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一般社団法人  新潟県経営者協会主 催

https://www.niigata-keikyo.jp/URL

開設要項
対  象 管理監督者（主任～課長クラス）

期  間 令和4年5月～令和5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4年度 第62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62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、受講料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）

新潟市役所
分館

●駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しいただくか、
　近隣の有料駐車場（陸上競技場、新潟市役所分館等）をご利用ください。
●研修会場は、個別にご案内いたします。



202262th科目・講師・実施日・開催地
令和4年度  管理監督者能力開発セミナー

上越
6月22日

水

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

部下のほめ方・叱り方の極意

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。

コーチングとは、対話を通じて相手の考えを深めたり広げたりしながら、 相手の目標達成に向
けて、「より心に響く自らの選択」と「自発的な行動」を支援するコミュニケーションのプロセスです。
性差や世代差のある多様な人材から成る組織をより活気ある、そして能力の発揮できる職場
環境にするためには、管理者による部下や同僚に対する関わりが大きく影響します。

問題解決をするとき、もちろん手法は大事です。それと同時に問題の根本を特定する技術も備
えていなければ、立てた対策が徒労に終わってしまいます。本講座では、問題解決と問題発見
の関係を知り、正しい問題を特定できるような学びを深めます。
また、問題発見をする際に必要なヒアリングスキルのアップと、よくありがちな問題の原因を解消
するワークを通じて、自社の問題解決に役立てます。

第591回

新潟
5月24日

火

長岡
5月25日

水

講  師
有限会社島田教育総合研究所 代表取締役

島田 義也氏
プロフィール

早稲田大学法学部卒。㈱ユーハイム、管理
者養成学校「地獄の訓練」講師、㈱ＫＨＳ研
修センター常務取締役を経て平成6年独立、
㈲島田教育総合研究所を設立する。著書に

「経費節減578のアクション」（中経出版）、専
門誌連載論文に「効果的な管理者研修の
企画と運営」（月刊「企業と人材」）など多数。

リーダーシップ力を高める！実践交渉術
取引先や部下など幅広く各階層のビジネスパーソンと対面でコミュニケーションをする機会の
多い管理者にとって"交渉力"の養成は必要不可欠といえます。交渉とは"交渉に勝つ＝自分だ
けが勝つ"というものではなく、お互いの利得が最大になるような全体最適の合意を導き出す

「問題解決の手段」なのです。本研修では、社内外に対して自信を持って意見を交わし両者が
満足できる条件を獲得するための交渉力を学びます。

第592回

新潟
6月21日

火

講  師
エル教育企画 代表

飯島 宗広氏
プロフィール

山梨学院大学法学部卒業後、弱電電源メー
カー等を経て、教育コンサルタント会社で学ぶ。
2002年独立開業。各種企業内コンサルタント

（営業戦略、組織改革、店舗指導など）ならび
に社員研修（リーダー研修、営業・販売研修、
コーチング研修、メンタルパワー研修など）、ま
た各種団体における研修講師として活躍中。

❶コーチングの目的―コーチング・コミュニケーションで最も重要な要素　など
❷コーチングとコミュニケーション―コーチング対話の可能性　など
❸マネジメントに必要なコーチング・コミュニケーション―相手の視点を転換させる質問力　など
❹実践：ロールプレイ

❶問題とはなにか？―問題解決の目的、問題を大きくしないためには　など
❷問題解決スキル①―SOAP法を用いた問題解決　など
❸問題解決スキル②―問題解決の3つのステップ　など　　❹ロールプレイング　など

❶交渉力（ネゴシエーション・スキル）の理解と実践
❷交渉力の基本となる「コミュニケーション」―コミュニケーションの４つのスキル
❸交渉ケースから学ぶ　など

自立型人材を育てるビジネスコーチング
第594回

新潟
8月4日

木

講  師
L.C.L. 代表 エグゼクティブ・コーチ

根本ディーコン雅子氏
プロフィール

三菱商事株式会社に入社。数多くのプロ
ジェクトに関与しその後渡英。ビジネスコン
サルティング会社で契約コンサルとして危機
管理、プロジェクトマネジメントで様々なチー
ムビルディングに貢献。その後L.C.Lを設立
して現事業、コーチングをベースにした企業
研修、セミナー等の講師としても活躍中。

第593回

新潟
7月6日

水

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

木

長岡
8月5日

金

リーダーのための問題解決力向上研修
第595回

新潟
9月7日

水

講  師
RelationShift株式会社 代表取締役社長

西勝 譲氏

福島 正人氏

プロフィール
中央大学法学部卒業後、株式会社セルム
等を経て、NR JAPAN株式会社に入社。
個人向けに対人コーチング・セミナー販売
を担当後、フリーランスコーチとして独立し、
延べ1,000人の若手社員に対してコーチン
グを実施。2018年より現職。企業向けの研
修やコンサルティングを提供している。

長岡
9月8日

木

上越
11月10日

木

❶モチベーションとは
❷コミュニケーションの構造の把握

❸言葉で人のやる気を引き出し、
　維持する言葉の使い方　など

❶アイスブレーク―リーダーの言葉の重み　など
❷コミュニケーションの「肝」―始まりは、まず、受け止めるから　など
❸信頼関係の構築と成長支援のコミュニケーション―本音を引き出す質問術　など
❹リーダーとして、気概を持って伝える―リーダーとして、フィードバックする言い方　など
❺チームメンバーの４つのタイプを理解する―自己理解で自分のコミュニケーションの『罠』を認識する　など

モチベーション・マネジメント研修
モチベーションマネジメントにおいては、部下のモチベーションをマネジメントする前に、いかに自
己のモチベーションの源泉を認知し、他者との違いを理解できるかが重要です。この講座では、
自己と他者のモチベーションがどのようにして高められ維持できるのかを、最新の心理学コミュ
ニケーションの分野から「LABプロファイル®」のスキルを活用しながら進めます。自己と他者の
モチベーションのパターンの違いを知ることで、異なるパターンを持つ部下それぞれに合った効
果的なコミュニケーションを図れるようになることを目指します。

❶リーダーとリーダーシップ
❷リーダーシップ開発・強化のスキル
❸自己のパーソナリティー特性診断

❹リーダーシップスタイル診断　
❺リーダーシップとフォロアーシップ

リーダーシップ行動の開発と強化
組織に関わりあうメンバー・チームの力を組織目標の達成に向けて、生産的・機能的なものにする
よう働きかける“影響力の発揮”をリーダーシップと定義づければ、リーダーシップの効果的発揮の
ためには、相手の状況や取り組む課題の特性によって、リーダー行動を適応させていくことが必要
です。本講では、リーダーシップ行動において影響力の効果性を向上させる多面的な側面を検討
するとともに、自分のリーダーシップ行動の傾向性を把握してその適合行動のあり方を探ります。

第596回

新潟
10月5日

水

長岡
10月6日

木

講  師
株式会社J-Labo 特別講師

堀口 瑞予氏
プロフィール

日本航空株式会社客室乗務員（国際線）
出身。企業研修講師として、経営者から学
生まで幅広い層に向けた講座で全国で活
躍中。また、大学では社会人向けリカレント
教育の一環としてのビジネスプログラムなど
を担当。日本におけるLABプロファイル®の
数少ない専門家として人気を博している。

「聴く」と「訊く（問う）」で組織の成長を図るコミュニケーション術
第597回

新潟
11月9日

水

講  師
ODCatalyst 代表

本木 和子氏
プロフィール

通信機・計測器メーカーなど数社の外資系
企業で人事部門の統括責任者として務め、
在職中は採用・人材評価制度管理、管理職
のリーダーシップ研修など人材育成や組織開
発に従事。2018年に独立。現在は人と組織に
関する外部専門家として、企業に対しコンサ
ルティングや研修、コーチングを提供している。

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。

―新しい時代の人材育成法―
私たちが働く環境が、大きく変化しています。部下育成に関しても「昔のやり方が通用しない」「部下の本音
が分からない」と多くの上司が悩んでいます。この講座では、キャリアを取り巻く環境変化を理解し、部下育
成で使える実践的なスキルを学びます。さらに、部下育成の現場で活用できるオリジナル資料も提供します。
※参加者特典として、部下育成で活用できる「BasMos社会人基礎力診断サービス」を無料提供いたしま
す。（セミナー当日にご案内します）
❶部下育成の基本スキル
❷キャリアを取り巻く環境変化

❸自律的なキャリア形成
❹社会人基礎力の育成

楽しく学ぶ！  部下育成 実践講座
第599回

新潟
1月25日

水

講  師
合同会社夢をカナエル 代表社員

プロフィール
都市銀行勤務を経て、2004年に中小企業診
断士を取得し独立。プロコンサルタント・人気講
師として活躍。「中小企業でもすぐに始められ
る！組織と人材の育ち合いプログラム（労働調
査会）」他、書籍・専門誌での執筆多数。「従
業員特性調査ツールＢａｓＭｏｓの研究開発」で、
中小企業診断協会会長賞を受賞している。

第598回

新潟
12月6日

火

講  師
有限会社組織文化工学研究所 代表取締役

朝川 哲一氏
プロフィール

日本評論社「労働／経済」出版部を経
て総合労働研究所入所。1983年、エ
イデル研究所設立に参画－産業教育
企画・指導部長、日本ＯＪＴ研究セン
ター主任研究員を経て1996年10月よ
り現職。

長岡
12月7日

水

長岡
1月26日

木

業務改善研修
第600回

新潟
2月21日

火

講  師
株式会社インソース 講師

久保寺 純也氏
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。

長岡
2月22日

水

職場において風通しの良いコミュニケーション関係を構築し、管理者と部下の間に不満・不安
のない体制をつくることは、職場の雰囲気を活性化させ作業効率をあげることにつながります。
本セミナーでは風通しの良い組織をつくるためのコミュニケーション手法について解説します。

―人を動かす要締は「ほめる」「叱る」にあり―
教育環境や生活環境が違う新入社員や若手社員を育成する上で、世代ギャップのある管理・
監督者がこれまでと同じやり方で指導しようとしても上手くいかず、組織運営の悩みとなってい
る声も聞こえてきます。各企業とも“イマドキの若手社員”をヤル気にさせ、元気にさせる手法を
求めていますが先ずは管理・監督者の行動と考え方の改革も大変重要な課題です。現在、特
に関心を集めているのが、「部下＝若年者」に対しての「ほめ方・叱り方」です。本研修では簡単
なようでいて大変気を使う「ほめ方・叱り方」について実践事例を取り入れわかりやすく進めて
いきます。
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―安全衛生の基本と現場力向上―
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また、問題発見をする際に必要なヒアリングスキルのアップと、よくありがちな問題の原因を解消
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長岡
5月25日

水

講  師
有限会社島田教育総合研究所 代表取締役

島田 義也氏
プロフィール

早稲田大学法学部卒。㈱ユーハイム、管理
者養成学校「地獄の訓練」講師、㈱ＫＨＳ研
修センター常務取締役を経て平成6年独立、
㈲島田教育総合研究所を設立する。著書に

「経費節減578のアクション」（中経出版）、専
門誌連載論文に「効果的な管理者研修の
企画と運営」（月刊「企業と人材」）など多数。

リーダーシップ力を高める！実践交渉術
取引先や部下など幅広く各階層のビジネスパーソンと対面でコミュニケーションをする機会の
多い管理者にとって"交渉力"の養成は必要不可欠といえます。交渉とは"交渉に勝つ＝自分だ
けが勝つ"というものではなく、お互いの利得が最大になるような全体最適の合意を導き出す

「問題解決の手段」なのです。本研修では、社内外に対して自信を持って意見を交わし両者が
満足できる条件を獲得するための交渉力を学びます。

第592回

新潟
6月21日

火

講  師
エル教育企画 代表

飯島 宗広氏
プロフィール

山梨学院大学法学部卒業後、弱電電源メー
カー等を経て、教育コンサルタント会社で学ぶ。
2002年独立開業。各種企業内コンサルタント

（営業戦略、組織改革、店舗指導など）ならび
に社員研修（リーダー研修、営業・販売研修、
コーチング研修、メンタルパワー研修など）、ま
た各種団体における研修講師として活躍中。

❶コーチングの目的―コーチング・コミュニケーションで最も重要な要素　など
❷コーチングとコミュニケーション―コーチング対話の可能性　など
❸マネジメントに必要なコーチング・コミュニケーション―相手の視点を転換させる質問力　など
❹実践：ロールプレイ

❶問題とはなにか？―問題解決の目的、問題を大きくしないためには　など
❷問題解決スキル①―SOAP法を用いた問題解決　など
❸問題解決スキル②―問題解決の3つのステップ　など　　❹ロールプレイング　など

❶交渉力（ネゴシエーション・スキル）の理解と実践
❷交渉力の基本となる「コミュニケーション」―コミュニケーションの４つのスキル
❸交渉ケースから学ぶ　など

自立型人材を育てるビジネスコーチング
第594回

新潟
8月4日

木

講  師
L.C.L. 代表 エグゼクティブ・コーチ

根本ディーコン雅子氏
プロフィール

三菱商事株式会社に入社。数多くのプロ
ジェクトに関与しその後渡英。ビジネスコン
サルティング会社で契約コンサルとして危機
管理、プロジェクトマネジメントで様々なチー
ムビルディングに貢献。その後L.C.Lを設立
して現事業、コーチングをベースにした企業
研修、セミナー等の講師としても活躍中。

第593回

新潟
7月6日

水

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

木

長岡
8月5日

金

リーダーのための問題解決力向上研修
第595回

新潟
9月7日

水

講  師
RelationShift株式会社 代表取締役社長

西勝 譲氏

福島 正人氏

プロフィール
中央大学法学部卒業後、株式会社セルム
等を経て、NR JAPAN株式会社に入社。
個人向けに対人コーチング・セミナー販売
を担当後、フリーランスコーチとして独立し、
延べ1,000人の若手社員に対してコーチン
グを実施。2018年より現職。企業向けの研
修やコンサルティングを提供している。

長岡
9月8日

木

上越
11月10日

木

❶モチベーションとは
❷コミュニケーションの構造の把握

❸言葉で人のやる気を引き出し、
　維持する言葉の使い方　など

❶アイスブレーク―リーダーの言葉の重み　など
❷コミュニケーションの「肝」―始まりは、まず、受け止めるから　など
❸信頼関係の構築と成長支援のコミュニケーション―本音を引き出す質問術　など
❹リーダーとして、気概を持って伝える―リーダーとして、フィードバックする言い方　など
❺チームメンバーの４つのタイプを理解する―自己理解で自分のコミュニケーションの『罠』を認識する　など

モチベーション・マネジメント研修
モチベーションマネジメントにおいては、部下のモチベーションをマネジメントする前に、いかに自
己のモチベーションの源泉を認知し、他者との違いを理解できるかが重要です。この講座では、
自己と他者のモチベーションがどのようにして高められ維持できるのかを、最新の心理学コミュ
ニケーションの分野から「LABプロファイル®」のスキルを活用しながら進めます。自己と他者の
モチベーションのパターンの違いを知ることで、異なるパターンを持つ部下それぞれに合った効
果的なコミュニケーションを図れるようになることを目指します。

❶リーダーとリーダーシップ
❷リーダーシップ開発・強化のスキル
❸自己のパーソナリティー特性診断

❹リーダーシップスタイル診断　
❺リーダーシップとフォロアーシップ

リーダーシップ行動の開発と強化
組織に関わりあうメンバー・チームの力を組織目標の達成に向けて、生産的・機能的なものにする
よう働きかける“影響力の発揮”をリーダーシップと定義づければ、リーダーシップの効果的発揮の
ためには、相手の状況や取り組む課題の特性によって、リーダー行動を適応させていくことが必要
です。本講では、リーダーシップ行動において影響力の効果性を向上させる多面的な側面を検討
するとともに、自分のリーダーシップ行動の傾向性を把握してその適合行動のあり方を探ります。

第596回

新潟
10月5日

水

長岡
10月6日

木

講  師
株式会社J-Labo 特別講師

堀口 瑞予氏
プロフィール

日本航空株式会社客室乗務員（国際線）
出身。企業研修講師として、経営者から学
生まで幅広い層に向けた講座で全国で活
躍中。また、大学では社会人向けリカレント
教育の一環としてのビジネスプログラムなど
を担当。日本におけるLABプロファイル®の
数少ない専門家として人気を博している。

「聴く」と「訊く（問う）」で組織の成長を図るコミュニケーション術
第597回

新潟
11月9日

水

講  師
ODCatalyst 代表

本木 和子氏
プロフィール

通信機・計測器メーカーなど数社の外資系
企業で人事部門の統括責任者として務め、
在職中は採用・人材評価制度管理、管理職
のリーダーシップ研修など人材育成や組織開
発に従事。2018年に独立。現在は人と組織に
関する外部専門家として、企業に対しコンサ
ルティングや研修、コーチングを提供している。

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。

―新しい時代の人材育成法―
私たちが働く環境が、大きく変化しています。部下育成に関しても「昔のやり方が通用しない」「部下の本音
が分からない」と多くの上司が悩んでいます。この講座では、キャリアを取り巻く環境変化を理解し、部下育
成で使える実践的なスキルを学びます。さらに、部下育成の現場で活用できるオリジナル資料も提供します。
※参加者特典として、部下育成で活用できる「BasMos社会人基礎力診断サービス」を無料提供いたしま
す。（セミナー当日にご案内します）
❶部下育成の基本スキル
❷キャリアを取り巻く環境変化

❸自律的なキャリア形成
❹社会人基礎力の育成

楽しく学ぶ！  部下育成 実践講座
第599回

新潟
1月25日

水

講  師
合同会社夢をカナエル 代表社員

プロフィール
都市銀行勤務を経て、2004年に中小企業診
断士を取得し独立。プロコンサルタント・人気講
師として活躍。「中小企業でもすぐに始められ
る！組織と人材の育ち合いプログラム（労働調
査会）」他、書籍・専門誌での執筆多数。「従
業員特性調査ツールＢａｓＭｏｓの研究開発」で、
中小企業診断協会会長賞を受賞している。

第598回

新潟
12月6日

火

講  師
有限会社組織文化工学研究所 代表取締役

朝川 哲一氏
プロフィール

日本評論社「労働／経済」出版部を経
て総合労働研究所入所。1983年、エ
イデル研究所設立に参画－産業教育
企画・指導部長、日本ＯＪＴ研究セン
ター主任研究員を経て1996年10月よ
り現職。

長岡
12月7日

水

長岡
1月26日

木

業務改善研修
第600回

新潟
2月21日

火

講  師
株式会社インソース 講師

久保寺 純也氏
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。

長岡
2月22日

水

職場において風通しの良いコミュニケーション関係を構築し、管理者と部下の間に不満・不安
のない体制をつくることは、職場の雰囲気を活性化させ作業効率をあげることにつながります。
本セミナーでは風通しの良い組織をつくるためのコミュニケーション手法について解説します。

―人を動かす要締は「ほめる」「叱る」にあり―
教育環境や生活環境が違う新入社員や若手社員を育成する上で、世代ギャップのある管理・
監督者がこれまでと同じやり方で指導しようとしても上手くいかず、組織運営の悩みとなってい
る声も聞こえてきます。各企業とも“イマドキの若手社員”をヤル気にさせ、元気にさせる手法を
求めていますが先ずは管理・監督者の行動と考え方の改革も大変重要な課題です。現在、特
に関心を集めているのが、「部下＝若年者」に対しての「ほめ方・叱り方」です。本研修では簡単
なようでいて大変気を使う「ほめ方・叱り方」について実践事例を取り入れわかりやすく進めて
いきます。
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https://www.niigata-keikyo.jp/URL

開設要項
対  象 管理監督者（主任～課長クラス）

期  間 令和4年5月～令和5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4年度 第62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62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、受講料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）

新潟市役所
分館

●駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しいただくか、
　近隣の有料駐車場（陸上競技場、新潟市役所分館等）をご利用ください。
●研修会場は、個別にご案内いたします。



（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６２期講座（令和４年度）受講５回券申込書 

申込日：令和４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 591回 新潟   名 長岡   名 第 596回    新潟   名 長岡   名 

第 592回 新潟   名 上越   名 第 597回 新潟   名 上越   名 

第 593回 新潟   名 長岡   名 第 598回 新潟   名 長岡   名 

第 594回 新潟   名 長岡   名 第 599回 新潟   名 長岡   名 

第 595回 新潟   名 長岡   名 第 600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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