
2020年度
総合セミナーガイド
肥銀ビジネス教育株式会社

https://www.higinbk.co.jp/

肥銀ビジネス教育 セミナー

S E M I N A R  G U I D E  2 0 2 0



□ 仕事の基本
□ CS／接遇／クレーム対応
□ OA/ITスキル
□ マネジメント
□ 部下育成
□ ビジネススキル
□ ビジネスマインド
□ コミュニケーション
□ チームビルディング
□ 人事／総務／財務／法務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22
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2020年度　

総合セミナーガイド
　平素は、肥後銀行グループ各社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

　さて、弊社は、肥後銀行グループの一員として、地域社会の持続的発展を

支える人材を育成することを使命として、教育サービスのご提供を行っております。

　私たちは、AIやIoTに代表される情報技術革新が、社会や産業構造、労働の

在り方を抜本的に変えていく時代にあっても、最も大切な経営資源である

社員一人ひとりが持つ能力・スキルを高めて生産性の向上を図ることが、郷土

熊本の地域社会や経済の発展には必要不可欠だと考えております。

　弊社では、社会人としての基礎となるビジネス・マナー等の礼儀礼節教育や

デジタル時代に必須となるＩＴ教育をはじめ、業績の向上、業務の効率化など

につながる教育プログラムを多数取り揃えております。

　これからも、私達は、お客さまと共に歩み、共に成長すべく、多様で実践的な

ビジネス教育を通して地域のお客様のお役に立てるよう役職員一丸となって

励んでまいります。

　みなさまのご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

代表取締役社長　竹下 元久
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新入社員フォロ－＆
ステップアップセミナー 3
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仕事の基本
新入社員フォロ－＆ステップアップセミナー

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

入社してから現在までの振返りを
行います。「仕事を進めるうえで大
切なことは何か」、「自らコミュニ
ケーションを取っていくことがいか
に必要であるか」ということを、ワー
クを通じて主体性を持って学び、ス
テップアップを図ります。

事例研究・ゲーム等を通して自発的
に気づいてもらう「参加型セミナー」
です。同世代の異業種の方々とたく
さん交流や意見交換ができます。

１．入社して今日までを振り返って・・・（講義・ワーク）
　（１）成果と失敗　（２）グループ討議による情報交換
２．職場内コミュニケーション・・・（ゲーム・ワーク）
　（１）コミュニケーション事例研究
　（２）みんなのコミュニケーションゲーム
　（３）グループ演習、ゲームの振返り
３．ビジネスマナーの振り返り・・・（ワーク・ロールプレイング）
　（１）言葉遣い　（２）電話応対　（３）来客応対
４．まとめ・・・（ワーク）
　（１）期待に応える人材とは？

一　般９月 ９日（水）

９月 ２４日（木）

9：30～17：00 

9：30～17：00 

概　要 詳　細 セミナー内容

地方経済総合研究所会員

対 象 者 新入社員
講師／髙田 亜樹（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

仕事の基本
新入社員スタートアップセミナー 対 象 者 新入社員
講師／髙田 亜樹（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

１日

１日

開催日程 受講料

開催日程 受講料

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

近年、業種・業態を問わず重要な経営課題の一つであ
る『人材育成』。新入社員・職員の方々を迎えられるこ
の時期に、早期戦力を図るお手伝いをします。

1．社会人としての心構え
　（１）企業人として・・・（ワーク）
　　  －学生と企業人・組織人(社会人)の違い
２．職場内コミュニケーション
　（１）職場のマナー・・・（ロールプレイング）
　　  ー出社から退社まで、休暇の取り方等
３．ビジネスマナー
　（１）接遇とは
　（２）応対の基本要素・・・（ワーク・ロールプレイング）
　　  －挨拶、表情、態度・動作、身だしなみ、言葉遣い
４．来客応対
　（１）来客応対の重要性
　（２）来客応対のポイント・・・（グループワーク）
　　  －お出迎え・受付、名刺交換・・・（ロールプレイング）
　　  －ご案内、席次、お茶出し、お見送り

　（３）訪問時のマナー
５．言葉遣い
　（１）社会人として身につけるべき敬語表現
　（２）仕事を進めるうえでの応対用語・・・（ワーク）
　（３）ビジネス文書のポイント・・・（ワーク）
６．仕事の基本
　（１）仕事の取り組み方
　（２）指示・命令の受け方・・・（ロールプレイング）
　（３）報連相のポイント
7．電話応対
　（１）ビジネス電話の重要性
　（２）ビジネス電話の目的
　（３）電話応対基本の４ポイント
　（４）電話応対練習・・・（ロールプレイング）
　（５）伝言メモ　（６）携帯電話とビジネスメールの基本

一　般

概　要

「社会人としての心構え」「職場内コミュニケーション」「接
遇マナー」をテーマとして、グループワークやロールプレ
イング等を中心とした参加型研修を行います。仕事の基
本的な考え方を理解し、効果的な進め方を考え、積極的
な取り組み姿勢へと導きます。高いお客様意識により、
多様化するニーズを的確に把握し、お客様から支持され
る真心のこもった接遇の基本について研修指導します。

詳　細

セミナー内容

地方経済総合研究所会員

4月1日（水）
4月2日（木）
4月3日（金）

4月6日（月）
4月7日（火）
4月8日（水）

9：30～17：00 
9：30～17：00 
9：30～17：00 

9：30～17：00 
9：30～17：00 
9：30～17：00 
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年間スケジュール
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すぐに役立つ！
仕事の進め方セミナー

「報・連・相」でビジネスパワー
アップセミナー
ゼロから学べる

ビジネス文書作成セミナー
Wordでつくる

ビジネス文書セミナー

新入社員スタートアップセミナー
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13日㊌

14日㊍

15日㊎・19日㊋

20日㊌

21日㊍

28日㊍

管理職のためのマネジメントセミナー(初級編）

部下のやる気を引き出すコーチングセミナー（基礎編）

新入社員電話応対実践トレーニングセミナー

業務に役立つExcelセミナー（はじめてのExcel）

ビジネスマナーセミナー（ゼロから学ぶ基本編）

「報・連・相」でビジネスパワーアップセミナー

2日㊌

3日㊍

4日㊎

9日㊌

10日㊍

企業イメージを高める電話応対スキルアップセミナー

人間関係を円滑にする感情コントロール力向上セミナー

部下との面談の仕方と実践セミナー

業務に役立つExcelセミナー（定番の関数）

意外と知らない冠婚葬祭マナーセミナー

2日㊋

3日㊌

4日㊍

5日㊎

10日㊌

11日㊍

12日㊎

16日㊋

17日㊌

18日㊍

19日㊎

22日㊊

25日㊍

26日㊎

業務に役立つExcelセミナー（定番の関数）

効果的なOJTと指示の出し方セミナー

クレーム対応セミナー（初期対応編）

人間関係を円滑にする感情コントロール力向上セミナー

伝えたいことを確実に伝えるスキルアップセミナー

企業イメージを高める電話応対スキルアップセミナー

業務に役立つOutlookセミナー

好感を持たれる来客応対スキルアップセミナー

やる気を引き出すモチベ－ションアップセミナー

部下との面談の仕方と実践セミナー

部下のやる気を引き出すコーチングセミナー（実践編）

避けて通れないハラスメント対応力向上セミナー

業務を円滑に進めるためのコミュニケーションセミナー

Excelを活用したビジネス統計セミナー（初級）

2日㊍・14日㊋

8日㊌

9日㊍

13日㊊

15日㊌

16日㊍

17日㊎

17日㊎

27日㊊

28日㊋

28日㊋

新入社員モチベ－ションアップセミナー

実務者のためのクレーム対応実践セミナー

部下育成のためのコミュニケーションスキルアップセミナー

ロジカルシンキング(論理的思考)セミナー

組織力向上セミナー（ストレングスファインダー®編）

組織を動かすリ－ダ－シップ力向上セミナー

ゼロから学べるビジネス文書作成セミナー

Wordでつくるビジネス文書セミナー

成果を上げるためのマーケティング基礎セミナー

プレゼンテーションスキルアップセミナー（PowerPoint資料作成編）

説得力のあるプレゼンテーションスキルアップセミナー

4日㊌

5日㊍

6日㊎

11日㊌

12日㊍

13日㊎

17日㊋

19日㊍

20日㊎

25日㊌

26日㊍

好感を持たれる来客応対スキルアップセミナー

働き方改革と法務対応セミナー

組織力向上セミナー（ストレングスファインダー®編）

伝えたいことを確実に伝えるスキルアップセミナー

管理職のためのマネジメントセミナー(初級編）

「報・連・相」でビジネスパワーアップセミナー

業務に役立つExcelセミナー（はじめてのExcel）

業務を円滑に進めるためのコミュニケーションセミナー

業績向上のカギとなる企画力強化セミナー

やる気を引き出すモチベ－ションアップセミナー

部下のやる気を引き出すコーチングセミナー（実践編）

20日㊍

21日㊎

27日㊍

営業力強化セミナー(上級編）

すぐに役立つ！仕事の進め方セミナー

チ－ムビルディングセミナー（チームワーク力向上編）

P9

P12

P7

P6

P16

4日㊋

5日㊌

6日㊍

7日㊎

19日㊌

業務に役立つExcelセミナー（データ集計）

ストレスマネジメントセミナー（セルフケア編）

営業マンのための必携ビジネスマナーセミナー

ビジネスマナーセミナー（ゼロから学ぶ基本編）

営業力強化セミナー(初級編）

2020 年 8 月

2021 年 1 月

2020 年 12 月

2日㊌

3日㊍～4日㊎

9日㊌・24日㊍

16日㊌

17日㊍

18日㊎

28日㊊

意外と知らない冠婚葬祭マナーセミナー

ビジネスに活かせる実践的データ分析手法を学ぶ(全２回)

新入社員フォロ－＆ステップアップセミナー

知っておきたい！働く女性を輝かせるための女性活躍推進セミナー

業績向上のカギとなる企画力強化セミナー

管理職のためのマネジメントセミナー

事業承継のための法務セミナー

14日㊍

14日㊍

15日㊎

18日㊊

21日㊍～22日㊎

26日㊋

26日㊋

27日㊌

28日㊍

ゼロから学べるビジネス文書作成セミナー

Wordでつくるビジネス文書セミナー

ロジカルシンキング(論理的思考)セミナー

すぐに役立つ！仕事の進め方セミナー

ビジネスに活かせる実践的データ分析手法を学ぶ(全２回)

プレゼンテーションスキルアップセミナー（PowerPoint資料作成編）

説得力のあるプレゼンテーションスキルアップセミナー

知っておきたい！働く女性を輝かせるための女性活躍推進セミナー

業務自動化のためのRPAセミナー

P7

P16

P6

P15

P21

P9

P16

P12

P10

P13

P19

P14

P11

P12

2021 年 2 月
3日㊌

4日㊍

5日㊎

8日㊊

9日㊋

12日㊎

17日㊌

18日㊍

19日㊎

25日㊍

営業マンのための必携ビジネスマナーセミナー

営業力強化セミナー(初級編）

ビジネスマナーセミナー（ゼロから学ぶ基本編）

成果を上げるためのマーケティング基礎セミナー

チ－ムビルディングセミナー（チームワーク力向上編）

業務に役立つExcelセミナー（データ集計）

営業力強化セミナー(上級編）

組織を動かすリ－ダ－シップ力向上セミナー

業務に役立つOutlookセミナー

部下育成のためのコミュニケーションスキルアップセミナー

2021 年 3 月
3日㊌

5日㊎

11日㊍

12日㊎

避けて通れないハラスメント対応力向上セミナー

効果的なOJTと指示の出し方セミナー

管理職のためのマネジメントセミナー

ストレスマネジメントセミナー（ラインケア編）

7日㊌

8日㊍

16日㊎

19日㊊

22日㊍

クレーム対応セミナー（初期対応編）

部下のやる気を引き出すコーチングセミナー（基礎編）

実務者のためのクレーム対応実践セミナー

Excelを活用したビジネス統計セミナー（初級）

ビジネスマナーセミナー（ゼロから学ぶ基本編）

2020 年 7 月

2020 年 6 月

2020 年 5 月

2020 年 4 月

2020 年 11 月

2020 年 10 月

2020 年 9 月

2 3
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１．ビジネス電話の重要性
　（１）情報の伝達手段
２．ロールプレイングⅠ
　（１）企業イメージへの影響
　　 ・・・（ロールプレイング）
　　  －感じの良い第一印象は第一声から
　（２）本日の目標
３．電話応対基本のポイント
　（１）受け方・かけ方のポイント・・・（ワーク）
　（２）覚えておきたい４つのポイント
　（３）言葉遣いのポイント

４．ロールプレイングⅡ
　（１）名指し人に取り次げない場合
　（２）伝言メモの記入ポイント
５．ロールプレイングⅢ
　（１）こんな時どうする？
　　 －状況に合わせた応対のポイント
６．ロールプレイングⅣ
　（１）本日の目標に対する達成度は？

開催日程 受講料

対 象 者 全員

詳　細 セミナー内容

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

仕事を円滑に進めるた
めに欠かすことのでき
ないコミュニケーション
能力を高めるためにも、
報連相の重要性の確認
と報連相スキルの習得
を目指します。

①報告・連絡・相談におけるポイント
　と注意点を確認します
②職場内コミュニケーションの重要
　性を確認し仕事の進め方の基本を
　押さえます
③実際の場面における指示の受け方
　や報告の仕方について演習を通じ
　て確認します

１．職場内コミュニケーションとは
　（１）目標を達成するためのビジネススキル
　（２）応対の基本要素の重要性
２．報告・連絡・相談とは
　（１）報告・連絡・相談のポイント・・・（ワーク）
　（２）報告・連絡・相談の阻害要因
　（３）指示の受け方、報告の仕方・・・（ロールプレイング）
３．コミュニケーション能力を高めるために
　（１）効果的なコミュニケーションのポイント

一　般5月28日（木）
　　　　　　11月13日（金）

13：30～16：30

13：30～16：30 地方経済総合研究所会員

仕事の基本
「報・連・相」でビジネスパワーアップセミナー

講師／鶴田 陽子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

開催日程 受講料

開催日程 受講料

半日

対 象 者 全員

詳　細 セミナー内容

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

挨拶文書、議事録、マニュア
ル作成…もっと効率的に見
やすい文書を作成したいと
思いませんか？文書作成の
基本から、意外と知られて
い な い 便 利 機 能 ま で 、
Wordの基本+αの操作方
法習得を目指します。

実際に講師と一緒にPC操作をし
ながら、Wordがもつ業務効率
化に役立つ機能をご理解いただ
きます。
同日開催の「ゼロから学べるビジ
ネス文書作成セミナー」と一緒に
受講いただくと効果的です！

１．文字入力を助ける便利機能
２．相手が読みやすいレイアウト構成
　（１）配置を整える～インデント、行間、箇条書き～
　（２）途中のページだけ印刷方向を変更する（区切り機能）
　（３）図や表の挿入
３．間違いのない文書か確認機能
４．定型書面の差し込み
　（１）決まった書面を違う相手に送る
　（２）はがきに宛名を印刷する

一　般
地方経済総合研究所会員

仕事の基本
Wordでつくるビジネス文書セミナー
講師／明野 ひかり（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部）

対 象 者 全員

詳　細 セミナー内容

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

相手にわかりやすい文書作
成の方法について学びま
す。意外とわかっていない
基本のポイントを確認しま
す。伝えたいことが伝わる
好感を持たれる文書作成
を目指します。

日常業務の中で、お礼状や依頼状な
ど書類を送付する場面は数多くあり
ますが、実はルールがあります。ビ
ジネス文書の基本やポイントを確実
に押さえた上で、一目で見てわかる
文書作成のノウハウを習得します。

１．ビジネス文書とは
２．ビジネス文書作成時のポイント
　（１）ビジネス文書における言葉遣い
　（２）わかりやすい内容の伝え方
３．社内文書の作成ポイント・・・（ワーク）
　（１）社内連絡や報告書など
4．社外文書の作成・・・（ワーク）
　（１）封筒、はがき等のあて名の書き方
5．メール作成のポイントと注意事項

一　般7月１７日（金)
１月1４日（木)

9：30～1２：３0

9：30～1２：３0

７月17日（金)
１月１４日（木)

13：30～16：30

13：30～16：30

地方経済総合研究所会員

仕事の基本
ゼロから学べるビジネス文書作成セミナー
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社 ビジネスマナー室）

概　要概　要

開催日程 受講料

１日１日対 象 者 全員

詳　細 セミナー内容

20,000円（税別）
　15,000円（税別）

仕事を円滑に進めていくた
めに必要なコミュニケー
ションや時間管理のポイン
トをお伝えします。

①仕事を円滑に進めていくためのコ
　ミュニケーションスキルをワーク
　を通して身に着けていきます
②効率よく仕事を行うための時間　
　管理のポイントを押さえます
③自身が抱えている問題点や課題
　を洗い出し、今後の目標を決めモ
　チベーションアップを目指します

１．ＰＤＣＡサイクルについて・・・（グループ演習）
　（１）チームワークと視野の拡大　（２）仕事の進め方の確認
２．職場内コミュニケーション・・・（ロールプレイング）
　（１）指示の出し方、受け方におけるポイントの確認
　（２）報・連・相について
３．タイムマネジメント
　（１）現状の整理と時間管理の考え方
　（２）仕事の効率化（優先順位の付け方）
４．現状の課題と今後の取組目標について
　（１）現状の課題の整理と今後の目標の設定

一　般
地方経済総合研究所会員

仕事の基本
すぐに役立つ！仕事の進め方セミナー
講師／鶴田 陽子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

10：00～16：30

10：00～16：30

概　要概　要

概　要

概　要

開催日程 受講料

１日対 象 者 新入社員

詳　細

セミナー内容

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

新入社員・職員の方々が、毎年一番不安に思ってい
る『電話応対』。基本ポイントを丁寧に押さえたうえ
で、ロールプレイング方式の徹底指導により即戦力
へと導きます。

ビジネス電話の基本ポイントや話法を、徹底指導
することで電話応対における不安を解消します。
日常業務にできる限り近い状況を想定し、ロール
プレイングを繰り返すことで確実に自信をつける
ことができます。

一　般5月15日（金）
5月19日（火）

9：30～17：00

9：30～17：00 地方経済総合研究所会員

ＣＳ/接遇/クレーム対応
新入社員電話応対実践トレーニングセミナー
講師／髙田 亜樹（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

概　要
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ＣＳ/接遇/クレーム対応
企業イメージを高める電話応対スキルアップセミナー

１５,000円（税別）
　1０,000円（税別）

お客様に良い印象を与
え、企業イメージを高め
る電話応対を目指しま
す。日常業務に近い内容
を中心にロールプレイン
グを通じて、今まで気付
かなかった「慣れ」や「癖」
を発見し、スキルアップに
繋げます。

①ロールプレイングを行い、基本
　の再確認と、ワンランク上の電
　話応対にするためのポイントを
　お伝えします
②個別アドバイスを基に、再度ロー
　ルプレイングに挑戦していただ
　くことで、感じよい電話応対を習
　得することが出来ます

１．オリエンテーション
　（１）日常の疑問や不安の共有
２．基本編・・・（ロールプレイング）
　（１）基本応対の振返り
　（２）押さえておきたいポイントの確認（傾聴と言葉遣い）
３．応用編・・・（ロールプレイング）
　（１）日常応対の振返り
　（２）クレーム電話について

一　般6月１１日（木）
12月 ２日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／鶴田 陽子（肥銀ビジネス教育株式会社 ビジネスマナー室）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

開催日程 受講料

ＣＳ/接遇/クレーム対応
営業マンのための必携ビジネスマナーセミナー

１５,000円（税別）
　1０,000円（税別）

誰からも好感を持たれ信
頼される営業マンになる
ために大切なビジネスマ
ナーを身につけます。

お客様と接する上でビジネスマ
ナーは必要不可欠です。成果を出
せる営業マンになるためにも、まず
は選ばれ信頼される人を目指しま
しょう。そのための基本のビジネス
マナーをワークを通して学び、スキ
ルアップを図ります。

1．ビジネスマナーの必要性
　（１）営業マンにおける第一印象の重要性
　（２）あなたの第一印象は？
　　  挨拶、表情、態度・動作、身だしなみ、言葉遣い
２．訪問のマナー
　（１）訪問の際の注意事項
３．ワンランク上の営業マンを目指して
　（１）日常応対の振返り
　（２）名刺交換
　（３）公共の場でのマナー

一　般8月 6日（木）
2月 3日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

半日

ＣＳ/接遇/クレーム対応
意外と知らない冠婚葬祭マナーセミナー

１５,000円（税別）
　1０,000円（税別）

冠婚葬祭のマナーが我流
になっていたり、なんとな
くで行っていたりで不安
な方も多いかもしれませ
ん。この機会に正しい知
識を身に着け、ビジネス
パ ーソンとしてスキ ル
アップを図りましょう。

①一般的な慶弔のマナーについて
　ポイントを押さえます
②会食のマナーについて宴席での
　立居振舞いなどを確認します

１．慶事のマナー
　（１）のし袋の書き方
　（２）返信葉書のポイント
　（３）披露宴での身だしなみについて
２．弔事のマナー
　（１）不祝儀袋の表書きのポイント
　（２）宗教による違い
　（３）葬儀での身だしなみについて
３．会食のマナー
　（１）宴席での立居振舞いについて

一　般9月 2日（水）
12月10日（木）

13：30～16：30

13：30～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

半日

ＣＳ/接遇/クレーム対応
クレーム対応セミナー（初期対応編）

１５,000円（税別）
　1０,000円（税別）

クレームは最初の対応によって会
社全体の印象が決まり、企業イ
メージに大きく影響します。クレー
ム対応に対して苦手意識を持って
いる方は多いようですが、対応次
第では二次クレームに拡大してし
まう恐れがあります。お客様の心情
をくみ取ることの重要性とクレー
ム対応の基本について、必要なポ
イントを交えながら習得します。

“お客様はどのような
対応を求めているの
か”を考え、お客様の
立場にたったクレーム
応対を考えていきま
す。クレームの基本ポ
イントを確認し、ロー
ルプレイングを交え
ながら、自身の応対を
振返ります。

１．クレームとは　（１）環境変化とクレーム時代
　（２）クレームから顧客満足へ　（３）クレームと苦情の違い
２．ケーススタディ　（１）ロールプレイングⅠ
　（２）自分のクレーム応対を振返って　（３）お客様の立場で考えたこと
　（４）気づきの活かし方
３．クレーム応対における心構え
　（１）お客様はどのような対応をしてほしいか・・・（ワーク）
　（２）クレーム対応の原則　（３）お客様の満足・不満足
４．クレームを受けたときの対応ポイント
　（１）対応手順の確認　（２）タブー表現の確認　（３）苦情処理「三変主義」
５．ケーススタディ
　（１）ロールプレイングⅡ　（２）自社の事例でもう一度　（３）事例研究

一　般6月 4日（木）
10月 7日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

一般的なビジネスマ
ナーについて基本の
ポイントをゼロから
学びます。仕事を円
滑に進めていくため
のマナーについて知
識を身につけ明日か
らの自信に繋げます。

第一印象を決める基本の要
素（挨拶、表情、態度・動作、身
だしなみ、言葉遣い）をシーン
別に適切に使うことで相手に
良い印象を与えるためのポ
イントを習得します。

１．ビジネスにおける第一印象の重要性
　（１）第一印象を決める基本要素
　　　－挨拶、表情、態度・動作、身だしなみ、言葉遣い
２．挨拶と表情
　（１）お辞儀のポイント　（２）感じの良い表情の確認
３．態度・動作、身だしなみ
　（１）物の授受や感じの良い態度　（２）おしゃれと身だしなみの違い
４．言葉遣い
　（１）ビジネスにおける感じの良い敬語表現
５．好感の持たれる話し方、聞き方のポイント

一　般
地方経済総合研究所会員

ＣＳ/接遇/クレーム対応
ビジネスマナーセミナー（ゼロから学ぶ基本編）
講師／福島 絵里奈（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

詳　細 セミナー内容概　要

5月21日（木）
８月 ７日（金）

１０月２2日（木）
２月 ５日（金）

13：30～16：30

13：30～16：30

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

お出迎えからお見送
りまで基本の流れを
確認し、場面ごとに好
感の持たれる応対を
目指します。

①ご案内や名刺交換、お茶の
　出し方など様々な場面の
　応対を確認します
②日常の受講者自身の応対
　を振返り、ロールプレイン
　グを通してスキルアップを
　目指します

１．ビジネスマナーとは
　（１）ビジネスマナーの重要性　（２）応対の基本要素
２．お出迎え
　（１）第一印象の重要性　（２）お出迎えのポイント　（３）名刺交換
３．ご案内
　（１）ご案内のポイント　（２）席次　（３）お茶の出し方
４．お見送り
　（１）お見送りのポイント

一　般
地方経済総合研究所会員

ＣＳ/接遇/クレーム対応
好感を持たれる来客応対スキルアップセミナー
講師／福島 絵里奈（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

詳　細 セミナー内容概　要
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OA/ITスキル
業務に役立つExcelセミナー（定番の関数）

20,000円（税別）
　15,000円（税別）

Excelが使えますと言うための第
一歩。ビジネスシーンにおける「定
番の関数」を習得しましょう！

実際に講師と一緒に
PC操作をしながら、
基本的な操作につい
て学びます。各単元
で小さな演習を繰返
すことで、操作が「で
きる」ようになります。

１．関数の基本～これを知っておくと上手くいく～
２．集計の基本～合計・平均～
３．条件付きの集計～支社ごとの売上金額を確認したい～
４．データの数を数える～男女別の人数を数えたい～
５．条件に基づいた表示～もし○○なら～
６．表の検索とデータ転記～一覧表からのキーワード検索～
７．端数処理（四捨五入）

一　般6月 2日（火）
12月 9日（水）

10：00～16：30

10：00～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／明野 ひかり（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

１日

OA/ITスキル
業務に役立つExcelセミナー（データ集計）

20,000円（税別）

15,000円（税別）

社内にあるデータから、欲しい情
報を「すぐに」「様々な切り口で」取
り出すことができるようになり、意
思決定の基礎データとして活用で
きます！

実際に講師と一緒に
PC操作をしながら、
基本的な操作につい
て学びます。

１．データベースとは
２．データの並べ替え
３．欲しいデータを抽出する(フィルター機能を使いこなす)
４．ピボット機能を使ったデータ集計
　（１）ピボットテーブルとは
　（２）ピボットテーブルの作成
　（３）よくある失敗例
　（４）ピボットグラフの作成

一　般10：00～16：30

10：00～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／明野 ひかり（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

１日

OA/ITスキル
Excelを活用したビジネス統計セミナー（初級）

20,000円（税別）

15,000円（税別）

経営の意思決定に必要な「データ
分析」の概要を理解し、普段お使
いのExcelでできるデータ分析の
手法について実践を交えて習得
します。

業務で活用できる分析
手法を理解し、Excel操
作で具体的な方法を習
得します。

１．データ分析の概要についての理解
　（１）データ分析とは？
　（２）ビジネスデータ分析の必要性
　（３）データ分析の手順
２．データ分析のポイント～分析手法～
　（１）データ把握
　（２）課題発見
　（３）仮説検証

一　般6月26日（金）
10月19日（月）

10：00～16：30

10：00～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／安藤 浩司（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部副部長）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

１日

8

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

クレ－ム時の顧客の
心理を理解し、様々な
顧客のタイプに合わ
せた対応のスキルを
事例ごとにロールプ
レイングを通して身
につけます。

①クレ－ム発生の要因やお客
　様の心理などについてポ
　イントを押さえます
②適切な対応のポイントの他
　臨機応変な対応について
　学びます

１．クレームとは
　（１）クレーム発生の要因
　（２）クレーム時のお客様の心理
２．ケーススタディ・・・（ロールプレイング）
　（１）自分の対応を振り返って
３．クレーム対応の心構えとポイント
　（１）対応手順の確認
　（２）傾聴のポイント
　（３）ハードクレーム対応

一　般
地方経済総合研究所会員

ＣＳ/接遇/クレーム対応
実務者のためのクレーム対応実践セミナー
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

詳　細 セミナー内容概　要

7月 8日（水）
10月16日（金）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

はじめての方も安心！
初心者向けに特化し
た、一から学ぶセミ
ナーです。Excelの基
本を覚えて、仕事に活
用できるようになり
ましょう。

実際に講師と一緒にPC操作
をしながら、基本的な操作に
ついて学びます。各単元で小
さな演習を繰返すことで、操
作が「できる」ようになります。

１．Excelの基本操作
２．表の作成（装飾・編集）
３．四則演算と簡単な関数
４．簡単なグラフの作成
５．大きな表を扱いやすくする工夫
６．欲しいデータを抽出する
７．思い通りの印刷設定

一　般
地方経済総合研究所会員

OA/ITスキル
業務に役立つExcelセミナー（はじめてのExcel）
講師／明野 ひかり（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部）

詳　細 セミナー内容概　要

5月20日（水）
11月17日（火）

13：30～16：30

13：30～16：30

Ｃ
Ｓ
／
O
A
／
I
T
ス
キ
ル

OA/ I Tスキル O A  /  I T  s k i l l s

業務に役立つExcelセミナー
（はじめてのExcel）

業務に役立つExcelセミナー
（定番の関数）

業務に役立つExcelセミナー
（データ集計）

Excelを活用した
ビジネス統計セミナー（初級）

ビジネスに活かせる実践的
データ分析手法を学ぶ(全２回)

業務に役立つOutｌookセミナー

業務自動化のためのRPAセミナー

ページ
2020年

4月

20日㊌

2020年

5月

2日㊋

26日㊎

12日㊎

2020年

6月
2020年

7月

4日㊋

2020年

8月

3日㊍

～

4日㊎

2020年

9月

19日㊊

2020年

10月

17日㊋

2020年

11月

9日㊌

2020年

12月

28日㊍

21日㊍
～

22日㊎

2021年

1月

19日㊎

12日㊎

2021年

2月
2021年

3月

8

9

9

9

10

10

10

半日

半日

2021年

8月 4日（火）
2月12日（金）
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OA/ITスキル
業務に役立つOutｌookセミナー

15,000円（税別）
　10,000円（税別）

実務で必要とされるパソコンスキ
ル（Outlook基礎）を習得します

①基本的なOutlookの使い方
②効率的な電子メールの整理
③予定表の管理と活用
④タスクを活用
⑤その他よく使う機能紹介

＜全編 講義・ワーク＞
１．Outlookの概要
２．電子メールの送受信
３．予定表の活用
４．タスクの活用
５．会議依頼　等

一　般13：30～16：30

13：30～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／都 浩子（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部部長代理）

概　要 詳　細 セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

半日

OA/ITスキル
業務自動化のためのRPAセミナー

20,000円（税別）
　15,000円（税別）

ＲＰＡソフトウェアを導入をしたが使っていない、ま
たは初めて担当になった方向けに、定型業務を自
動化するＲＰＡの基礎知識を学べるセミナーです。

１．ＲＰＡの基本知識<講義> 
　（１）ＲＰＡについて
　（２）従来のシステム化との違い
　（３）ＲＰＡでできること、できないこと
２．ＲＰＡソフトウェアの基本知識<講義> 
　（１）ＲＰＡソフトウェアの特徴
　（２）ＲＰＡソフトウェアの画面構成<講義、ワーク> 
３．ＲＰＡソフトウェアを使ってみる
　（１）プロジェクトを作成する
　（２）操作をレコーティングする

４．ＲＰＡソフトウェアを活用する上で
　有用な知識<講義> 
　（１）変数について
５．Ｅｘｃｅｌとの連携<講義> 
　（１）データを読み、書きする
　（２）データの各行を取得する
６．Ｗｅｂとの連携講義、<ワーク>
　（１）整形されたデータを取得する
　（２）文字を入力する
　（３）表示された文字列を取得する
７．総合演習  <ワーク>  

一　般
1月28日（木） 10：00～16：30 地方経済総合研究所会員

講師／都 浩子（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部部長代理）

概　要

ＲＰＡに関する基礎知識や、特徴についてご理解
いただいた上で、実際に簡単なRPAを作成し利
便性を体感していただきます。
※対象となるＲＰＡのソフトウェアについては、お
　申込み前にお問合わせください。

詳　細

プレーヤーと管理職の違いや具体的な仕事の
始め方を知ります。役割遂行のための必要なス
キルを習得したうえで、現場で成果を発揮でき
ることを目指します。

概　要

管理職としてやるべき基礎から徹底的に学ぶこ
とができます。部署の課題から業務改善やリスク
の洗い出しを行い対応策を考えます。労務管理に
ついて○×テストの実施、面談を想定したロール
プレイングも行います。

詳　細

セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

１日

OA/ITスキル
ビジネスに活かせる実践的データ分析手法を学ぶ(全２回)

45,000円（税別）

30,000円（税別）

データ分析未経験者、初心者を対象に、Excel
を活用したデータ分析の基本スキームから具
体的分析手法に関する演習形式の研修を行
います。

１．第一日目
（１）データ分析業務の基本的スキーム　その①（分析業務全容を理解）［座学］
　・分析業務における「問題」「課題」「仮説」について…課題解決に上手く結びつけるための分析業務を理解する
　・データ分析とＫＰＩの関係について…PDCAとデータ分析業務の関連
　・データ分析と意思決定について…意思決定者により分かりやすく伝えるためのテクニック数字に解釈を与えるための演習

（２）基礎的データ分析手法　その①［個人演習］
　・データの全体像を分析する手法（標準偏差、変動係数、偏差値）
　・データの関係性を分析する手法（相関分析、回帰分析）　・データの将来像を分析する手法（回帰分析）
２．第二日目

（１）基礎的データ分析手法　その②［個人演習］
　・回帰分析の際の様々な注意事項を理解　・アンケートデータ等非数値データを分析する手法（数量化理論）
　・平均値の違いの有意性を分析する手法（t検定）　・データから課題を見出す分析手法（ポートフォリオ分析）

（２）基礎的データクレンジング手法［個人演習］
　・不統一の業務データを分析する際に必要となる基礎的クレンジング手法 （演習例）大文字小文字混在、全角半角混在、入力用語不揃い、スペース混入

（３）データ分析業務の基本的スキーム　その②（具体的分析業務着手前の注意点）［座学］
　・業務課題とは　・具体的分析作業で最も重要なポイントとは

一　般9月 3日（木）
1月21日（木）

～　4日（金）
～22日（金）

10：00～16：00

10：00～16：00 地方経済総合研究所会員

講師／広岡 淳二（一般社団法人 九州テレコム振興センター 専務理事）

概　要

業務に身近な内容にアレンジしたサンプル
データを基に、データ分析の基本スキームから
具体的分析手法に関する演習形式の研修を行
います。受講に際し、高度な数学知識は必要と
せず（中学校程度の数学スキルで受講可）、ま
た受講後翌日からすぐに実業務に活かすことが
できるよう、分析ツールはExcelを活用します。

詳　細

セミナー内容

対 象 者 全員

開催日程 受講料

２日
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マネジメント Management

ページ

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

20,000円（税別）
　15,000円（税別）

１．管理職に必要な基本知識と求められる役割
　（１）管理職に必要な基本知識
　（２）上司や部下に求められる役割
２．管理職に必要な資質
　（１）自己分析
３．業務のマネジメント
　（１）PDCAサイクル　（２）論理的思考法
　（３）問題発見と解決に向けたステップ
４．人のマネジメント
　（１）人材育成の意義、組織理念や仕事の本質の徹底
　（２）OJTの進め方、OFF-JTの活用
　（３）コミュニケーションの重要性

５．人事評価
６．リスクマネジメント
　（１）職場における様々なリスク
　（２）管理職として実践すべき
　　 リスクマネジメント
　（３）問題発見と解決に向けたステップ
７．まとめ
　（１）明日から実践することを発表

一　般
地方経済総合研究所会員

マネジメント
管理職のためのマネジメントセミナー(初級編）
講師／髙木 奈穂（キャリアデザインネットワーク株式会社代表取締役）

セミナー内容

5月13日（水）
11月12日（木）

10：00～16：30

10：00～16：30

１日

課長としての「あり方」「仕事の
進め方」「現場の動かし方」を
様々な観点から学びます。

概　要

現代の課長として仕事を全う
し、成果を出すための実践的な
ヒントを学んでいただくことが
できます。ワークを交え、「組織
の組み立て」や「部下育成・指導」
の具体的な手法を学びます。

詳　細

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

20,000円（税別）
　15,000円（税別）

１．課長職に求められる役割と心構え
　（１）経営側が管理職に求める役割
　（２）社会や経済の変化に対応できる管理職
　（３）管理職としての資質
　（４）管理職に必要な基礎知識
２．人と組織のマネジメント
　（１）管理職自身のマネジメント
　（２）部下のマネジメント
　（３）コミュニケーションの重要性
　（４）人財の育成と人事考課
　（５）チームビルディング

３．業務マネジメントと成長戦略
　（１）ＰＤＣＡサイクルを活用した業務のマネジメント
　（２）現状分析と基本戦略の策定
　（３）業務計画の作成と実施
　（４）業務の見極め、業務分担
４．リスクマネジメント
　（１）コンプライアンス事故を防ぐ　（２）組織のリスク対策
５．労務管理・メンタルヘルス
　（１）労務リスクと対処、残業削減
　（２）メンタルヘルス対策、育児・介護について
　（３）ハラスメント対策
６．まとめ

一　般
地方経済総合研究所会員

マネジメント
管理職のためのマネジメントセミナー
講師／髙木 奈穂（キャリアデザインネットワーク株式会社代表取締役）

セミナー内容

9月18日（金）
3月11日（木）

10：00～16：30

10：00～16：30

１日

（連日）

（連日）

2021年

2021年

6月12日（金）
2月19日（金）2021年

2021年

管理職のための
マネジメントセミナー(初級編）

管理職のための
マネジメントセミナー

組織を動かす
リ－ダ－シップ力向上セミナー

ストレスマネジメントセミナー
（セルフケア編）

ストレスマネジメントセミナー
（ラインケア編）

11日㊍

18日㊍16日㊍

5日㊌

12日㊎

18日㊎

12日㊍

11

12

12

12

1113日㊌

2020年

4月
2020年

5月
2020年

6月
2020年

7月
2020年

8月
2020年

9月
2020年

10月
2020年

11月
2020年

12月
2021年

1月
2021年

2月
2021年

3月
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リ－ダ－シップに必要な資質・スキルを学び、自ら
の行動目標を立てます。

概　要

①リ－ダ－として必要な資質・要素を学びます。
②自らに求められている役割を明確化し、リ－ダ－
　としてのあり方を見つめ直します。
③リ－ダ－シップを発揮するための課題を把握し、
　具体的な行動プランを立てます。

詳　細

2021年

3月12日（金）

2021年

開催日程 受講料

対 象 者 新入社員・中堅社員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

マネジメント
ストレスマネジメントセミナー（セルフケア編）
講師／森田 裕子（オフィス・コスモス代表）

8月 5日（水） 13：30～16：30

半日

ストレスについての理解を深
め、セルフコントロ－ル方法の
知識を習得、上手なセルフケア
ができるようになります。

①ストレスについて理解し、現
　在の自分のストレス状況を
　知っていただきます
②自分自身のストレスの予兆
　を自覚しておくことで、予防
　や対処法を学びます

１．ストレスについて
　（１）ストレスの定義
　（２）ストレス発生のメカニズム
２．ストレスに対する自己理解を深める
　　(１)現在のストレスの状況 
　　(２)自己のストレスの予兆について
３．自己のモノの考え方、とらえ方
　（１）思考のクセ、思い込みの枠を知る
４．セルフケアの方法について
　　(１)対処法を考える　(２)今日からできること

概　要 詳　細 セミナー内容

受講料

対 象 者 全員

20,000円（税別）

　15,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

部下育成
部下育成のためのコミュニケーションスキルアップセミナー
講師／今村 ゆか（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

１日

部下育成に必須のコミュニ
ケーション能力について、指
導のポイントやコーチング
など、ロールプレイングを交
えながら習得します。

①指導のポイントを確認します
②関係構築に欠かせない受容
　と共感、傾聴のポイントを身
　につけます
③コーチングのポイントにつ
　いて実践を交えながら確認
　します

１．指導のポイント
　（１）OJTとは　（２）OJTの特徴
　（３）部下への指示の出し方　（４）褒め方と叱り方（基本と実践）
２．部下育成に必要なコミュニケーションスキル
　・・・（ロールプレイング）
　　（１）上司としてのスキルチェック
　　（２）関係構築のためのスキル
　　（３）受容と共感、傾聴のポイント
３．コーチング・・・（ロールプレイング）
　　（１）コーチングの活用とタイプ別の関わり方
４．課題の明確化と行動目標設定

概　要 詳　細 セミナー内容

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

マネジメント
ストレスマネジメントセミナー（ラインケア編）
講師／森田 裕子（オフィス・コスモス代表）

13：30～16：30

半日

管理職として、メンタルヘルス
の重要性を理解し、部下（職
員）の抱えるストレスに気づき
適切に対処する方法（ラインケ
ア）及びコミュニケーションス
キルを身につけ、職員一人ひ
とりが明るく活き活きとして活
気のある健康的な職場を実現
します。

ストレスマネジメントについて
より理解を深め、感情管理や
部下のマネジメントにも活か
します。

１．メンタルヘルスの必要性
２．メンタルヘルスの基礎知識
３．ストレスマネジメントと対処法について
４．アサーションを取り入れたコミュニケーション
５．部下とのより良いコミュニケーションのために
６．相談体制作りと復職支援
７．快適職場づくりとストレス解消法

概　要 詳　細 セミナー内容

受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

マネジメント
組織を動かすリ－ダ－シップ力向上セミナー
講師／藤原 千晶（株式会社ワークライフシナジー研究所代表取締役）

7月16日（木）

2月18日（木）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程

7月  9日（木）

2月25日（木）

10：00～16：30

10：00～16：30

開催日程

受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

部下育成
部下との面談の仕方と実践セミナー
講師／田木 暁子（株式会社ブレインスター人材開発室室長）

半日

１．面談の進め方と準備
　（１）面談の種類（フィードバック、目標設定、１ｏｎ１）
　（２）基本的な進め方と準備のポイント
２．承認スキル、傾聴スキル、質問スキル
　（１）ペーシングなくしてリーディングはない！
　（２）部下の話を引き出す聴き方　　（３）流れを左右する質問スキル
３．ロールプレイングと改善点の確認
　（１）ロールプレイング　　（２）自身の振り返りと仲間からのフィードバック
４．アクションプラン・・・（ワーク）
　（１）具体的な行動目標の設定

人事考課面談、１ｏｎ１ミーティング等、部下との面
談の進め方やポイントを学びます。

概　要

①面談の進め方と準備
②承認スキル、傾聴スキル、質問スキル
③ロールプレイングと改善点の確認
④アクションプラン
以上4つのポイントについて学びます

詳　細

セミナー内容

6月18日（木）

12月  4日（金）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程

2021年

半日

１．理想のリ－ダ－像とは
　（1）求められるリ－ダ－像　（2）リ－ダ－としての自己理解
２．リ－ダ－に求められる資質
　（1）自らの資質・スキルのチェック　（2）リ－ダ－シップ発揮に対する課題
３．部下との関係性の構築について
　信頼関係の構築に必要なスキル
４．リ－ダ－としてのコミュニケ-ション
　（1）ほめ方、叱り方　（2）部下のタイプに合わせたコミュニケ－ション
５．行動目標を立てる
　具体的行動目標の設定

セミナー内容
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開催日程 受講料

対 象 者 全員

20,000円（税別）

　15,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
ロジカルシンキング(論理的思考)セミナー
講師／安藤 浩司（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部副部長）

１日

職場の問題解決に役立つ「ロ
ジカルシンキング（論理的思
考）」について学びます。

職場の課題解決、職場の活性化のため
には、「論理的」に考え、合理的な解決策
を導き出し、行動することが重要です。
ロジカルシンキングの必要性、仕事に役
立つ考え方のフレームワークを身につ
けます。

１．「論理的思考」がなぜ必要なのか
２．論理的な課題解決のプロセス
３．ロジカルシンキングに用いるフレームワーク
４．業務に活用するために必要な視点と取組み

概　要 詳　細 セミナー内容

受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

部下育成
効果的なOJTと指示の出し方セミナー
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

半日

１．部下指導に求められるコミュニケーション力
　　（１）OJTとは
　　（２）OJTの特徴
　　（３）ほめ方と叱り方
２．効果的なコミュニケーション・・・（ワーク）
　　（１）部下への指示の出し方
　　（２）振り返り
　　（３）コミュニケーションの阻害要因

部下指導に必要なコミュニケーション能力について、OJTや
ほめ方、叱り方のポイントなど、指導に欠かすことのできない
スキルについて習得します。

概　要

①OJTとは何かについてポイントを確認します
②ほめ方、叱り方についてポイントを押さえます
③指示の出し方、受け方について演習を通じて確認します

詳　細

セミナー内容

6月  3日（水）

3月  5日（金）

13：30～16：30

13：30～16：30

2021年

7月13日（月）

1月15日（金）

10：00～16：30

10：00～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

20,000円（税別）

　15,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
成果を上げるためのマーケティング基礎セミナー
講師／市来 伸一（株式会社九州経済研究所経営支援部部長）

１日

将来の種を創造するマーケティングの基礎と新商品・新
サービス企画入門です。

1.マーケティングの基礎
（1）マーケティングとは
（2）マーケティング戦略の６つのステップ
　  ①マーケティング環境分析
　  ②自社機会の発見（環境変化を捉える）　
　  ③セグメンテーション
　  ④ターゲティング
　  ⑤ポジショニング
　  ⑥マーケティングミックス（4P)

（3）プロモーションミックス
（4）5つの競争相手

2.ケースで学ぶ発想の転換
（1）成熟市場のヒット商品
（2）なぜその商品・サービスが売れたのか
　 ※売れた理由を徹底的に考える

（3）新商品開発のポイント
（4）マーケティングセンスの磨き方
3.顧客起点の発想と差別化

（1）プロダクトアウトとマーケットイン
（2）差別化のポイント
（3）価格競争から非価格競争へ
（4）自社の商品・サービスをマーケティング　  
　　の視点で振り返る

概　要

新商品や新サービスを創り出すには、既存の考え方や枠を超
え、業界の常識にとらわれない柔軟な発想が必要です。本セミ
ナーでは、マーケティングの基本を理解していただくことと併
せて、ケーススタディを通じ差別化の視点や顧客起点の発想
など企画の際の重要なポイントを理解していただきます。
達成目標
●マーケティングの基本を理解する。
●柔軟な発想で新商品・新サービスの企画案を作成する
　ポイントを理解する。

詳　細

セミナー内容

2021年

7月27日（月）

2月  8日（月）

10：00～16：30

10：00～16：30

開催日程

受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

部下育成
部下のやる気を引き出すコーチングセミナー（基礎編）
講師／藤原 千晶（株式会社ワークライフシナジー研究所代表取締役）

半日

１．コーチングとは
　（1）育成における自分の役割を考える
　（2）ティーチングとコーチングの違い
２．コーチングの心構え
　（1）部下後輩の日頃の努力や成果を整理する
　（2）目標を定める 
３．目標設定の支援
　（1）GROWモデル
４．ケーススタディ
　（1）部下のタイプに応じたコーチング

部下の考えと行動を引き出すコーチングスキルを習得します。
概　要

コーチングの手法を部下・後輩指導に効果的なスキルとし
て習得します。具体的なケースのロールプレイングを通じ
て、コーチングスキルを実践します。

詳　細

セミナー内容

5月14日（木）

10月  8日（木）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程

受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

部下育成
部下のやる気を引き出すコーチングセミナー（実践編）
講師／今村 ゆか（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室室長）

半日

１．コ－チングとは
２．４つのスキル…(ワ－ク)
　（１）聴く　
　（２）承認する
　（３）質問する
　（４）提案する
３．実際の場面を想定したコ－チングの実践…(ロ－ルプレイング)
４．実践するための課題と目標設定

コ－チングの基本を理解し、職場で実際に活用するスキルを
習得します

概　要

コーチングとは何かを理解し、基本的なスキルを学びます。
職場での部下育成を想定したワ－クで、実際の関わり方を
身につけます

詳　細

セミナー内容

6月19日（金）

11月26日（木）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程
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開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
プレゼンテーションスキルアップセミナー（PowerPoint資料作成編）
講師／明野 ひかり（肥銀ビジネス教育株式会社IT教育部）

半日

PowerPointの資料作りに多
くの時間を費やしていません
か？「見やすい資料構成のポイ
ント」と「基本操作」を身に着け
ることで、作成時間をぐっと短
縮できるかもしれません！

実際に講師と一緒にPC操作をしなが
ら、基本的な操作について学びます。発
表機会がある方は、同日開催の「説得力
のあるプレゼンテーションスキルアップ
セミナー」と一緒に受講いただくと効果
的です！

１．相手に伝わりやすい資料構成のポイント
２．資料作成の基本操作
　（１）文字の入力～箇条書き・書式設定～
　（２）図の挿入～SmartArt・図形・画像～
　（３）グラフの挿入
　（４）アニメーションの設定
　（５）印刷設定
３．発表テクニック実践～スマートなスライドショー～

概　要 詳　細 セミナー内容

2021年

7月28日（火）

1月26日（火）

9：30～12：30

9：30～12：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
説得力のあるプレゼンテーションスキルアップセミナー
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

半日

「伝える」技術を身につけ、相
手にわかりやすく説得力の
ある、効果的な伝え方を学
びます。

①プレゼンテーションの基本を押さえます
②相手にわかりやすく伝えるためのポイ
　ントを確認します
③人前で話す際の立居振舞いのポイント
　を実践的に学びます

１．プレゼンテーションの基本のポイント
　（１）プレゼンテーションの目的
　（２）わかりやすく相手に伝えるためのポイント
２．正しく伝えるスキル・・・（ロールプレイング）
　（１）話し方のポイント
３．立居振舞いのポイント
　（１）アイコンタクト
　（２）身振り手振り
４．プレゼンテーションの実践

概　要 詳　細 セミナー内容

2021年

7月28日（火）

1月26日（火）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

20,000円（税別）

　15,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
業績向上のカギとなる企画力強化セミナー
講師／髙木 奈穂（キャリアデザインネットワーク株式会社代表取締役）

１日

業績向上は営業力だけでなく、売れる切
り口をつくることも重要です。その企画力
を向上させるために既存のフレームワー
クを活用しながら、自社や自社の商品や
サービスを分析し、課題発見や、新商品・
製品やサービスの創造をすすめます。

1.企画力について考える
　（１）企画は隠れた課題を発見する
　　 －自社の現状を知る
　　　（３Ｃ・４Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析）
　　 －自社の商品・製品、サービスを知る
　　　（４Ｃ・４Ｐ分析、ＰＰＭ分析）
　　 －分析結果から課題を発見する
２． 企画のポイント
　（１）市場の動向
　　 －市場での自社の商品・製品やサービスの位置
　　 －今後に向けた活動をどう行うか

（２）新しいニーズの創造・・・（ワーク）
　－売れる切り口をつくる
　－事例研究・・・（ワーク）
　－新商品・製品、サービス開発に向けての活動

（３）企画は人を動かすもの・・・（ロールプレイング）
　－認知に向けたメッセージ
３．企画力を磨く
　（１）インプットの質と量　（２）アウトプットの質と量
４．企画する
　（１）企画書に必要な要素
　（２）１枚シートにまとめる

概　要

講義（座学）だけでなく、実技やグループ
ワークを通して、企画力を向上させ実際
に企画書を作成します。

詳　細

セミナー内容

9月17日（木）

11月20日（金）

10：00～16：30

10：00～16：30

受講料

対 象 者 新入社員・中堅社員

20,000円（税別）

　15,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
営業力強化セミナー(初級編）
講師／髙木 奈穂（キャリアデザインネットワーク株式会社代表取締役）

１日

１．営業の基本を考える
　（１）営業の仕事について
　（２）事前準備の大切さ
２．営業活動を数値化する
　（１）業務の数値化と目標の数値化
３．タイムマネジメント
　（１）1日・1週間・1か月の行動計画
　（２）時間を管理する

成果に結びつく訪問や時間の使い方、お客様のニーズを引き
出すヒアリング法等を学びます。また、ロジックに基づいた動
き方や考え方を習得します。

概　要

数字に基づき行動計画を立て、毎日の業務を数値化します。
詳　細

セミナー内容

8月19日（水）

2月  4日（木）

10：00～16：30

10：00～16：30

開催日程

受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

20,000円（税別）

　15,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネススキル
営業力強化セミナー(上級編）
講師／髙木 奈穂（キャリアデザインネットワーク株式会社代表取締役）

１日

１． 時代の変化と営業
　（１） 企画は隠れた課題を発見する
　ー時代の変化と営業活動の変化
　ー自社の強みや活用できるリソースを理解
　－自身の営業を振り返り見直す
　－市場・顧客ニーズの分析やターゲット設定
　－顧客理解を深めるフレームワーク活用
　（２） 価値観の変化
２．営業力の強化
　（１） 価値を提供する必要性
　－ 顧客が感じる価値をさぐる
　－競争相手との差別化

（２） ソリューション営業活動
　－顧客の潜在ニーズをさぐる
　－双方向にメリットがある提案
　－コミュニケーション能力・・・（ワーク）
　　・タイプ別アプローチ
　　・世代別アプローチ
３．営業マネジメント
　（１）営業活動の可視化
　（２）変わるものと変わらないもの
　（３）顧客との良好な関係を構築する柔軟性
４．タイムマネジメント
　（１）営業時間の最大化　（２）時間管理

時代の変化や世代交代とともに営業成果を上げるための手法も変化
してきています。ただ、変わらないものもあります。そのような営業の
原理原則を理解した上で、自分だからできる営業スタイルを考えつつ、
これまでの営業のやり方でよいのかを見直します。営業相手（顧客）を
良く理解しニーズの把握やウォンツに向けた提案話法など、現場で実
践できる総合的な営業の手法やスキル、ノウハウを習得し、今後の営
業はどう変化していくのかをそれぞれの立場で判断していきます。

概　要

講義（座学）だけでなく、演習やグループワークを通して、自身の営業
活動を振り返りながら、明日からの取組みを考える。

詳　細

セミナー内容

8月20日（木）

2月17日（水）

10：00～16：30

10：00～16：30

開催日程

16 17
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ビジネスマインド B u s i n e s s  m i n d

新入社員モチベ－ションアップ
セミナー

2日㊍
14日㊋

17日㊌ 25日㊌

18

やる気を引き出すモチベ－ション
アップセミナー 18

22日㊊ 3日㊌避けて通れないハラスメント
対応力向上セミナー 19

5日㊎ 3日㊍人間関係を円滑にする
感情コントロール力向上セミナー 19

ページ
2020年

4月
2020年

5月
2020年

6月
2020年

7月
2020年

8月
2020年

9月
2020年

10月
2020年

11月
2020年

12月
2021年

1月
2021年

2月
2021年

3月

開催日程 受講料

対 象 者 新入社員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネスマインド
新入社員モチベ－ションアップセミナー
講師／髙田 亜樹（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

１日

入社３ヶ月程度経過し
た頃に生じる不安をグ
ループワークを通じて
解消します。仕事を進
める上での情報共有や
チームワーク・コミュニ
ケーションの大切さを
学び、今後の仕事に対
するモチ ベ ーション
アップを目指します。

仕事を進める上で
必要不可欠なコミュ
ニケーションの重要
性をゲームを通して
体感して頂きます。
徹底的な自己分析
を行うことで、今後
の目標を明確にし
モチベーションアッ
プにつなげます。

１．現状の振返りと課題
（１）仕事の進め方・・・（ゲーム・ワーク）
　　－チームワークと視野の拡大
　　－マネジメントサイクル
　　－求められる人財とは？

（２）コミュニケーション・・・（ゲーム・ワーク）
　　－情報の整理と活用

２．どうなりたい！今の自分にできることは？
（１）「なりたい自分」を考える・・・（講義・ワーク）
　　－自己分析～自分の強みと弱みは？～
　　－今の自分にプラスするものは？

（２）モチベーションと自己理解
　　－モチベーションとは？
　　－モチベーションと目標の関係性
　　－目標シートの作成～1年後の私は？～

概　要 詳　細 セミナー内容

2021年

6月22日（月）

3月  3日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30

7月  2日（木）

7月14日（火）

9：30～17：00

9：30～17：00

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネスマインド
やる気を引き出すモチベ－ションアップセミナー
講師／松本 文美子（BusinessCommunicationsOffice代表）

半日

意欲的に仕事に取り組
むためには、仕事への
モチベーションが必要
不可欠です。現状を振
り返りながら、やる気
を引き出すためのポイ
ントを確認します。

自らのモチベーションが下がっ
た・上がった状況を振り返り、目
標設定と照らし合わせながらモ
チベーションを向上させるため
に必要なポイントを学んでいた
だきます。徹底的な自己分析を
行うことで、今後の目標を明確に
しモチベーションアップにつなげ
ます。

１．自分のキャリアを考える
　キャリアとは？（これまでの自分を振り返る）
２．自分のライフラインを作成とワーク
３．自分の価値観を知る（モチベーションUP DOWNを検証する）
４．ありたい自分とは
５．ＧＲＯＷ coaching

概　要 詳　細 セミナー内容

6月17日（水）

11月25日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネスマインド
避けて通れないハラスメント対応力向上セミナー
講師／今村 ゆか（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室室長）

半日

ハラスメント(特にセクハラ・パ
ワハラ）についての理解を深め、
職場でハラスメントをおこさな
い、おこさせないために意識の
向上を図ります。

自身を振り返り、感情のコント
ロ－ル法や叱り方を学び、適切な
コミュニケ－ションの取り方を身
につけます。

１．職場のハラスメントの定義
２．ハラスメントの及ぼす影響
３．セクハラについての事例検討
４．パワハラについての事例検討
　（１）適切な叱り方、伝え方
５．ハラスメントの未然防止について

概　要 詳　細 セミナー内容

6月  5日（金）

12月  3日（木）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

ビジネスマインド
人間関係を円滑にする感情コントロール力向上セミナー
講師／今村 ゆか（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室室長）

半日

怒りやイライラの感情を上手に
コントロ－ルするアンガ－マネジ
メントを学びます。

アンガ－マネジメントの意義を理
解し、怒りやイライラに振り回さ
れない上手な感情管理の方法を
身につけます。

１．アンガ－マネジメントとは
２．3つのコントロ－ル方法
　（１）衝動のコントロ－ル
　（２）思考のコントロ－ル
　（３）行動のコントロ－ル
３．上手な伝え方

概　要 詳　細 セミナー内容

18 19
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業務を円滑に進めるための
コミュニケーションセミナー 25日㊍ 19日㊍

10日㊌ 11日㊌

20

伝えたいことを確実に伝える
スキルアップセミナー 20

ページ
2020年

4月
2020年

5月
2020年

6月
2020年

7月
2020年

8月
2020年

9月
2020年

10月
2020年

11月
2020年

12月
2021年

1月
2021年

2月
2021年

3月

2021年
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コミュニケーション C o m m u n i c a t i o n

チ－ムビルディングセミナー
（チームワーク力向上編） 9日㊋27日㊍

15日㊌ 6日㊎

21

組織力向上セミナー
（ストレングスファインダー編） 21

ページ

チームビルディング T e a m  b u i l d i n g

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

コミュニケーション
業務を円滑に進めるためのコミュニケーションセミナー
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

半日

良好な人間関係を築
き、業務を円滑に進め
るために相手を尊重し
たコミュニケ－ションス
キルを身につけます。

①コミュニケ－ションに必要なこと
②報告・連絡・相談
③傾聴と承認のスキル
④相手のタイプに応じた関わり方
以上のポイントについて確認します

1．コミュニケーションとは
　(１)目標を達成するためのビジネススキル
　(２)報告・連絡・相談のポイント
　(３)報告・連絡・相談が上手くできない理由
２．「聴き方」「話し方」のポイント・・・（ロールプレイング）
３．双方向コミュニケーション・・・（ワーク）
４．コミュニケーション能力を高めるために
　(１)効果的なコミュニケーションの取り方

概　要 詳　細 セミナー内容

6月25日（木）

11月19日（木）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

チームビルディング
チ－ムビルディングセミナー（チームワーク力向上編）
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

半日

チームで仕事を進めていくう
えで必要な目標の共有、仕事
の進め方、コミュニケーション
スキルの重要性を実感し、職
場内での仕事に取り入れるこ
とを促します。

①チームづくりのプロセスについて
　ポイントを押さえます
②仕事の進め方を確認します
③職場内における効果的なコミュニ
　ケーションについて考えます

１．チームビルディングとは
　（１）チームワークとの違い
　（２）チームづくりのプロセス
　（３）チームづくりの方法
２．仕事の進め方の確認
　（１）PDCAサイクル
３．コミュニケーション能力を高めるために
　（１）効果的なコミュニケーションの取り方

概　要 詳　細 セミナー内容

8月27日（木）

2月  9日（火）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

チームビルディング
組織力向上セミナー（ストレングスファインダー®編）
講師／知識 茂雄（株式会社ハート・ラボ・ジャパン代表取締役）

半日

世界的に有名な調査会社であり、人材コンサルティ
ングを手がける米ギャラップ社による調査によると、
企業の経営陣が従業員の強みに着目していない場
合、従業員が仕事に熱意を抱く見込みがわずか9%で
あるのに対し、経営陣が従業員の強みに着目してい
る場合は、その見込みが73%に跳ね上がることがわ
かっています。成果の出る組織とは、メンバー一人ひ
とりがそれぞれに自分の強みを活かし、かつ仕事に対
する熱意を持っている組織です。つまり、個々の強み
にフォーカスしている組織です。強みを活かした組織
開発と組織マネジメントスキルの習得を目指します。

本セミナーでは、米ギャラップ社
の開発したストレングスファイン
ダー®という診断ツールを用い、
強みにフォーカスした組織開発と
組織マネジメントのあり方につき
お伝えします。組織を活性化し、
パフォーマンスを向上させたい
経営者、マネジャー、人事担当者
の皆さまのご参加をお待ちして
おります。

１.なぜ強みに着目すべきなのか
２．ストレングスファインダー®の開発経緯
３．ストレングスファインダー®の活かし方の哲学
４．参加者お一人おひとりのストレングスファイ
　ンダー®の結果を解説
５．ストレングスファインダー®をチーム、組織マ
　ネジメントに活かす
６．ストレングスファインダー®をチームビルディ
　ング（組織活性化）に活かす
７． まとめ

概　要 詳　細 セミナー内容

7月15日（水）

11月  6日（金）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 全員

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

コミュニケーション
伝えたいことを確実に伝えるスキルアップセミナー
講師／石本 亜紀子（肥銀ビジネス教育株式会社ビジネスマナー室）

半日

相手も自分も尊重す
る伝え方「アサ－ティ
ブコミュニケ－ション」
を学ぶことで、職場で
の良好な人間関係を
築きます。

①3つの伝え方の特徴
②アサ－ティブな自己表現のポイント
③シ－ン別伝え方の事例研究
④言いにくいことを伝える方法
以上のポイントを確認します

1．アサーティブな表現方法
　(1)アサーションとは
　(2)3つの自己表現の種類と特徴
　(3)アサーティブな表現（DESC法）
　　 －シーン別の伝え方・・・（ワーク）
2．コミュニケーション能力を高めるために
　(1)効果的なコミュニケーションの取り方
　(2)コミュニケーションの阻害要因

概　要 詳　細 セミナー内容

6月10日（水）

11月11日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30
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4月
2020年

5月
2020年

6月
2020年

7月
2020年

8月
2020年

9月
2020年

10月
2020年

11月
2020年

12月
2021年

1月
2021年

2月
2021年

3月

20 21
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2021年

知っておきたい！働く女性を輝かせる
ための女性活躍推進セミナー 27日㊌16日㊌

5日㊍

22

働き方改革と法務対応セミナー 22

28日㊊事業承継のための法務セミナー 23

ページ
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人事／総務／財務／法務 S k i l l  t o  c o n v e y

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

人事／総務／財務／法務
知っておきたい！働く女性を輝かせるための女性活躍推進セミナー
講師／松本 文美子（BusinessCommunicationsOffice代表）

半日

「モチベーション向上」
「育児・介護中社員の
フォロー」「ほめ方・叱り
方」等の女性活躍支援
スキルを身につけます。

①女性活躍における管
　理職の役割と課題
②女性リーダーの育成
③女性社員を育てるコ
　ミュニケーション等

１．ダイバーシティと女性活躍推進法の背景
　（１）女性活躍推進法は、ダイバーシティの一部
　（２）キャリアとキャリア形成
２．リーダーに求められる仕事のすすめ方
　（１）チャンス到来
　（２）自立する＝自責のマネジメントを身に着ける
３．ピグマリオン効果を使った双方コミュニケーション
　（１）アサーションコミュニケーション
４．多様なリーダーの形を知り、後輩・部下の「憧れのロールモデル」になる
　（１）自分らしいリーダーの形とは
５．上司、組織の支援を引き出す

概　要 詳　細 セミナー内容

9月16日（水）

1月27日（水）

13：30～16：30

13：30～16：30

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

人事／総務／財務／法務
働き方改革と法務対応セミナー
講師／平島 有希（アステル法律事務所 弁護士）

半日

働き方改革関連法に
ついて概観した後、時
間外規制や同一労働
同一賃金についての
実務対応について、実
際の裁判例やガイドラ
インを用いながら、解
説します。

労務は法改正の多い分野です。経営者はも
ちろん、管理職・管理部門の方々が研修を受
けられることで、人事・総務全体の益々のス
キルアップにつながると思います。本セミ
ナーにおいては、同一労働同一賃金のガイド
ライン対策、労働時間に関するガイドライン
対策を取り扱い、会社が具体的に何をすれば
いいのかを解説します。

１．働き方改革の概要（講義）
２．時間外規制に対する実務対応（講義）
３．同一労働同一賃金に関する実務対応（講義）

概　要 詳　細 セミナー内容

11月  5日（木） 13：30～15：30

開催日程 受講料

対 象 者 中堅社員・管理職

15,000円（税別）

　10,000円（税別）

一　般
地方経済総合研究所会員

人事／総務／財務／法務
事業承継のための法務セミナー
講師／木上 望（アステル法律事務所 弁護士）

半日

事業承継は、承継に伴う税務問題も重
要ですが、これに加えて、財務、法務の
分野を横断する広範囲にわたる問題を
解決する必要があります。本セミナー
では、実務上の諸問題を具体的事例を
交えながら解説します。

円滑な事業承継のポイント
を経営者ならびに後継者向
けに解説します。今後のス
ムーズな事業の引継に向け
た必要な知識・スキルの習
得につなげます。

１．事業承継問題の現状（講義）
2．事業承継のポイント（講義）
3．事業承継に付随する課題と対策（講義）

概　要 詳　細 セミナー内容

9月28日（月） 13：30～15：30

2020年

4月
2020年

5月
2020年

6月
2020年

7月
2020年

8月
2020年

9月
2020年

10月
2020年

11月
2020年

12月
2021年

1月
2021年

2月
2021年

3月

22 23



会　社　名 　　　肥銀ビジネス教育株式会社
本社所在地 　　　熊本市中央区練兵町 1 番地
設　　　立 　　　2018年4月1日
代　表　者 　　　代表取締役　竹下 元久
従業員数 　　　16名（2018年9月末日現在）
資　本　金 　　　3,000万円
出　　　資 　　　株式会社肥後銀行100％出資
主な事業内容 　　　人材育成のための教育事業 
  　　　研修講師派遣事業 
  　　　その他教育に関する事業
営 業 時 間 　　　8:30～17:30（土日祝日を除く）
T 　 E 　 L 　　　096-326-1122
F 　 A 　X 　　　096-326-1131
M A I L 　　　higinkyouiku@higobank.co.jp
  　　　seminar-info@higinbk.co.jp（セミナーに関するお問合せ）

H 　　　P 　　　https://www.higinbk.co.jp

　平素は、肥後銀行グループ各社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

　さて、弊社は、肥後銀行グループの一員として、地域社会の持続的発展を

支える人材を育成することを使命として、教育サービスのご提供を行っております。

　私たちは、AIやIoTに代表される情報技術革新が、社会や産業構造、労働の

在り方を抜本的に変えていく時代にあっても、最も大切な経営資源である

社員一人ひとりが持つ能力・スキルを高めて生産性の向上を図ることが、郷土

熊本の地域社会や経済の発展には必要不可欠だと考えております。

　弊社では、社会人としての基礎となるビジネス・マナー等の礼儀礼節教育や

デジタル時代に必須となるＩＴ教育をはじめ、業績の向上、業務の効率化など

につながる教育プログラムを多数取り揃えております。

　これからも、私達は、お客さまと共に歩み、共に成長すべく、多様で実践的な

ビジネス教育を通して地域のお客様のお役に立てるよう役職員一丸となって

励んでまいります。

　みなさまのご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

代表取締役社長　竹下 元久




