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開設要項
対  象 管理監督者（主任～課長クラス）

期  間 令和3年5月～令和4年2月 10テーマ

開催地 ・ ・新潟市［全科目］ 長岡市［8回］ 上越市［2回］
受講料 ●各科目毎の都度申込の場合は1名につき

新潟県経営者協会会員
その他

8 ,800円（消費税込）
15 ,400円（消費税込）

………………………
…………………………………………

○
○

■納付された受講料は当日受講されなくとも返却できませんのでご了承下さい。
■各回とも昼食の用意はありません。

詳しい「開設要項」は最終ページにございます。

会社の業績を決定づけるのは、中堅層の管理監督者の質（スキルレベル）です。
「人材」を磨き、業績を牽引する「人財」となるためのポイントを体得していただけます。
ぜひ、ご活用ください。

令和3年度 第61期講座

管理監督者
能力開発セミナー

開設ご案内

□５回券申込方法
申込書に所定事項を記入し、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みの上、
下記取引銀行に5回券代金をお振込みください。

●５回券利用の場合

新潟県経営者協会会員
その他

35 ,200円（消費税込）
61 ,600円（消費税込）

……
………………………

○
○

※5回券の未使用分は翌年度に繰り越すことはできません。

通常より受講料を割り引いておりますので、ぜひ、ご活用ください。

第61期に限り5人分受講できます。

５回券代金

申込先 一般社団法人新潟県経営者協会
ＦＡＸ
ＭＡＩＬ

０２５-２６７-２３１０
kensyu@niigata-keikyo.jp

振込先 新潟県経営者協会（普通預金口座）

※銀行振込の場合は原則として領収書は発行いたしません。
※振込手数料は貴社にてご負担お願いいたします。

※申込書はホームページからもダウンロードいただけます。

受講の
申込み

○

○

お申し込みは、個別開催案内の申込書にてお願いいたします。
弊会ホームページからもお申込みいただけます。
都合により講座名、講師、日程、内容等を変更することがあります。
また、事情により講座を延期、中止する場合があります。予めご了承ください。

□第四北越銀行白山支店（№0173179）
□大光銀行新潟支店（№314069）



202161th科目・講師・実施日・開催地
令和3年度  管理監督者能力開発セミナー

上越
6月17日

木

❶問題とは
　・問題を早期に解決するコツ  など
❷自立型リーダーとは
　・リーダーに求められる3つのスキル  など　　

❸成果にコミットする目標設定
　・目標とは  など
❹今すぐ使える問題解決3つのコツ
　・問題の本質をつかむ  など

❶安全衛生管理の基本的考え方
　・安全・衛生管理の重要性  など　　
❷労働災害における責任
　・事業者の責任  など

❸なぜ災害は起こるのか
　・どう不安全行動災害を防止するか  など
❹安全衛生管理の基本原則
　・監督業務と作業指示の方法  など

組織活性化リーダーシップ

職場リーダーの安全衛生管理
―安全衛生の基本と現場力向上―
現場の第一線において安全衛生管理を推進する役割を担っているのは、職場のキーパーソンである職場のリー
ダーです。日頃、種々の安全衛生活動を行っている現場のキーパーソンの皆さんに今一度、安全衛生の基本・基
盤を理解・確認をしていただき自職場の安全衛生管理を進めるための、考え方と方策を、参加者と共に研究します。

―ソーシャルディスタンスのもとでのリーダーの役割―
今回のセミナーでは職場リーダーがコーチングスキルを身につけ「一人一人が積極的に考え、自ら
行動に移す」活気ある職場づくりをするビジネスコーチを養成することを目的とします。「さまざまな価
値観を持った仲間が心を一つにするためのコミュニケーション」「この業務は「何のために行うのか」
という目的意識」など本研修でビジネスコーチとしての専門的なスキルを身につけることが出来ます。

―ニューノーマルの時代を生き抜く人材を育てる―
ウィズコロナ・アフターコロナにおいて、私たちはニューノーマルに沿った業務を展開していかな
くてはなりません。守るべきものは守りつつ、そのうえでこれからを生きる人 に々直接役に立つよう
な人材育成ができなければ組織も個人も衰退してしまいます。本講座では役職者・管理者の
基本的な発想と行動のそもそものあるべき姿を確認するとともに、ニューノーマルの時代でも生
き抜くことができる人材を育てるための手法と注意点を共有します。

―社内外との交渉を円滑に進め、メンバーの納得を得る―
私たちの周りには、社内・社外を含めて交渉ごとが数多く待ち受けています。「交渉ごとはどうも苦手で
…」という方もいらっしゃるかも知れませんが、事前の準備を十分にすれば、余裕を持って交渉に臨めます。
本セミナーでは、交渉の戦略（事前の準備）と戦術（交渉中の注意事項）に分けて、身近な事例に即して
考えます。

第581回

新潟
5月19日

水

長岡
5月20日

木

講  師
ミルラーニングメディア株式会社 代表取締役

小前 俊哉氏
プロフィール

大学を卒業の後、三菱電機コントロール
ソフトウエア株式会社、オムロン株式会
社などを経て、2001年に独立。大企業か
ら中小企業まで、新入社員から管理職ま
で年間平均100日以上の研修を実施し、
現在まで延べ2万人以上の研修を担
当。豊富な研修実績を持つ。

❶管理監督者を取り巻く環境・動向
❷主体性と活性化のマネジメント概要　　

❸リーダーシップの5言動
❹ケーススタディ討論―あなたが上司ならどうしますか

組織の成果を引き出すリーダーに必要な自立型問題解決思考法
目まぐるしく変化する経営環境の中で、一つ上の業績向上を実現するためには、リーダーの役割
が大切です。会社の戦略を理解し、現場で発生する様々な問題について、その本質を短時間で
把握するとともに多角的に分析し、複数の選択肢から最適な解決策を導き出せる能力を持つリー
ダーが必要なのです。本研修では問題解決に向けて迅速に行動できるリーダーを育成致します。

第582回

新潟
6月16日

水

講  師
大谷更生総合研究所合同会社 代表社員

大谷 更生氏
プロフィール

新潟県出身。明治大学商学部卒業後、
大手通信会社に18年間システムエンジ
ニアとして勤めた後に独立。現在は問題
整理の専門家として、問題整理手法、報
連相、仕事の段取りなどのビジネススキ
ルや売れ続ける仕組み構築に関する講
師やコンサルティングを行っている。

❶コーチングの基本概念　・コーチの役割  など
❷信頼関係を築くコミュニケーション術　・一人一人の個性を大切にするコーチングスキル  など
❸コーチングの活用　・目標を見失わず業務にチャレンジする手順  など

部下が積極的に動くコーチング活用法
第584回

新潟
8月4日

水

講  師
株式会社ライフプロデュース 代表取締役

振田 仁氏
プロフィール

三和銀行（現東京三菱ＵＦＪ銀行）、住宅
資材メーカー財務担当役員を経て、２００
２年中小企業の財務コンサルを得意とす
るファイナンシャル・プランナーとして独立。
自ら体験した倒産現場での実務経験を
生かして、企業再生の相談や経営改善・
創業支援の相談実務に携わっている。

第583回

新潟
7月6日

火

講  師
一般社団法人日本産業訓練協会 講師

馬場 英二氏
プロフィール

㈱神戸製鋼所の現業部門等で班長、
職 長 、係 長を歴 任 。その後 ㈱ 神 鋼
ヒューマン・クリエイトへ出向し、監督者
研修部部長等を経て2016年より現職。
大手メーカーを中心に指導実績多数。

長岡
7月7日

水

長岡
8月5日

木

組織力を高める部下指導とリーダーシップ
第585回

新潟
9月8日

水

講  師
風土刷新コンサルタントオフィス ハセガワ 主宰

長谷川 孝幸氏

久保寺 純也氏

プロフィール
大手化学メーカー等を経て1999年より研修講
師として活動。「よくわかる」「すぐわかる」「必
ず役に立つ」研修として企業だけでなく官公
庁、地方公共団体、医療機関、教育機関への
出講も多く、実業における日常的な行動改善
を重視したコンテンツを提供。一般社団法人日
本ほめる達人協会（「ほめ達！」）認定講師。

長岡
9月9日

木

上越
11月11日

木

❶はじめに
❷コミュニケーションの基本
❸背景にある価値観の違い　　

❹チームの成長段階とコミュニケーション
❺オンラインコミュニケーションのポイント
❻まとめ

❶「モチベーション」とは？
❷モチベーションを上げる方法
❸人材育成におけるモチベーション　　

❹チームマネジメントのモチベーション理論
❺生産性を高める意思決定モデル
❻自己管理

組織を一段階成長させるチーム内コミュニケーション
職場のコミュニケーションは、単に人間関係を良くするためのものではありません。コミュニ
ケーションは組織を変え成長させることができるのです。一段階成長させるためには、組織の
意向、上司の意向を部下に正確に伝えるとともに、部下の気持ちや考え方を十分に引き出し
てあげる必要があります。今回の講座では、部下の特徴を世代別に分けて理解し、組織の
成長段階に応じたコミュニケーションの取り方を学びます。

❶サーバントリーダーとは？
❷メンバーが仕事を「自分ゴト」だと思ってくれるために
❸メンバーの理解は「世代の理解」から
❹サーバントリーダーに必要なファシリテーション　

❺効果的な面談のやり方
❻チームの「人物相関図」を作る
❼サーバントリーダーのPDCAマネジメント
　　　　　　　　　　　　　　　など

サーバントリーダーシップ
―メンバーの思いを引き出す5つのテクニック―
社会の変化、働く環境、雇用形態や意識の多様化の中、チームリーダーに求められるリー
ダーシップは大きく変わっています。この研修は、成功した企業組織に多く見られる新しい
リーダーのあり方＝サーバントリーダーシップについての考え方と手法を実践的に学びます。

第586回

新潟
10月6日

水

長岡
10月7日

木

講  師
有限会社ヒューマンスキルプラネット 取締役社長

篭池 哲哉氏
プロフィール

リクルートグループにて求人広告営業、
イベントセミナー企画、流通業専門教育
コンサルタント会社にて教育研修・セミ
ナーの企画運営や、講師派遣プロダク
ション業務に従事。1999年独立。研修
講師、組織変革コンサルタントとして現
在に至る。

【生産性向上】個のモチベーションを高めチームワークを強化する
第587回

新潟
11月10日

水

講  師
未来創心塾 代表

原田 彗資氏
プロフィール

大手パチンコホール経営会社で、述べ200
名以上の部下のマネジメントを経験などし
た後、人材育成会社で民間大手企業等
の研修を担当。現在は起業、副業支援な
どのオンラインスクール「fins」を主催。また、
執筆、セミナー講師等も含め、個人・企業
に対しコンサルティング等も行っている。

❶交渉についてのよくある誤解
❷ミニ交渉で交渉の基本を知ろう　
❸交渉の戦略（事前準備）

❹交渉の戦術（交渉中の注意事項）　
❺グループワーク
❻説得力とは？

❼コミュニケーションのヒント
❶ウィズコロナ・ポストコロナの心構え
❷リーダーの任務とあるべき姿

❸組織の仕事・組織で求められる立場
❹ほめるマネジメント

❺「リーダーとしての
　行動改善」作成

業務改善研修
第589回

新潟
1月26日

水

講  師
株式会社インソース 講師

プロフィール
民間企業にて部門責任者等を歴任後
2011年、株式会社フロリゲンを設立し
て代表取締役就任。2013年より現職。
階層別教育からビジネススキル関係ま
で幅広い分野での研修講師として、自
治体、官公庁や民間企業で活動し、高
い評価を得ている。

第588回

新潟
12月7日

火

講  師
エーファクトリー株式会社 パートナーコンサルタント

小松 浩一氏
プロフィール

百貨店に勤務する一方で、20年以上に渡
り中小企業診断士・1級販売士としてコン
サル、講演、研修を行う。著書25冊。マーケ
ティング、マネジメント、組織開発等のテー
マで数多く研修を行い、現場の実情を踏
まえてメンバーの意識改革を実践的な手
法で、コンサルティング活動を展開中。

長岡
12月8日

水

長岡
1月27日

木

グローバル化、技術の進歩など外的要因を中心に、ビジネスの現場では限られた人員で成
果を上げることが求められています。
そのためには、「改善」し続けることで、コスト削減とパフォーマンス向上の両立をしなければな
りません。『業務改善』研修は、このような状況に対応するために最も必要なスキルです。普段、
業務を行っている際、「少し工夫すればもっと効率良くできるのでは」と思いながらも、具体的
な改善について考える時間も余裕もなく、そのままになっていることは多くあるはずです。その

『少しの工夫』を研修内で洗い出し、すぐに実践に移せる改善行動計画に落とし込みます。

交渉力・説得力
第590回

新潟
2月24日

木

講  師
合同会社夢をカナエル 執行役員

住田 俊二氏
プロフィール

企業法務と人材育成に強い経営コン
サルタントとして、企業研修や創業支援
などで活躍している。長い企業経験に
基づいた指導と具体例を盛り込んだ丁
寧な説明で、顧客から高い評判を得て
いる。著書等に「24時間×365日の交渉
力」など多数。

長岡
2月25日

金

「モチベーションが上がらない」「組織全体のモチベーションが下がっている」こんな悩みはあ
りませんか。仕事のパフォーマンスを上げたい方、チーム、組織のモチベーションを上げたい
リーダーの方にとって大切なモチベーションを上げる方法についてお話します。モチベーショ
ンの理解を深めることで、個人、組織生産性を上げることもできるようになります。

―人のパフォーマンスを最大にするマネジメント―
人材の主体性向上と組織活性化のためには、管理監督者のリーダーシップ言動が重要です。この研
修では、管理監督者の言動が職場風土に大きな影響を与えるモデルを理解した上で、具体的なリー
ダーシップ言動について習得します。活性化した組織やモチベーションの高い人材が、パフォーマンスを
最大化させ、経営目標達成の原動力となります。その鍵が管理監督者のリーダーシップ言動なのです。
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私たちの周りには、社内・社外を含めて交渉ごとが数多く待ち受けています。「交渉ごとはどうも苦手で
…」という方もいらっしゃるかも知れませんが、事前の準備を十分にすれば、余裕を持って交渉に臨めます。
本セミナーでは、交渉の戦略（事前の準備）と戦術（交渉中の注意事項）に分けて、身近な事例に即して
考えます。

第581回

新潟
5月19日

水

長岡
5月20日

木

講  師
ミルラーニングメディア株式会社 代表取締役

小前 俊哉氏
プロフィール

大学を卒業の後、三菱電機コントロール
ソフトウエア株式会社、オムロン株式会
社などを経て、2001年に独立。大企業か
ら中小企業まで、新入社員から管理職ま
で年間平均100日以上の研修を実施し、
現在まで延べ2万人以上の研修を担
当。豊富な研修実績を持つ。

❶管理監督者を取り巻く環境・動向
❷主体性と活性化のマネジメント概要　　

❸リーダーシップの5言動
❹ケーススタディ討論―あなたが上司ならどうしますか

組織の成果を引き出すリーダーに必要な自立型問題解決思考法
目まぐるしく変化する経営環境の中で、一つ上の業績向上を実現するためには、リーダーの役割
が大切です。会社の戦略を理解し、現場で発生する様々な問題について、その本質を短時間で
把握するとともに多角的に分析し、複数の選択肢から最適な解決策を導き出せる能力を持つリー
ダーが必要なのです。本研修では問題解決に向けて迅速に行動できるリーダーを育成致します。

第582回

新潟
6月16日

水

講  師
大谷更生総合研究所合同会社 代表社員

大谷 更生氏
プロフィール

新潟県出身。明治大学商学部卒業後、
大手通信会社に18年間システムエンジ
ニアとして勤めた後に独立。現在は問題
整理の専門家として、問題整理手法、報
連相、仕事の段取りなどのビジネススキ
ルや売れ続ける仕組み構築に関する講
師やコンサルティングを行っている。

❶コーチングの基本概念　・コーチの役割  など
❷信頼関係を築くコミュニケーション術　・一人一人の個性を大切にするコーチングスキル  など
❸コーチングの活用　・目標を見失わず業務にチャレンジする手順  など

部下が積極的に動くコーチング活用法
第584回

新潟
8月4日

水

講  師
株式会社ライフプロデュース 代表取締役

振田 仁氏
プロフィール

三和銀行（現東京三菱ＵＦＪ銀行）、住宅
資材メーカー財務担当役員を経て、２００
２年中小企業の財務コンサルを得意とす
るファイナンシャル・プランナーとして独立。
自ら体験した倒産現場での実務経験を
生かして、企業再生の相談や経営改善・
創業支援の相談実務に携わっている。

第583回

新潟
7月6日

火

講  師
一般社団法人日本産業訓練協会 講師

馬場 英二氏
プロフィール

㈱神戸製鋼所の現業部門等で班長、
職 長 、係 長を歴 任 。その後 ㈱ 神 鋼
ヒューマン・クリエイトへ出向し、監督者
研修部部長等を経て2016年より現職。
大手メーカーを中心に指導実績多数。

長岡
7月7日

水

長岡
8月5日

木

組織力を高める部下指導とリーダーシップ
第585回

新潟
9月8日

水

講  師
風土刷新コンサルタントオフィス ハセガワ 主宰

長谷川 孝幸氏

久保寺 純也氏

プロフィール
大手化学メーカー等を経て1999年より研修講
師として活動。「よくわかる」「すぐわかる」「必
ず役に立つ」研修として企業だけでなく官公
庁、地方公共団体、医療機関、教育機関への
出講も多く、実業における日常的な行動改善
を重視したコンテンツを提供。一般社団法人日
本ほめる達人協会（「ほめ達！」）認定講師。

長岡
9月9日

木

上越
11月11日

木

❶はじめに
❷コミュニケーションの基本
❸背景にある価値観の違い　　

❹チームの成長段階とコミュニケーション
❺オンラインコミュニケーションのポイント
❻まとめ

❶「モチベーション」とは？
❷モチベーションを上げる方法
❸人材育成におけるモチベーション　　

❹チームマネジメントのモチベーション理論
❺生産性を高める意思決定モデル
❻自己管理

組織を一段階成長させるチーム内コミュニケーション
職場のコミュニケーションは、単に人間関係を良くするためのものではありません。コミュニ
ケーションは組織を変え成長させることができるのです。一段階成長させるためには、組織の
意向、上司の意向を部下に正確に伝えるとともに、部下の気持ちや考え方を十分に引き出し
てあげる必要があります。今回の講座では、部下の特徴を世代別に分けて理解し、組織の
成長段階に応じたコミュニケーションの取り方を学びます。

❶サーバントリーダーとは？
❷メンバーが仕事を「自分ゴト」だと思ってくれるために
❸メンバーの理解は「世代の理解」から
❹サーバントリーダーに必要なファシリテーション　

❺効果的な面談のやり方
❻チームの「人物相関図」を作る
❼サーバントリーダーのPDCAマネジメント
　　　　　　　　　　　　　　　など

サーバントリーダーシップ
―メンバーの思いを引き出す5つのテクニック―
社会の変化、働く環境、雇用形態や意識の多様化の中、チームリーダーに求められるリー
ダーシップは大きく変わっています。この研修は、成功した企業組織に多く見られる新しい
リーダーのあり方＝サーバントリーダーシップについての考え方と手法を実践的に学びます。

第586回

新潟
10月6日

水

長岡
10月7日

木

講  師
有限会社ヒューマンスキルプラネット 取締役社長

篭池 哲哉氏
プロフィール

リクルートグループにて求人広告営業、
イベントセミナー企画、流通業専門教育
コンサルタント会社にて教育研修・セミ
ナーの企画運営や、講師派遣プロダク
ション業務に従事。1999年独立。研修
講師、組織変革コンサルタントとして現
在に至る。

【生産性向上】個のモチベーションを高めチームワークを強化する
第587回

新潟
11月10日

水

講  師
未来創心塾 代表

原田 彗資氏
プロフィール

大手パチンコホール経営会社で、述べ200
名以上の部下のマネジメントを経験などし
た後、人材育成会社で民間大手企業等
の研修を担当。現在は起業、副業支援な
どのオンラインスクール「fins」を主催。また、
執筆、セミナー講師等も含め、個人・企業
に対しコンサルティング等も行っている。

❶交渉についてのよくある誤解
❷ミニ交渉で交渉の基本を知ろう　
❸交渉の戦略（事前準備）

❹交渉の戦術（交渉中の注意事項）　
❺グループワーク
❻説得力とは？

❼コミュニケーションのヒント
❶ウィズコロナ・ポストコロナの心構え
❷リーダーの任務とあるべき姿

❸組織の仕事・組織で求められる立場
❹ほめるマネジメント

❺「リーダーとしての
　行動改善」作成

業務改善研修
第589回

新潟
1月26日

水

講  師
株式会社インソース 講師

プロフィール
民間企業にて部門責任者等を歴任後
2011年、株式会社フロリゲンを設立し
て代表取締役就任。2013年より現職。
階層別教育からビジネススキル関係ま
で幅広い分野での研修講師として、自
治体、官公庁や民間企業で活動し、高
い評価を得ている。

第588回

新潟
12月7日

火

講  師
エーファクトリー株式会社 パートナーコンサルタント

小松 浩一氏
プロフィール

百貨店に勤務する一方で、20年以上に渡
り中小企業診断士・1級販売士としてコン
サル、講演、研修を行う。著書25冊。マーケ
ティング、マネジメント、組織開発等のテー
マで数多く研修を行い、現場の実情を踏
まえてメンバーの意識改革を実践的な手
法で、コンサルティング活動を展開中。

長岡
12月8日

水

長岡
1月27日

木

グローバル化、技術の進歩など外的要因を中心に、ビジネスの現場では限られた人員で成
果を上げることが求められています。
そのためには、「改善」し続けることで、コスト削減とパフォーマンス向上の両立をしなければな
りません。『業務改善』研修は、このような状況に対応するために最も必要なスキルです。普段、
業務を行っている際、「少し工夫すればもっと効率良くできるのでは」と思いながらも、具体的
な改善について考える時間も余裕もなく、そのままになっていることは多くあるはずです。その

『少しの工夫』を研修内で洗い出し、すぐに実践に移せる改善行動計画に落とし込みます。

交渉力・説得力
第590回

新潟
2月24日

木

講  師
合同会社夢をカナエル 執行役員

住田 俊二氏
プロフィール

企業法務と人材育成に強い経営コン
サルタントとして、企業研修や創業支援
などで活躍している。長い企業経験に
基づいた指導と具体例を盛り込んだ丁
寧な説明で、顧客から高い評判を得て
いる。著書等に「24時間×365日の交渉
力」など多数。

長岡
2月25日

金

「モチベーションが上がらない」「組織全体のモチベーションが下がっている」こんな悩みはあ
りませんか。仕事のパフォーマンスを上げたい方、チーム、組織のモチベーションを上げたい
リーダーの方にとって大切なモチベーションを上げる方法についてお話します。モチベーショ
ンの理解を深めることで、個人、組織生産性を上げることもできるようになります。

―人のパフォーマンスを最大にするマネジメント―
人材の主体性向上と組織活性化のためには、管理監督者のリーダーシップ言動が重要です。この研
修では、管理監督者の言動が職場風土に大きな影響を与えるモデルを理解した上で、具体的なリー
ダーシップ言動について習得します。活性化した組織やモチベーションの高い人材が、パフォーマンスを
最大化させ、経営目標達成の原動力となります。その鍵が管理監督者のリーダーシップ言動なのです。
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開設要項
対  象 管理監督者（主任～課長クラス）

期  間 令和3年5月～令和4年2月 10テーマ

開催地 ・ ・新潟市［全科目］ 長岡市［8回］ 上越市［2回］
受講料 ●各科目毎の都度申込の場合は1名につき

新潟県経営者協会会員
その他

8 ,800円（消費税込）
15 ,400円（消費税込）

………………………
…………………………………………

○
○

■納付された受講料は当日受講されなくとも返却できませんのでご了承下さい。
■各回とも昼食の用意はありません。

詳しい「開設要項」は最終ページにございます。

会社の業績を決定づけるのは、中堅層の管理監督者の質（スキルレベル）です。
「人材」を磨き、業績を牽引する「人財」となるためのポイントを体得していただけます。
ぜひ、ご活用ください。

令和3年度 第61期講座

管理監督者
能力開発セミナー

開設ご案内

□５回券申込方法
申込書に所定事項を記入し、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みの上、
下記取引銀行に5回券代金をお振込みください。

●５回券利用の場合

新潟県経営者協会会員
その他

35 ,200円（消費税込）
61 ,600円（消費税込）

……
………………………

○
○

※5回券の未使用分は翌年度に繰り越すことはできません。

通常より受講料を割り引いておりますので、ぜひ、ご活用ください。

第61期に限り5人分受講できます。

５回券代金

申込先 一般社団法人新潟県経営者協会
ＦＡＸ
ＭＡＩＬ

０２５-２６７-２３１０
kensyu@niigata-keikyo.jp

振込先 新潟県経営者協会（普通預金口座）

※銀行振込の場合は原則として領収書は発行いたしません。
※振込手数料は貴社にてご負担お願いいたします。

※申込書はホームページからもダウンロードいただけます。

受講の
申込み

○

○

お申し込みは、個別開催案内の申込書にてお願いいたします。
弊会ホームページからもお申込みいただけます。
都合により講座名、講師、日程、内容等を変更することがあります。
また、事情により講座を延期、中止する場合があります。予めご了承ください。

□第四北越銀行白山支店（№0173179）
□大光銀行新潟支店（№314069）



（一社）新潟県経営者協会 宛 

（FAX ０２５－２６７－２３１０  E-Mail kensyu@niigata-keikyo.jp） 

管理監督者能力開発セミナー 

第６１期講座（令和３年度）受講５回券申込書 

申込日：令和３年  月  日 

 

所在地（〒      ） 

                                    

会社名 

                                    

 

ご担当者名                TEL          

 

所属・役職                 FAX          

 

５回券     枚        円 

※該当項目を○で囲んで下さい。 

 請求書 （要  不要） 

 領収書 （要  不要） 

 

＜参加予定人数＞ ※必ずご記入ください（記入数を予約として承ります） 

回 数 予定人数 回 数 予定人数 

第 581回 新潟   名 長岡   名 第 586回    新潟   名 長岡   名 

第 582回 新潟   名 上越   名 第 587回 新潟   名 上越   名 

第 583回 新潟   名 長岡   名 第 588回 新潟   名 長岡   名 

第 584回 新潟   名 長岡   名 第 589回 新潟   名 長岡   名 

第 585回 新潟   名 長岡   名 第 590回 新潟   名 長岡   名 

小 計 新潟   名 長岡   名 上越   名 合 計              名 

＜協会使用欄＞ 

処理日  

発券番号  

請求書番号  
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