上げます。 

 ネットバンキングの場合、明細画面の画像を印刷し貼りつけて下さい。 

   

 

受講料 振込口座 

三菱ＵＦＪ銀行 神田支店（店番３３１） 

普通 ０２６３６６２ 

一般社団法人 日本健康麻将協会 

代表理事  田邊 恵三 
 

（日付、金額、振り込み名義が分かる明細を枠内に貼りつけて下さい） 

 

 

 

（E-mail にてお申込みの場合メールに画像を添付願います） 

 

●希望コースで「２．新規受講・学生」を選択された方のみ、学生証のコピー 

 もしくは文字が読み取れる写真を貼りつけて下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

   （こちらに貼りつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

（E-mail にてお申込みの場合メールに画像を添付願います） 
 

 

※ お申込みは下記まで郵送・FAX・E-mail にてお願いします。    

(一社)日本健康麻将協会    

〒101-0051東京都千代田区神田神保町 3-2-1 3階 TEL 03-6261-3955 FAX 03-6261-3956 

http://www.kenko-mahjong.com 

http://www.kenko-mahjong.com/

