(一社)茨城県経営者協会主催 令和３年４月～８月開催予定

研修スケジュール

※計画確定次第、随時HPにて更新します

※協会ホームページ（https://ikk.or.jp）では、下記以外の事業もご案内してございますので是非ご覧下さい。
※新型コロナウイルス感染症影響により,スケジュールが変更になるケースもございますのでお含み置き下さい。
分類

研修名

対象

内

会員参加費
()内は会員外参加費

容

開催月日（会場）

「1ページの経営指針の作り方(仮題)」
講師：荷口経営会計事務所・法務事務所代表
口裕行氏

企業経営力向上セミナー
経営トップ・経営幹部
（リアル開催のみ）

荷

【内容】
企業経営の基盤となる経営指針の策定を軸に、そ
れを実現するための行動計画方法、企業として稼
ぐ仕組みの構築（主にマーケティング）方法等を
学ぶ

会員無料(5,000円)

7/13(火)
13:30～17:00
（茨城県産業会館）

「2回シリーズで学ぶ"マネジメント"と"リーダー
シップ"」
講師：ヤマオコーポレーション代表取締役
慎人氏
取締役・役員のための研修講座
（2回シリーズ、リアル開催のみ）

鬼澤
2講受講:16,000円
(32,000円)

取締役・役員など経営
【内容】
幹部
① 真のリーダーシップとは何か、リーダーシップ 1講受講:9,000千円
とマネジメントの違い、組織風土の変革、場づく (18,000円)
り、変化に対して価値を創造し続ける
② 部下の成長を助ける、人をやる気にさせ動か
す、状況に応じたリーダーシップの実践、リー
ダー自身の革新計画

①6/14(月)
②6/25(金)
両日とも 13:30～17:00
(茨城県産業会館)

「現場を引っ張り、管理ができるプレイングマネ
ジャーを目指す」
講師：アイ･イーシー専任講師
第5期 幹部・中堅リーダー養成講座
（リアル開催のみ）

経営幹部・中堅リー
ダー

丹羽將喜氏

【内容】
・オリエンテーション、幹部・中堅リーダーに求
められる役割、“学び”が深まるチームをつくる
コミュニケーションスキル、リーダーに求められ
るチームの“創造的問題解決”、研修の学びを今
後に活かす

9,000円(20,000円)

6/4(金)
9:00～17:00
（ホテルクリスタルパレ
ス）

「部下のやる気と企業の活力を高めるノウハウを
学ぶ」
第21期 職場リーダーグレードアップセ
ミナー
階層別

講師：ビジネスラポール代表取締役

鈴木丈織氏

職場リーダー

7,000円(20,000円)
【内容】
・リーダーの自覚・役割と部下育成のコーチン
グ、メンタルヘルスマネジメント、良いリーダー
になるための秘訣を探る

（リアル開催のみ）

「人事・総務担当者に求められる実務を学ぶ
～賃金・人事評価制度＆円滑な人材育成を構築す
る～」
第6期 人事・総務担当者向け研修
人事・総務担当者
（2回シリーズ、WEB開催のみ）

講師：社会保険労務士法人葵経営代表
氏

皆川雅彦

【内容】
・賃金制度と人事評価制度のセルフチェックと再
構築、人材育成を円滑に進めるためのノウハウ

1講受講：5,000円
(10,000円)
2講受講：9,000円
(20,000円)

7/8(木)
9:00～17:00
(茨城県産業会館)

①5/20(木)より配信
②6/24(木)より配信
2時間半の講演
(WEB開催のみ)

「社会人としての必須知識、社内外ともに信頼さ
れるビジネスマナーのスキルを学ぶ」
講師：ＥＭＭＹ代表取締役
第16期 マナーアップ＆クレーム対応
力強化セミナー

若手社員

(3回シリーズ、WEB開催のみ)

渡辺満枝氏

3講受講:7,000円
(15,000円)

【内容】
① 好印象を与える基本、挨拶の仕方、立居振舞、
1講受講:3,000円(6,000
言葉遣い、敬語
円)
② 電話応対、来客応対／訪問のマナー
③ クレーム対応力強化
※何れもWEB上で他参加者とのグループワークあ
り

①5/18(火)
②5/27(水)
③6/9(水)
何れも9:30～11:30
(WEB開催のみ)

「社会人として必須のビジネスマナーを学び
(①)、通信教育での自宅学習、半年後に学習の振
り返り(②)を行い、社会人の心構えを学ぶ」
講師：ヒューマン･ブレンディ代表取締役
子氏
第21期 ①新入社員向けセミナー＋通
信教育＋②新入社員フォローアップセ
新入社員
ミナー
（※リアル or WEBの選択可）

田寺尚

【内容】
全講受講＋通信教育受
① 社会人として必須のビジネスマナー、仕事の原 講
則ＰＤＣＡ、「報・連・相」のポイント、チーム :25,000円(50,000円)
ワークと人間関係、言葉づかい、敬語の基本、話
し方・聴き方のポイント、社会人としての求めら
れる意識
② 4月に学んだこと、自宅学習で学んだことが
しっかり身に付いているかを確認、ビジネスマ
ナーが“我流”になっていないか再確認、社会人2
年目として必要な心構え、アクションプランをつ
くる

【WEB開催】
① 4/7(水)～8(木)の2日間
② 10/6(水)～7(木)の2日
間
何れも 9:30～12:30
【リアル開催】
① 4/9(金)
② 10/8(金)
何れも 9:30～16:30
(水戸京成ホテル)

「第一種･第二種の衛生管理者資格（国家試験）取
得のための受験対策講座」
講師：ウェルネット専任講師

資格

第11期 第一種･第二種 衛生管理者受
験対策講座

衛生管理担当者

（2日間コース、リアル開催のみ）

北村みはる氏

第一種
【内容】
25,850円(28,050円)
(1日目)
オリエンテーション、出題傾向分析と合格学習
第二種
法、関係法令(労働安全衛生法)、関係法令(労働基
23,650円(25,850円)
準法)、労働衛生(1)
(2日目)
労働衛生(2)、労働生理、有害業務
※有害業務は、第二種の方は対象外です

8/19(木)～20(金)
両日とも 10:00～17:00
(水戸プラザホテル)

「職場でトラブルを起こさないために、押さえて
おきたい労基法の基礎知識を解説」
講師：千葉総合法律事務所所長 弁護士 千葉博氏
よくわかる労働基準法基礎知識
労務

総務・人事・労務担当
（3回シリーズ、WEB開催のみ）

分
野
別

【内容】
①労働基準法とは、労働契約の締結における注意
点
②賃金・賞与・退職金の諸問題、労働時間
③休日・休暇、年次有給休暇、労働契約の変更・
解消、人事と懲戒の実務

3講受講:7,000円
(15,000円)
1講受講:3,000円(6,000
円)

ISO14001･9001規格の内部監査員を養成する2日間
の研修会。※グループワーク有

ＩＳＯ14001
① 5/13(木)～14(金) ※
WEB
② 7/29(木)～30(金)
③ 10/28(木)～29(金)

講師：品質保証総合研究所(JQAI)ISO主任審査員

第20期 ＩＳＯ14001･9001内部監査員
養成研修会
ＩＳＯ
（2日間コース、5月・6月はWEB開催。
以外はリアル開催）

【内容】
(1日目)
・ガイダンス、規格の解説、規格の理解度チェッ
環境・品質管理部門責 ク、内部監査とその技法について、不適合判定力
任者＆担当者
チェック、宿題（チェックリストの作成につい
て）の説明
(2日目)
・ロールプレーイング(監査の模擬訓練：チーム
ミーティング、チェックリストの作成、オープニ
ングミーティング、証拠の収集、クロージング
ミーティング、講評)
・修了テスト(理解度チェック)、総評、修了証書
授与

①4/13(火)
②4/21(水)
③5/20(木)
何れも 9:30～11:30
(WEB開催のみ)

20,000円(45,000円）

ＩＳＯ9001
④ 6/17(木)～18(金) ※
WEB
⑤
9/16(木)～17(金)
⑥ 11/25(木)～26(金)
時間は何れも 9:30～
17:00
(①･④以外は茨城県産業
会館)

「助成金の最新情報 ～活用をおすすめしたい助成
金～」
講師：社会保険労務士法人葵経営代表 皆川雅彦氏

第7期 助成金活用セミナー
助成金

代表者・経営幹部
（WEB開催のみ）

※ 会員参加費右側の（

【内容】
・新型コロナウイルス感染症対応助成金の最新情
報、活用をおすすめしたい助成金と活用事例、助
成金申請の流れと注意点、押さえるべき実務のポ
イント

会員無料(2,000円）

4/19(月)より配信
2時間程の講演
(WEB開催のみ)

）は、会員以外の企業様の１名あたりの参加費（消費税込み）です。

【セミナー等についての問合せ先】一般社団法人茨城県経営者協会 事務局：池田､澤畑(英)

Tel 029-221-5301 Fax 029-224-1109

Eメール：info＠ikk.or.jp

【その他】
分類

研修名

対象

内

容

会員参加費（※）

開催月日（会場）

「県内5地区の高校進路指導教員との名刺交換会」

採用

令和3年度 産学懇談会・名刺交換会

人事・採用担当

【内容】
企業の採用担当と地元高校の進路指導の先生方と
【会員限定事業】
の交流促進を目的として開催。自社の成長を支え
2,000円/各地区
る人材を迎え入れ、育成していくことは、企業に
とって重要な課題であるとの認識から、茨城県産
業教育振興会と共催で実施しております。

令和3年5月～6月の
平日午後予定
（県内5地区：県北・水
戸・県南・県西・鹿行））

