
会員限定
特別価格

企業内のインフルエンザの集団感染を未然に防止するために、
特別価格でインフルエンザ予防接種を実施します。

3,500円（税込）
価格 従業員の

ご家族の方も
お受けできます！

インフルエンザ
予防接種

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

福岡商工会議所の

日　時

価　格

対　象

場　所

定　員

申　込

実施機関

福岡商工会議所

11月15日（水） 13:00～19:00

福岡商工会議所　4階会議室

200名 ※定員に達し次第、締切

（公財）パブリックヘルスリサーチセンター

桜十字病院

10月25日（水）～12月27日（水）  毎週水・金曜日
※11月15日（水）、17日（金）は除く

桜十字博多駅健診クリニック

詳細は当所HPをご確認ください

（医）桜十字病院

3,500円（税込）

会員事業所の経営者、従業員及びそのご家族

10月2日（月）より当所HPにて受付

NO.45 11月8日（水）13:00～17:00

NO.47 11月15日（水）10:00～17:00NO.46 11月9日（木）10:00～17:00

㈱レゾンデートル　髙原優子氏

〈若手社員・中堅社員向け〉
オリエンテーション／1.業務効率化のた
めに【講義・個人ワーク】／2.業務効率化
と進め方のポイント【講義・個人ワーク・
グループワーク】3. 総合演習【講義・グ
ループワーク】
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

ムリ・ムダ・ムラを無くす業務効率化基礎講座

NO.49 11月21日（火）10:00～17:00NO.48 11月16日（木）13:00～17:00

与信管理と危ない会社の見分け方

㈱ソルネット経営　齊藤公一氏

〈管理職・経営者向け〉
1.開講・オリエンテーション／2.危ない
会社の見分け方／3.与信管理実践15項目
／4.危険兆候を感じた時の諸対応　他
◎受講料：会員10,290円／一般15,430円

NEW

㈱ビジネスリファイン　城下博美氏

〈中堅社員向け〉
1. 中堅社員の役割と責任／2. 組織での
リーダーシップ／3.効果性を上げる後輩
育成・指導の方法
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

中堅社員パワーアップ講座

NO.43 10月26日（木）10:00～17:00NO.42 10月25日（水）10:00～17:00

NO.44 11月7日（火）10:00～17:00

若手社員の離職は防止できる！人事担当者
のための定着力向上研修

㈱ストローク　陣内幸史郎氏

〈総務・人事向け〉
1.オリエンテーション／2.現在の労働市
場、学生・求職者の傾向／3.早期離職の
原因／4.採用のミスマッチを防ぐ　他
◎受講料：4,630円（一律）

給与計算と年末調整計算の実務対応～担当者
が押さえておきたい知識と実践～

如水社会保険労務士事務所　早田晋一氏

〈経理・総務向け〉
1.給与計算（①給与計算の概要を理解する 
②給与計算に必要となる知識　他）／2.年
末調整の実務（①そもそも年末調整とは何
か ②年末調整に必要な知識　他）
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

福岡市共催

12・2018年1月　開催講座（予定）
12/5（火） ストレス時代を乗りきるためのセルフケア講座
12/6（水） 指示待ちから会社変革人材へ【NEW】
12/12（火） 組織に一体感をもたらす管理職に求められる自立・協働スタンス開発研修【NEW】
1/17（水） 仕事ができる人になる「報・連・相」徹底トレーニング
1/25（木） 明日から円滑！伝わる話し方講座

デール・カーネギー「人を動かす」　人間関係
づくりと行動を促す話し方の秘訣

D.Cトレーニングジャパン㈱　石原由一朗氏

〈コミュニケーション〉
1.「デール・カーネギー：人間関係の原則」
を学ぶ／2.これまでも効果的に「人間関係の
原則」に触れてきたことを理解する／3.信頼
関係を気付くための行動計画を立てる　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

管理職スキルアップ研修～部下のやる気を引
き出す褒め方・叱り方・伝え方～

㈱SCAi渡邉由規話し方教室　小田知美氏

〈管理職向け〉
1.管理職に求められる役割／2.マネジメ
ントの重要性／3.コミュニケーションス
キルの構築／4. やる気を引き出すテク
ニック　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

地域密着型マーケティング戦略～企業存続
に必要な３大要素とは～

みらい総研合同会社　野田義文氏

〈営業（中堅社員～経営者）向け〉
1.地域密着型マーケティングとはなにか
　企業存続に必要な「３大要素」／2.地域
密着型マーケティング戦略／3.自社の社
会的ポジショニングを確立する
◎受講料：会員10,290円／一般15,430円

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
定員：35名（先着順） ※受講料すべて税込価格です。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通
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●お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！申込方法などについては当所HPをご覧ください。

福岡商工会議所の検定試験
LICENSE

実践的・理論的な色彩の知識が身につき、説
得力をもった色彩計画やイメージ戦略が可能に
なります。

カラーコーディネーター

試験日

第43回
1～3級 12月3日（日）

申込期間 受講料（税込）

9月19日（火）
～10月20日（金）

1級 9,440円
2級 7,340円
3級 5,250円

第42回
1～3級 12月10日（日） 9月26日（火）

～10月27日（金）

1級 10,800円
2級   6,480円
3級   4,320円

試験日 申込期間 受講料（税込）

コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに
最適。法務部門に限らず、営業・販売・総務・
人事、あらゆる職種の方が受験しています。

ビジネス実務法務

試験日

第23回 12月17日（日）

申込期間 受講料（税込）

10月3日（火）
～11月2日（木） 5,400円

率先して環境問題に取り組む「人づくり」と環境
と経済を両立させた「持続可能な社会づくり」を
目指します。

環境社会（eco検定）

試験日

第34回 12月17日（日）

申込期間 受講料（税込）

10月3日（火）
～11月2日（木）

10,150円
Subject1のみ5,400円
Subject2のみ7,990円（　　　　　　　 ）

IFRS（国際財務報告基準）というグローバルな
会計ルール導入に向けた人材の確保・育成に活
用できます。

BATIC（国際会計検定）

お申し込み・お問い合わせ／会員組織･共済グループ　TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810　URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/risk/

※受付開始は、開催日の2か月前を予定しています。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください。
※このほかのセミナーについては、決まり次第お知らせいたします。

全日程共通　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名

　有事の際にも慌てない強い会社をつくるための「福商リスクマネジメントセミナー」を開催します。
　地域を支える商工業者のみなさまの持続・成長に向け、事業を行う際に想定される様々なリスクと、それらを未然に防ぐための対応策などを学ぶ
ことで、「危機管理」に対する意識が高まり、「事前の備え」と「早めの対応」を十分に行うことができるようになります。
　この機会に、あなたの会社の「リスクマネジメント」を再点検してみませんか。

福商リスクマネジメントセミナー

「健康経営」について（仮題）
会場／408会議室

10月27日㈮

事例から学ぶBCP
～自分の会社を守れますか？～
会場／403会議室

11月9日㈭

講師 ：東京商工会議所　サービス・交流部
　　　部長　藤田 善三氏、他

講師 ：㈱インターリスク総研
　　　上席コンサルタント　鍵村 有子氏

備えは
万全ですか？

安全配慮
義務

事業継続
（BCP）

健康経営

人材確保

福利厚生
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●お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！申込方法などについては当所HPをご覧ください。

福岡商工会議所の検定試験
LICENSE

実践的・理論的な色彩の知識が身につき、説
得力をもった色彩計画やイメージ戦略が可能に
なります。

カラーコーディネーター

試験日

第43回
1～3級 12月3日（日）

申込期間 受講料（税込）

9月19日（火）
～10月20日（金）

1級 9,440円
2級 7,340円
3級 5,250円

第42回
1～3級 12月10日（日） 9月26日（火）

～10月27日（金）

1級 10,800円
2級   6,480円
3級   4,320円

試験日 申込期間 受講料（税込）

コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに
最適。法務部門に限らず、営業・販売・総務・
人事、あらゆる職種の方が受験しています。

ビジネス実務法務

試験日

第23回 12月17日（日）

申込期間 受講料（税込）

10月3日（火）
～11月2日（木） 5,400円

率先して環境問題に取り組む「人づくり」と環境
と経済を両立させた「持続可能な社会づくり」を
目指します。

環境社会（eco検定）

試験日

第34回 12月17日（日）

申込期間 受講料（税込）

10月3日（火）
～11月2日（木）

10,150円
Subject1のみ5,400円
Subject2のみ7,990円（　　　　　　　 ）

IFRS（国際財務報告基準）というグローバルな
会計ルール導入に向けた人材の確保・育成に活
用できます。

BATIC（国際会計検定）

お申し込み・お問い合わせ／会員組織･共済グループ　TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810　URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/risk/

※受付開始は、開催日の2か月前を予定しています。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください。
※このほかのセミナーについては、決まり次第お知らせいたします。

全日程共通　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名

　有事の際にも慌てない強い会社をつくるための「福商リスクマネジメントセミナー」を開催します。
　地域を支える商工業者のみなさまの持続・成長に向け、事業を行う際に想定される様々なリスクと、それらを未然に防ぐための対応策などを学ぶ
ことで、「危機管理」に対する意識が高まり、「事前の備え」と「早めの対応」を十分に行うことができるようになります。
　この機会に、あなたの会社の「リスクマネジメント」を再点検してみませんか。

福商リスクマネジメントセミナー

「健康経営」について（仮題）
会場／408会議室

10月27日㈮

事例から学ぶBCP
～自分の会社を守れますか？～
会場／403会議室

11月9日㈭

講師 ：東京商工会議所　サービス・交流部
　　　部長　藤田 善三氏、他

講師 ：㈱インターリスク総研
　　　上席コンサルタント　鍵村 有子氏

備えは
万全ですか？

安全配慮
義務

事業継続
（BCP）

健康経営

人材確保

福利厚生

教育訓練給付金制度の利用が可能です。
なお、各種割引制度との併用は不可となっており、
その他割引適用条件等はご確認ください。
お申し込みの流れ・詳細は当所ホームページにてご確認ください。

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

宅地建物取引士・社会保険労務士
FP（ファイナンシャル・プランナー）
中小企業診断士 等

当所では、LEC東京リーガルマインド福岡本校と提携し、
各種資格取得のための講座を会員価格にてご提供しております。

とお考えの皆様はぜひご活用ください！

「社内でスキルアップを目指したい！」
「もう一度、あの資格に挑戦したい！」

福岡商工会議所

キャリアアップ
支援プログラム

LEC東京リーガルマインド福岡本校　提携

会員の皆様は
一般価格より

でご受講
いただけます20％off

I N F O R M A T I O N

お申し込み・お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146　FAX 092-482-1523

事業承継について学ぶ

お申し込み・お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146　E-mail：fkkeiei＠fukunet.or.jp

経営革新計画承認を目指す

【日時】〈全3日間〉平成29年11月11日（土）、12日（日）、18日（土）10:00～17:00
【場所】福岡商工会議所 B1-b会議室（11、12日）、B1-a会議室（18日）

経営革新塾（実践型・少人数制）

【日時】平成29年10月26日（木）14:00～16:00
【場所】TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター701会議室（福岡市博多区博多駅中央街4-8ユーコウビル7F）

経営のバトンタッチセミナー ～今すぐ考えよう！ あなたの会社の事業承継～

【対　象】経営革新計画の承認申請・取得を目指す事業者
【定　員】20名（応募多数の場合は抽選）
【受講料】無料

【申込】当所ホームページよりお申し込みください。 
【締切】平成29年10月27日（金）

　経営革新塾では、今日の経済動向や、顧客ニーズの変化・消費税率引き上げをはじめとする経営環境の変化への対
応方法等について学びます。さらに、経営力強化を図るため、新しい経営戦略策定に向けて経営革新計画書を実際に
作成していくなど、実践力が身に付くワークショップが中心のカリキュラムとなっています。最終的には、作成した経営
革新計画書の福岡県への申請、承認まで応援いたします。  ※受講生には、それぞれ担当講師がつき、セミナー受講後もフォローを行います。

【内容】第1部／講演　講師：中小企業診断士　奥山 慎次氏
　　　・中小企業の事業承継における現状　・親族承継、従業員承継、M＆Aについて
　　　 第2部／トークセッション
　　　 　　　　㈲船津ソーイング　代表取締役　畠中 政伸氏
　　　 　　　　（独）中小機構九州　事業承継コーディネーター　薗田 恭久氏

【定　員】80名
【参加費】無料
【申　込】当所ホームページより

お申し込みください。

　本セミナーでは、事業承継に関心のある経営者の方、後継者候補の方などを対象に、中小企業における事業承継の現状や手
法（親族承継・M＆Aなど）についての講演と、実際に事業承継をおこなった後継者の方を招いたトークセッションを実施します。
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