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名古屋商工会議所
中小企業部　会員サービスユニット

　　営業時間： 9～17時（土・日・祝祭日を除く）

WEB申込スタート！

社員研修のごあんない社員研修のごあんない
2・32・3月月
社員研修のごあんない
2・3月
社員研修のごあんない
2・3月

2019年 

すぐできる！アドラー心理学を職場の人間関係創りに活かす！

職場コミュニケーション
改善トレーニング

2/14木
10：00～16：30 28，8００ 円非会員

１4，4００ 円会　員

28，8００ 円

すぐに実践！ムダな会議をなくして効率化！

開催分

▲ ▲ ▲

3/6（水） チーム力を上げる！ファシリテーション・スキル習得セミナー

受講料日 時

働き方改革にも直結！会議の目的と進め方を見直しませんか？

チーム力を上げる！
ファシリテーション・スキル習得セミナー

3/6水
10：00～16：30 34，97０ 円非会員

１7，49０ 円会　員受講料日 時

これで安心！3時間でしっかりと学べる実務講座

「税務調査」の
基礎知識と対応策

2/13水
13：30～16：30 18，51０ 円非会員

9，260 円会　員受講料日 時

人材不足時代に求められる人事・労務管理の適正化

人事・労務の
法律知識と実務講座

全般

2/26火
10：00～16：30 28，8００ 円非会員

１4，4００ 円会　員受講料日 時

職場のリーダーとしての立場を自覚・自律する

中堅社員の
リーダーシップ養成講座

中堅

2/19火
10：00～16：30 28，8００ 円非会員

１4，4００ 円会　員受講料日 時

マンネリからの脱皮！行動・考動から攻動へ！

中堅営業社員
パワーアップ講座

2/27水
10：00～16：30 28，8００ 円非会員

１4，4００ 円会　員受講料日 時

いまさら聞けない！自己流のマナーになっていませんか？

ビジネスマナーの
“振り返り”実践講座

3/7木
10：00～16：30 28，80０ 円非会員

１4，40０ 円会　員受講料日 時

早期戦力化のために！

新人・若手社員の
“受け入れと育て方”講座

3/5火
10：00～16：30 28，8００ 円非会員

１4，4００ 円会　員受講料日 時

講座名・日程・受講料 ※昼食のご用意はしておりません
※会場へは公共交通機関をご利用の上お越しください

受講料

半額
会員企業様は

研修ご担当者様にご回覧ください。

名古屋商工会議所では、参加しやすい料金設定で階層別・職種別
の研修をタイムリーに実施しています。これらの研修を組み合わせる
ことで、独自のカリキュラムにて効果的な人材育成を行なうことがで
きます。貴社の人材教育の一環としてぜひご活用ください。

！

◆今回のおすすめ講座◆

講座番号 2 講座番号 3講座番号 1

講座番号 8

講座番号 5 講座番号 6

講座番号 9講座番号 7 リーダー

財務経理

全般全般 管理者

営業

全般

部下のやる気を高めて育てるための指導スキルを学ぶ！

部下・後輩の
“育成とモチベーションアップ”講座

2/21木
10：00～16：30 34，97０ 円非会員

１7，49０ 円会　員受講料日 時

講座番号 4 管理者 リーダー



講座
番号1

　　　　　　　　近年国税通則法が改正され、税務
調査手続が大きく変わりました。その結果、調査件数の
増加や調査の長期化など大きな影響が出ています。そ
こで、この講座では、「税務調査」について基礎知識を
わかりやすく解説し、「税務調査」で指摘される重点ポ
イントを総点検します。
これにより、経営者や経理担当者の皆様が、安心して
「税務調査」に臨むことができます。

本講座のねらい

名古屋市立大学大学院修士課程修了後、税理士事
務所、民間企業勤務を経て、平成2年水谷経営会計
事務所を設立。常に｢経営者の身近なパートナーで
ありたい｣をモットーに、1,000社超える企業を税
務・会計の面から支援してきた。丁寧で分かりやす
い解説で定評がある。法人税・所得税の申告・相談
業務を中心に行い、商工会議所や中小企業大学校
などで税務・財務のセミナー講師も勤める。税理士、
社会保険労務士、中小企業診断士

Ⅰ. 税務調査の基礎知識を学ぼう

１. 税務署の組織はどうなっているの？

２. 税務調査の対象となる会社はどうやって決まるの？

３. 税務調査の方法と流れはどうなっているの？

Ⅱ. 税務調査の受け方を学ぼう

１. 税務調査官は事前にどんなことを調べているの？

２. 税務調査の上手な受け方はあるの？

Ⅲ. 税務調査で指摘される重要ポイントを学ぼう

１. 税務調査で必ず指摘される項目とは？

２. 売上の調査ポイントはどこ？

３. 仕入・外注費の調査ポイントはどこ？

４. 指摘されやすい費用は何？

Ⅳ. まとめ

講師プロフィール

これで安心！3時間でしっかりと学べる実務講座

「税務調査」の基礎知識と対応策
受講料

会　員 （1名につき） 

9,260円（税込）
非会員  （1名につき） 

18,510円（税込）

2019 2/13（水）　13：30～16：30
水谷会計事務所　所長　水谷 吉晴 氏
経営者、経営幹部、及び経理担当者の方
名古屋商工会議所 5階 会議室D
60名

日 時
講 師
対 象
会 場
定 員

経理

2019 2/19（火）　10：00～16：30
有限会社プロフィット
代表取締役　染谷 次男 氏
主任・係長・職場リーダーなどこれから管理職を目指す方
名古屋商工会議所 3階 第1会議室
60名

講座
番号3 職場のリーダーとしての立場を自覚・自律する

　　　　　　　　　企業の核となる中堅社員は、個人
的には大きな戦力として、チーム内においては部下・
後輩に大きな影響を与える位置にあります。
本講座では、中堅社員として、また職場におけるリー
ダーとしての立場・役割の再確認と、リーダーシップ、
コミュニケーション、変化への対応力などの業務遂
行能力の強化と改善意欲の向上をねらいとします。

本講座のねらい

経営合理化団体にて、企業内教育コーディネー
ターとして人材開発プログラムを開発及び拡販に
携わる。経営教育課長として経営教育指導のシス
テムの開発・拡販を促進。又国際部課長として国際
人養成にも携わる。その後、コンサルティング会社
に入社、マネジメントプランナー、コンサルタントと
して各社を指導。常務取締役を経て独立。現在は、
企業、団体、商工会議所等で営業社員・ 営業マネー
ジャー教育を中心に活躍中。

Ⅰ. 組織の中で求められる中堅社員の期待と役割
1.  稼ぎ頭であり、働き頭であり、仕事の中核的存在
2.  上司への補佐、同僚との協力、後輩指導の実践
3.  職場リーダーとして必要な5つの能力

Ⅱ. 業務を効率的に展開する課題解決力の強化
1.  計画の実行とチェックの仕方
2.  問題点の抽出と明確化
3.  改善案の創出と諸技法の理解

Ⅲ. コミュニケーション力の強化と共感の職場づくり
1.  コミュニケーションと人間関係
2.  コミュニケーションと傾聴の技法
3.  対人関係パターン診断
4.  共感の職場づくりで職場のモラールを高める

Ⅳ. 即、戦力となる部下・後輩をどう育てるか
1.  やる気にさせる指導、育成のポイント
2.  OJTによる効率的な指導・育成のしかた

Ⅴ. 職場を活性化するリーダーシップの発揮
1.  リーダーシップを支える基盤は何か
2.  状況対応のリーダーシップの発揮法
3.  自己診断によるリーダーシップの点検と確認

Ⅵ. まとめ
～信頼されるリーダーとなるために～

中堅社員のリーダーシップ養成講座

内　容中堅

受講料

会　員 （1名につき） 

14,400円（税込）
非会員  （1名につき） 

28,800円（税込）

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

講師プロフィール

期 日
講 師

対 象
会 場
定 員

講座
番号2 すぐできる！アドラー心理学を職場の人間関係創りに活かす！

　　　　　　　　　職場にはいろいろな人がいます。
年齢、性別、立場も違えば、考え方も違う。まさに人は
十人十色です。そんな様々な人が集う社会では、苦
手だと感じる人がいたり、苦しい場面に立ち向かわな
ければならない時があります。そんな時に、人間関係
を崩さずに、円滑に仕事を進めていくためにはどうし
たらよいのでしょうか。
この講座では、アドラー心理学をベースに、適切な距
離感を保ったうえでの、職場コミュニケーションにつ
いてを学びます。各理論それぞれを、ワークを通じて
体験していただき、すぐできる！実践的な内容です。

本講座のねらい

コールセンター業界歴21年。108万人の顧客と
対話し、業界最大手企業のトレーナーを7年経験。
25業界29社の約900人のスタッフ育成に関わ
る。心理学と東洋哲学を指針に、独自のコミュニ
ケーションメソッドを創りだす。「相手の心に寄り添
えば、解決できない悩みはない」をモットーに、企業
の課題を解決。自立した人材を育成するためのプロ
グラムも提供している。専門誌『コンタクトセンター
マネジメント』にて人材育成コラム連載中。産業カ
ウンセラー。交流分析インストラクター。

Ⅰ. アドラー心理学について
１． アドラー心理学とは

Ⅱ. 職場の人間関係作りはなぜ難しいのか
１． 利害関係のある相手との関係性づくりのポイント

２． 気にかけない、背負わない、課題の分離ワーク

Ⅲ. 縦の関係を捨てて横の関係を築く
１． 勇気づけと勇気くじき

２． 勇気づけ３つの基本手法

3． 勇気づけワーク

Ⅳ. 適切な距離を作るコミュニケーション手法
１． 人間の感情の種類

２． マイナスをプラスに変換して伝える

３． リフレーミングワーク

４． さわやかに自己主張しよう

5． DESC法ケーススタディ

Ⅴ. アドラー心理学を職場で活かす際の注意点

職場コミュニケーション改善トレーニング
2019 2/14（木）　10：00～16：30
株式会社KYOSHIN 
取締役　長谷 香代子 氏
職場の人間関係づくりが難しいと感じている方
名古屋商工会議所 3階 第1会議室
60名

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

内　容全般

受講料

会　員 （1名につき） 

14,400円（税込）
非会員  （1名につき） 

28,800円（税込）

講師プロフィール

財務 内　容



講座
番号5

　　　　　　　　近年の人材不足は深刻さを増し
ています。とりわけ中小企業においては、人材採用難
に加えて、離職者の増加、社員の能力不足や健康問
題など、人事・労務管理に関する悩みは尽きません。
当講座は人事・労務に関する基礎的な法律知識や就
業規則を理解するとともに、採用・離職防止・健康管
理・人材育成・人材活用などの適正な実務について、
事例やケーススタディを交えてわかりやすく解説し
ます。

本講座のねらい

大手商社の労働組合中央書記長（専従役員）、人事
企画統括マネジャーを経て2005年に㈱アクティ
ブセル代表取締役。「経営戦略を具現化する組織開
発、人事制度設計と適正運用」をモットーに掲げ、大
手・中堅企業のコンサルティング実績多数。
また、中小企業の経営診断・経営改善指導にも積極
的に取り組み、特に人材不足時代の雇用管理・人材
活用支援には定評がある。
中小企業診断士　愛知学院大学非常勤講師

Ⅰ. 人事・労務の法律知識と就業規則
１. 労働法と就業規則の関係 ２. 労働時間の管理
３. 休日・休憩・休暇 4. 賃金・賞与・退職金
5. 懲戒処分・退職・解雇 6. 就業規則の作成と見直し
７. 事例研究　～労働法に基づく就業規則と運用適正化～

Ⅱ. 採用と離職防止の実務
１. 募集・採用・雇用・服務に関する諸手続き
２. 必要とする人材はどこにいるのか
３. 応募者を増やすための実務
４. 採用ミスマッチと早期離職を解消するための実務
５． 事例研究　～採用担当者Ａ氏の憂鬱～

Ⅲ. 労働時間管理と健康管理の実務
１. 労働時間と健康管理の今日的課題
２． 労働時間の法解釈と適正管理の実務
３． セクハラ・パワハラへの対応実務
４． セルフケアとラインケアの実務
５． 事例研究　～働き方改革と健康経営～

Ⅳ. 人材育成と人材活用の実務
１． ３つの人材育成機会（OJT、Off-JT、SD）
２． 目標管理の実務
３． 人事評価と適正配置の実務
４． 人材育成・人材活用に関する補助金・助成金と申請方法
５． 事例研究　～すれ違う上司と部下の葛藤～

＊進行によりカリキュラムは変更する場合があります

受講料

会　員 （1名につき） 

14,400円（税込）
非会員  （1名につき） 

28,800円（税込）

講師プロフィール

内　容

2019 2/26（火）　10：00～16：30
株式会社アクティブセル代表取締役
組織人事コンサルタント　宮野 壽明 氏
人事・労務担当者、経営幹部・管理者の方
名古屋商工会議所 3階 第1会議室
40名

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

人材不足時代に求められる人事・労務管理の適正化

人事・労務の法律知識と実務講座

全般

期 日
講 師

対 象
会 場
定 員

講座
番号6 マンネリからの脱皮！行動・考動から攻動へ！

　　　　　　　　　厳しい販売環境や変化する顧客
のニーズに対応するためには、営業社員一人ひとり
がこの変化を敏感に察知することが必要であり、日
頃の活動に対する自己変革が求められます。本講座
では、各自の意欲、パワーの喚起はもちろんのこと、
第一線の営業社員としての態度・技術・今の営業活動
の見直しを図り、ワンランクアップ、つまり企業の期
待に応える中堅営業社員をめざします。

本講座のねらい

産業能率短期大学（経営情報）卒業後、社員教育会
社、広告代理店などで研修インストラクターや営業
社員の育成に従事。平成元年、経営コンサルタント
として独立。‘元気印’をモットーに企業内研修・訓練
やセミナーの講師も担当している。主にマネジメン
ト力強化・職場活性化・リーダー養成・営業力強化を
中心に硬軟とり交えてのメリハリある研修は好評を
得ている。また、東洋医学にも精通し、現在は東洋
医学治療室も運営、企業人の心とからだの問題も
探求している。

Ⅰ. 環境の変化と基本対応の考え方
１．変化に敏感になる（市場・顧客・組織）
２．スピードが命である…その理由は
３．わが社及び我々営業社員としての対応は？

Ⅱ. 現状の問題点とその対応ポイント
１．人………3つの力の充実と3現主義の徹底
２．スキル…情と理のバランスをどう取るか
３．お客様…新規開拓から既存客のファン化へ

Ⅲ. 顧客心理の理解と共感力の醸成
１．顧客欲求の理解と具現化
２．変身願望を刺激する、そのやり方
3．信頼関係強化の第一歩・共感能力とは

Ⅳ. 今後の活動展開のための営業活動の再確認とポイント
１．計画と準備について（ターゲットとシナリオ）
２．商談活動について（各プロセスのポイント）
３．アフター活動について（販売後が勝負の分かれ目）
４．顧客管理について（宝の山の活かし方）

Ⅴ. まとめ
１．チエと汗と…（手間ひまかけよ）
２．ワンランクアップの営業社員をめざして

中堅営業社員パワーアップ講座
2019 2/27（水）　10：00～16：30
カスヤ・マネジメント研究室（有限会社サポート・ユー 代表取締役）
コンサルタント　春谷 昇 氏
営業社員及び営業リーダーの方
名古屋商工会議所 3階 第1会議室
40名

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

内　容営業

受講料

会　員 （1名につき） 

14,400円（税込）
非会員  （1名につき） 

28,800円（税込）

講師プロフィール

期 日
講 師

対 象
会 場
定 員

講座
番号4 部下のやる気を高めて育てるための指導スキルを学ぶ！

　　　　　　　　　職場のリーダー（管理監督者）に求
められる役割の中で最も大切な役割の一つが部下の
モチベーションを高め成長を促すこと、すなわち部下
育成指導です。リーダーの職責として、職場の業務目
標を達成するためには、メンバー1人ひとりのモチ
ベーションを高め、スキル習得を支援し、職場のチーム
力を高めることが求められます。
本講座は、部下育成の基本的な考え方や、スキルアッ
プ・モチベーションアップのための部下へのかかわり
方、コミュニケーションの取り方を学んでいただきま
す。講義・討議・ミニ演習等を交えながら習得します。

本講座のねらい

大手流通業にてSV、社内インストラクター、バイ
ヤーを歴任。現在、通信サービス、流通小売、コール
センター等のコンサルティング（マーケティング戦
略立案、VMD、店舗運営支援、接客接遇現場指導、
店舗リサーチ等）に加え、多業種においてリーダー
シップ、マネジメント等幅広く教育研修を行う。
多様なニーズに対応しながらコンサルタントとして
組織の課題解決やマーケティングの視点で相互コ
ミュニケーションを重視した指導を展開している。

Ⅰ. リーダーの役割と部下のモチベーションアップ
１．リーダーの職責の５０％は部下育成

２．モチベーションの正体は何か

３．人な何によってモチベーションを高めるのか

Ⅱ. 部下のモチベーションと能力の引出し方
１．キーワードは「挑戦・成功・賞賛」、「経験・内省・持論・実践」

２．人の欲求と行動の関係に目を向け内発的に動機付けよう

３．部下の成長度に合わせた指導力を発揮しよう

Ⅲ. モチベーションを高めるコミュニケーション
１．何を指導するか、どう指導するかを整理しよう

２．ティーチングとコーチングをうまく使い分けよう…ミニ演習

3．こんなときどうする…ミニ事例研究

Ⅳ. 指導の計画的推進
１．成長目標を部下と共有しお互いに成長する

２．短期・長期的視点での指導計画の作り方

３．計画のキーワードは「誰に・どの仕事を・いつまでに」

Ⅴ. まとめ

部下・後輩の“育成とモチベーションアップ”講座
2019 2/21（木）　10：00～16：30
株式会社プロカレント
チーフコンサルタント　古橋 由紀 氏
一般管理職及びリーダーの方
名古屋商工会議所 3階 第1会議室
40名

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

内　容

受講料

会　員 （1名につき） 

17,490円（税込）
非会員  （1名につき） 

34,970円（税込）

講師プロフィール

管理者 リーダー



社員研修のごあんない
2・3月

講座
番号7 早期戦力化のために！

　　　　　　　　人材の確保育成は企業の将来を
左右する重要な課題です。しかし、少子化等によって
新人若手社員の確保は決して楽観視できないテーマ
でもあります。そんな中、管理者や職場のリーダー
は、貴重な人材を受け入れ、早期に育成戦力化すると
共に長期的な定着化を図る責務を担っています。
本研修は、管理者や職場のリーダーが将来を担う新
人若手人材を受入れ、戦力として育成定着させてい
く上で必要な心構えや対策、ＯＪＴの進め方について
必要なスキルを交えてそのポイントを学びます。

本講座のねらい

大学卒業後、メーカーなどで営業、営業管理者に従
事。さらに、製造現場での品質管理、管理監督職も経
験した後、中小企業診断士を取得。コンサルタントと
して独立し、「下田経営研究所」を設立。製造業から、
サービス業まで幅広い業種の経営や人材育成に精
通し、机上だけではない実践的な研修やコンサル
ティングが好評である。2010年　株式会社プロカ
レント設立。現在は、企業内研修を中心に企業の経
営、人材育成の支援をする株式会社プロカレントの
代表として自らも第一線の研修講師、コンサルタント
として、活躍中。
中小企業診断士、一級販売士

Ⅰ. 新人若手が学習すべきことを把握する
１. 新人受入れは自分の基本を見直すこと

２. 新人若手が持つ期待と不安を理解する

3. 受入れ研修等座学で学んできたことを把握しておく

Ⅱ. 新人若手が最初に学ぶこと
１. ビジネスマナーとコミュニケーションの重要性

２. 会社・製品・職場・規則規範を知る

3. ＰＤＣＡの癖をつける

Ⅲ. 育成計画を作成する
１. 育成目標を設定し共有化する

２. 要素スキルと業務スキルを区分けする

3. 「誰に・どの仕事を・いつまでに」教えるかを組立てる

Ⅳ. ＯＪＴとＯｆｆＪＴで育て定着化する
１. 指導とはコミュニケーションである

2. やる気と技能を分けて指導する

３. 仕事は「正しく」「早く」「安く」を具体的に示す

４. 達成感と成長感で職場への定着を図る

Ⅴ. まとめ

新人・若手社員の“受け入れと育て方”講座

講師プロフィール

内　容

受講料

会　員 （1名につき） 

14,400円（税込）
非会員  （1名につき） 

28,800円（税込）

2019 3/5（火）　10：00～16：30
株式会社プロカレント
下田 浩貴 氏
総務・人事責任者及び担当者、新人の受入れ先リーダー、経営者の方
名古屋商工会議所 3階 第1会議室
60名

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

全般

講座
番号9 いまさら聞けない！自己流のマナーになっていませんか？

　　　　　　　　　「おやっ」この人はこんな所まで、
と感じさせるにはどうしたらよいのでしょう？どんな企
業環境の中でも「挨拶」、「身だしなみ」、「言葉遣い」、
「電話応対」などのビジネスマナーの大切さは変わり
ません。企業の顧客満足に対する考え方、社員一人
ひとりのマナーの良し悪しがその企業のイメージに
も影響を及ぼしてしまいます。
本講座では、日頃、何気なく過ごしてきたビジネスマ
ナーを初心に帰ってもう一度見直すことで改めて正
しいマナーを再確認していただき、「知っている」⇒
「できる」を目指します。

本講座のねらい

金城学院短期大学卒業後、大手自動車販売会社に
入社、総務部に勤務。
その後、中堅企業の社長秘書として6年の実務実
績を持つ。
専門学校のビジネス実務の講師などを経て、現在は
『よいマナーは人格と共に育つ』をモットーに、民間企
業、主に製造業・サービス業を中心にビジネスマナー
研修、新人・中堅社員研修、接遇・接客実践研修、リー
ダー養成研修、秘書養成教育などで活躍している。

Ⅰ． なぜ　いまビジネスマナーなのか、その重要性？

Ⅱ． 意外と忘れられているビジネスマナーの基本
１.　第一印象で好感度を高める
・挨拶　　・お辞儀　　・表情、態度
・身だしなみ　　・立ち姿　　　～実習を通しての基本の再確認～

２. 好感のもてる言葉づかいとは
・ ビジネス用語の基本は、尊敬語・謙譲語・丁寧語
・ 相手を不安にさせる・怒らせる応対言葉とは
・ 相手との信頼関係をつくる気が利く言葉とは　

３．電話応対の基本を整えよう
・あなたの第一声は会社の玄関　　～声、話し方のチェック～
・ハッキリ話すコツをつかむ　　　～発声練習～
・電話応対マナーのチェックポイント

４．来客応対の基本ステップの確認と留意点
・受付からお見送りまでの留意点
・名刺の取り扱い　　etc

Ⅲ． まとめ
ーおもてなしの心でお客様からの信頼を勝ち取ろうー

ビジネスマナーの“振り返り”実践講座
2019 3/7（木）　10：00～16：30
株式会社セールス・プロモーション・ビューロー　
社員教育トレーナー 大饗 昭子 氏
マナーをもう一度見直したい方、
後輩に教える・お手本になる立場の方
名古屋商工会議所 5階 会議室D
60名

受講料

会　員 （1名につき） 

14,400円（税込）
非会員  （1名につき） 

28,800円（税込）

内　容全般

日 時
講 師

対 象

会 場
定 員

講師プロフィール

講座
番号8 働き方改革にも直結！会議の目的と進め方を見直しませんか？

　　　　　　　　働き方改革に取り組む中で、「無
駄な会議が多い」「会議が延々と続く」「決定しない
会議」「意見が出ない会議」等々、会議のあり方、進め
方に対する課題を多く耳にします。
そもそもの会議の目的と目的に沿った進め方のポイ
ントを確認し、会議を促進・交通整理する【ファシリ
テーション技術】を学習、実習を通して効果的な会議
の進め方を実体験し、すぐに実践出来るスキルを身
に付けて頂きます。

本講座のねらい

EAPコンサルタント、産業カウンセラー、（株）Beス
タッフィング所属。能力開発、リーダーシップ、コミュ
ニケーション、メンタルヘルス、ハラスメント、階層
別等、1000回以上の企業研修実績あり。今、まさ
に現場で起きている具体的事例と臨場感あふれる
セミナーを展開。企業コンサルタント及び、社員へ
のカウンセリングを通し、働く人々の生の声を聴き、
前向きな思考や自発的な行動への変革をサポー
ト。職場活性化、定着率向上、職場のモチベーション
アップ、業績アップ等に貢献。

Ⅰ. 会議での課題抽出
１. 自社の会議の問題点

　　会議での課題抽出と望ましい姿考察

2. 会議体の見直し

　　目的別進め方のポイント

Ⅱ. ファシリテーションとは
１. ファシリテーションの定義

２. グランドルールとアイスブレイク

Ⅲ. 会議の段階と必要なスキル・ポイント
１. 場を作るスキル

２. 発散と収束

　　意見抽出・構造化のスキル

3. 合意形成とPDCA

Ⅳ. 会議実践
１. 生み出すための会議（アイデア出し）

２. 短時間で課題解決に導く会議

チーム力を上げる！ファシリテーション・スキル習得セミナー

講師プロフィール

内　容

受講料

会　員 （1名につき） 

17,490円（税込）
非会員  （1名につき） 

34,970円（税込）

2019 3/6（水）　10：00～16：30
株式会社Ｂｅスタッフィング
平野 睦 氏
経営者、管理者、リーダーの方 
名古屋商工会議所 5階 会議室D
60名

日 時
講 師

対 象
会 場
定 員

管理者 リーダー
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