2019年度

年間研修スケジュー ル
研修内容

研修期間

働き方改革対応待ったなし！
有休取得や就業規則等実務対策

1

新入・若手社員の為のビジネスマナー

2

スキルアップⅠ

5月

新入・若手社員の為のビジネスマナー

3

スキルアップⅡ

電話コンタクト利用戦略セミナー

4

〜会社の印象・売上をアップする電話を活かした即効戦略〜

6月

ビジネスエニアグラムで
相互信頼関係づくりによる組織活性化術

5

Guidance of SME induction course

※各講座の募集は、開催の約1ヶ月前から開始します。詳しくはHPをご参照下さい。

対象者

定員

受講料

申込締切日

14日（火）
1日間コース/9：30〜16：30

経営者・管理者

20名

¥2,000

5月7日

17日（金）
1日間コース/9：30〜16：30

一般社員
（新入社員向け）

20名

21日（火）
1日間コース/9：30〜16：30

一般社員
（新入社員向け）

20名

¥2,000

5月14日

11日（火）、18日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者から一般社員

20名

¥3,500

6月4日

3日（水）、10日（水）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者から一般社員

職場のメンタルヘルスセミナー

26日（金）
1日間コース/9：30〜16：30

経営者・管理者

7

主任・係長級マネジメント基礎講座

8

8月

22日（木）、29日（木）
2日間コース/9：30〜16：30

主任・係長クラス

チームマネジメント力向上セミナー

3日（火）、10日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者から一般社員

社内若手育成トレーナー養成講座

5日（木）、12日（木）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者・研修担当者

10

即戦力！売上アップにつなげる
手描きPOP・筆文字演習

2日（水）、9日（水）
2日間コース/9：30〜16：30

広報担当者・一般社員

11日（金）
1日間コース/9：30〜16：30

新任営業者

12日（火）、19日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者・経理財務担当者

21日（木）
1日間コース/9：30〜16：30

経営者・広報担当者等

3日（火）、10日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者・管理者

21日（火）、28日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者・管理者

6日（木）、13日（木）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者・広報担当者等

18日（火）、25日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

営業管理者

3日（火）、10日（火）
2日間コース/9：30〜16：30

経営者・管理者

ビジネスマナーは｢働きやすい職場作り｣「 お客様から信頼される自分作り」に不可欠なスキルです。新入・若手

¥2,000

5月10日

12

新任営業社員戦力化セミナー

財務力強化講座！キャッシュフロー経営の基本

14

15

16

新規見込客の継続的紹介でビジネスが潤う仕組み
リファーラルマーケティングシステム
中小企業向け事業継続計画（BCP）の進め方
〜災害にも負けない事業継続マネジメント〜

『負けない経営』
ランチェスター経営戦略を今こそ学ぶ

12月

1月

販売戦略のためのホームページ作成
〜PC・タブレット・スマホ版〜

人や組織の関係性が業績に大きく影響を与えます。
「人」の理解なしに、組織はうまくいきません。
ビジネスエニア

¥3,500

6月26日

18

営業管理職強化セミナー
世代を繋げ！
中小企業・小規模事業者のための事業承継セミナー

3月

※１）熊本市中小企業研修は、熊本市内の中小企業にお勤めの方を対象とした研修です。
※２）研修内容につきましては、変更する場合があります。
研修内容の変更により受講料を改定することもありますので、あらかじめご了承ください。
また、各講座の申し込みが締切日前に定員に達した場合、受講頂けない場合がありますので、
ご了承ください。
※３）各講座の詳しいカリキュラムにつきましては、その都度ご案内申し上げます。

グラムの「シナジー・メイキング」は、
メンバーがそれぞれの価値観や動機のメカニズムを理解し、お互いを活かし
合うプロセスです。驚きの人間理解で、
それぞれのリーダーシップが発揮される場を体験してみてください。
職場に起こる事例をあげながらメンタルヘルスの事前対策から復職支援までを分かりやすく説明いたします。

20名

¥2,000

7月19日

メンタルヘルスに対応する就業規則の文例、すぐに使用できる休職・復職支援のフォーマットをご提供。ストレス
チェック後の職場の環境改善方法やメンタルヘルスに関する最新の助成金についても具体的にお伝えいたします。
企業の第一線を担う主任・係長クラスは、
自らの業務を行うと同時に問題の発見・解決や、部下の指導・育成が求め

20名

¥3,500

8月15日

られています。
セミナーでは果たすべき役割・責任を認識し、PDCAサイクルに添った仕事の進め方、問題の発見・
解決、
部下の指導・育成、
リーダーシップの発揮のための具体的・実践的方法を講義、
演習を交えながら学びます。
チーム作りの基本から、個性を活かし最大限の力を発揮できるチーム作りのヒントを解説。1日目はゲームを通して、

20名

¥3,500

8月27日

チームマネジメントの基礎を学習。2日目は、
コミュニケーションの特徴や優位感覚によって分けられた各タイプに
ついて理解を深め、
メンバーの個性を認め、
力を発揮してもらうための個別対応力を高めていきます。
今後益々、人財や人手不足の問題が深刻化していきますが、それを嘆いていても始まりません。2016年に国家

20名

¥3,500

8月29日

資格化された・キャリアコンサルタントである講師が、若い（主に30歳以下の）人財を育てる方法や、ベストな
人財を効率よく確保する方法を体系的・実践的に解説します。今こそ人材育成の方法を学びましょう！
「手描きＰＯＰ」
は誰でも知っているけれど、一般的に習う手段を見つけにくいスキルです。販売促進に即！役立ち、

20名

¥3,500

9月25日

経費削減もこなす費用対効果の高い技術である
「手描きＰＯＰ」の魅力について解説。文字や手順など、基礎から
学びます。
実習では、通常のマジックでのＰＯＰから、最近人気の高い
「筆文字ＰＯＰ」
などにも挑戦します。
新入社員や新任の営業担当者(配転者)をいかに早く即戦力の営業担当者に育て上げるかは、企業が勝ち抜くための

20名

¥2,000

10月4日

重要課題です。本セミナーでは、営業の全体像の把握から営業知識の習得まで、スキルアップをはかるための
基礎知識を学んだ後、
グループワークや、
ロールプレイング等で営業の実践スキルを身につけて頂きます。
キャッシュフローを考えることで経営方針を決定したり、経営状態を把握することは、企業経営の基本です。経営的

20名

¥3,500

11月5日

な視点でビジネスを管理できる人材が、企業には必要になります。会社を強くするためにキャッシュフローの重要
性を解説。
キャッシュフロー決算書の読み方、現場で起こる問題やその改善策などについても学びます。
見込客獲得のマーケティングには広告宣伝、PR活動、営業電話、
リファーラル(紹介)の４つの分野があります。

20名

¥2,000

11月14日

日本ではまだ体系的に学ぶ事が少ない、マーケティング理論の一つ「リファーラル」。予算を潤沢に確保できない
小規模中小企業にとって本来導入すべきは「リファーラルマーケティング」です。その本質・導入方法を学びます。
東日本大震災を契機に、地震対策や事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成は、企業にとって重要な経営課題となっています。

20名

¥3,500

11月26日

大地震等の災害や不測の事故などの発生に伴って事業活動が中断した場合に、事業再開するための計画を実際に
作成します。
「将来不安だ」
と考えられている方はもちろん、
「対策は十分」
と思われている方にも役立つ内容です。
業績の良い会社は、原理原則の経営方針を有しています。
経営における、
ライバルとの勝負で特別大事になるもの、

20名

¥3,500

1月14日

それは「戦略」です。
「 戦略」のミスは戦術ではカバー出来ません。弱者(中小企業者)の採るべき「差別化戦略」、
弱者の生き残り戦略である
「小規模１位主義」
や
「部分１位主義」
など、成功する経営原理について学びます。
ＷＥＢ上では、様々な新しいコンテンツが登場しています。効果的なＷＥＢ活用方法が分からない、
または色々なコ

20名

¥3,500

1月30日

ンテンツを駆使してはいるが、あまり効果が上がっていないなどの問題に着目。ＷＥＢの基本に戻りホームページ
の作成または更新します。数あるＷＥＢ戦略の柱として、
ホームページを実践的な販売促進に活用しましょう。

2月
17

なっています。
チャットやメール等の文字で取ることではなかなか伝えられない・伝わらないことが、双方向の会話
では表現できます。電話の有効な使い方等や、
クレーム対応とそのクレームを戦略に活かす方法を習得します。

20名

現在の厳しい環境下では、いかに部下を巻き込み、組織（チーム）
として働けるかが、業績目標達成への重要な要素と

20名

¥3,500

2月10日

なります。目標達成はもちろんのこと、営業管理者の業務である、情報・ナレッジ・ノウハウの共有化、部下の育成・
マネジメント、業務の効率化、
人事評価等について、
基本的且つ普遍的な営業マネジメントスキルを学びます。
今、
日本では倒産は激減している反面、廃業が急増しています。大きな原因の一つが、事業を引き継ぐ後継者不足。

20名

¥3,500

2月25日

最も重要な経営課題である事業承継は、①親族内承継②親族外承継③Ｍ＆Ａ承継等があり、社長を誰にするか？
株はどうするか？後継者教育はどうするか？という問題も重要です。
このような事業承継について基本から学びます。

研修スケジュールは、
くまもと森都心プラザの
ホームページからもご覧いただけます。

くまもと森都心プラザ

研修

https://stsplaza.jp/business/training/index.html

ふくろうコンサルタント事務所
津曲 明子
中小企業診断士・社会保険労務士
オフィス・コスモス
代表 森田 裕子
元全日空 客室乗務員
オフィス・コスモス
代表 森田 裕子
元全日空 客室乗務員

（※5月17日ビジネスマナー研修と同じ内容になります。
）

情報が氾濫する中、消費者が情報を選別して選択する時代。そんな中、電話でのコンタクトは、欠かせないツールと

11月
13

社員向けに、マナーの必要性と基本の心得、その為に必要なマナーを実習形式で学びます。
また、仕事を通じて
自分を成長させる為の考え方や実際の対応例なども交え、スムーズなコミュニケーション能力を習得します。

10月
11

アップ、非正規社員の処遇改善などの問題が、中小企業者にとって大きな負荷となっていきます。一方この機会に
自社の制度や仕組みを改革することで、自社が目指す企業の在り方について、再考するきっかけにしてみましょう。

9月
9

講師（敬称略）

容

中小企業者にとって将来に向けてのターニングポイントとなる「働き方改革」。残業規制や有給休暇の取得率

7月
6

内

2 0 19

株式会社 きらり.コーポレーション
代表取締役 塚本 薫
ビジネスエニアグラム協会
理事 にいみ ひろこ
コーチ協会熊本支部副支部長
コーディアル社会保険労務士事務所
高橋 美紀
特定社会保険労務士
NASU DREAMS
代表 奈須 悦雄
中小企業診断士
組織デザイン・ラボ
代表 原口 祐佳
一般社団法人スーパーウーマンプロジェクト
代表理事 田上 寛美
オフィス・ノア 代表
ポップ・スタイル 株式会社
代表 田中 洋美
株式会社 ベストビジネス
代表取締役 岡部 穂積
中小企業診断士
公認会計士長谷川将嗣事務所
所長 長谷川 将嗣
株式会社 バランスネットワーク
代表取締役 古藤 靖憲
有限会社 薗田経営リスク研究所
薗田 恭久
中小企業診断士
ルートの森 株式会社
代表取締役 畑岡 誠也
ランチェスター経営㈱ 公認社長塾長
ワードメーカー 株式会社
代表取締役 狩生 孝之
本郷経営研究所
代表 本郷 誠
中小企業診断士
むらなか司法書士事務所
村中 順子
後継者の学校九州校 代表

くまもと森都心プラザビジネス支援センター
メールマガジン登録受付中!!

メールマガジン登録ページへアクセス
https://y.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=stsplaza&task=regist
ビジネス支援情報メールマガジンにチェックしてご登録ください。

