東三河広域経済連合会

産業と地域を支える人材育成プロジェクト

令和3年度 東三河産業アカデミー

人材育成セミナー 年間計画
東三河広域経済連合会では、
商工会議所・商工会が連携し、
全会員を対象として経営幹部及び管理監督者向け人材育成セミナーを開催致しま
す。
セミナーごとに案内状を作成し、
開催日が近づきましたらご案内する予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
なお、
計画内容が変更
される場合もございますので詳細は各セミナーの案内状をご確認ください。
※会員とは東三河の3商工会議所及び11商工会の会員です。 ※受講料は税込価格です。

開催日時

対象 (会員受講料
非会員受講料 )

講座名

講座内容

4月 19日(月)、26日(月) Web会議ツール実践基礎レッスン

ニューノーマル時代でスマートに経営するための2日間

実際にWEB会議を体験し、基礎的な使い方と一
歩進んだ賢い利用方法を理解できる実践レッス
ン付きの講座。

全社員

6月

１級土木施工管理技術検定（学科）受験申請者
を対象に合格を目指した短期間で実力が身につ
く集中講座です。

土木
55,000円
管理
田原市商工会
（66,000円）
監督者

品質ISOのための、自社内部における監査員と
なるための勉強。

ISO 27,500円 豊川商工会議所
担当者 （35,750円） （豊川職業能力

職場で安全性の向上を測るため、作業者が危険
を見つけ解決する技能や高い感受性、実践意欲
を習得。

現場 15,000円 豊川商工会議所
社員 （19,500円） （豊川職業能力
開発専門学院）

13:30〜15:30 （２日目オンラインセミナー）

2日(水)、4日(金)
9日(水)、16日(水)、23日(水)

9:00〜17:00

6月

１級土木施工管理技術検定
（学科）受験対策講習会

3日(木)、10日(木)
最新規格に対応するために
17日(木)

ISO9001内部監査員養成講座

9:30〜16:30

6月 16日(水)、23日(水)
9：30〜16：30

7月8日(木)

事故の未然防止に、現場の方の訓練を

危険予知訓練（KYT）講座

4,400円

（5,720円）

主管/会場
豊川商工会議所

（豊川職業能力
開発専門学院）

開発専門学院）

若手が陥りやすい「自己流の営業スタイル」を
見直し、論理的アプローチによってさらなる飛躍
を目指します。

営業職

部下の成長を促す！

本セミナーでは、1対1面談のポイントを詳しくお伝
えすると同時に、実例紹介を交えることで、部下の
成長に向けた取り組みを始めることが可能です。

蒲郡
経営者 3,000円
商工会議所
管理職 （6,000円）
（Ｇ．
アカデミー）

7月29日(木) ビジネス文書レベルアップ研修

演習がメインの実践重視型研修で、豊富なワー
クを通じて「相手に伝わる」文書が書けるように
なります。

10:00〜16:00

7月13日(火)
13:30〜16:30

若手営業社員実践力向上講座
上司と部下の対話術セミナー

10:00〜16:00

8月26日(木)

組織を活性化する

13:30〜16:30

ペップトーク活用セミナー

9月2日(木)

前向きに仕事に取り組む！

10:00〜16:00

9月

8日(水)、15日(水)
22日(水)

9:00〜17:00

セルフモチベーション向上講座

スポーツで使用されることで注目されている
ペップトークをビジネスで応用する方法を学ぶ。
「あと一歩頑張る力」すなわち「折れない心」を
創るためのスキルを身に付けていただきます。

１級土木施工管理技術検定
（実地）受験対策講習会

10月7日(木) マネジメントとしてのクレーム
10:00〜16:00

10月14日(木)
13：30〜16：30

応対講座

活き活きとした職場作りのための

アンコンシャス・バイアスセミナー
女ゴコロを掴む

10月14日(木) 女性視点マーケティングセミナー
14:00〜16:00 （オンラインセミナー）

理屈ではなく感覚（イメージ）で理解できる！

11月2日(火) 世界一シンプルでわかりやすい
13:30〜16:30

決算書と会社数字の読み方セミナー

11月25日(木) リーダーのためのファシリテーション
社員・組織を活性化するスキルを体得する

講座
10:00〜16:00 （行動促進）

１級土木施工管理技術検定（実地）受験申請者
を対象に合格を目指した短期間で実力が身につ
く集中講座です。
（机上）
クレームによる従業員の精神的ストレスを下げ
る取り組みが必要です。複雑化するクレーム対
応をマネジメントの立場で考えます。
固定観念ゆえに自分には見えていない現実・事
実があることに気づき、より多様な視点をもつこ
との重要性やメリットについて学ぶ。

9,000円

（14,000円）

9,000円
若手
中堅 （14,000円）
全社員

3,300円

（4,290円）

9,000円
若手
中堅 （14,000円）

豊橋
商工会議所

豊橋
商工会議所
豊川商工会議所

（豊川職業能力
開発専門学院）

豊橋
商工会議所

土木
33,000円
管理
田原市商工会
監督者 （39,000円）

9,000円
経営
幹部 （14,000円）
全社員

4,400円

（5,720円）

豊橋
商工会議所
豊川商工会議所

（豊川職業能力
開発専門学院）

男性脳と女性脳の比較から価値観・思考・行動の違
蒲郡
経営者 3,000円
いを理解し、購買決定に大きな影響力を持つ女性
商工会議所
管理職 （6,000円） （Ｇ．アカデミー）
客のココロを掴むための実践的な手法を学びます。
決算書を理屈ではなく感覚で読みこなせるよう
になります。計算式はいっさい出てきません。ぜ
ひご参加ください！

蒲郡
経営者 3,000円
商工会議所
管理職 （6,000円） （Ｇ．
アカデミー）

チーム力強化のために必要なファシリテーショ
ンのスキルと力を学ぶ。

中堅
13,200円 豊川商工会議所
管理
（豊川職業能力
（17,160円）
開発専門学院）
監督者

豊川商工会議所

社員同士のエンゲージメントと満足度アップを！
12月2日(木) 変化対応の時代こそ、
社員満足を最大に引き出す仕組み

コロナ禍の中で、今いる社員のやる気・成長・エ
ンゲージメントの高め方や仕組み、運用につい
て学びます。

経営
幹部

12月9日(木) ビジネスマナーの振り返り

どんな企業環境でもビジネスマナーの大切さは
変わりありません。
「知っている」から「できる」
マナーを確認しましょう。

9,000円
若手
中堅 （14,000円）

豊橋
商工会議所

効果的な部下・後輩指導スキルを、業務指導や
指示の仕方、ほめ方などを中心に身につけてい
ただき、頼れる先輩、上司を育成します。

9,000円
中堅
リーダー （14,000円）

豊橋
商工会議所

講座
13:30〜16:30 （ES向上）
10:00〜16:00

実践講座

令和4年

2月17日(木) OJT指導者研修
10:00〜16:00
開催日時
未定の講座

〜新人・後輩指導の基本スキル習得編〜

「働く人の健康づくりセミナー」
「中小企業のための実践ＭＯＴ(技術経営)講座」
「活躍する経営者から学ぶ！ 東三河経営塾」
「人材を人財にする 人財育成セミナー」

5,500円

（7,150円）

（豊川職業能力
開発専門学院）

対象：経営者・管理職

受講料：未定

主管／会場：蒲郡商工会議所（Ｇ．アカデミー）

対象：製造・管理・監督者

受講料：未定

主管／会場：豊川商工会議所（豊川職業能力開発専門学院）

対象：経営者

受講料：未定

主管／会場：豊川商工会議所（豊川職業能力開発専門学院）

対象：人事担当者

受講料：未定

主管／会場：豊川商工会議所（豊川職業能力開発専門学院）

※東三河広域経済連合会は、東三河の３商工会議所「豊橋商工会議所」
「蒲郡商工会議所」
「豊川商工会議所」と１１商工会「設楽町商工会」
「東栄町商工会」
「津具商工会」
「豊根村商工会」
「新城市商工会」
「音羽商工会」
「一宮商工会」
「小坂井商工会」
「御津町商工会」
「田原市商工会」
「渥美商工会」で構成されています。

【お問合せ先】

豊橋商工会議所 /℡0532-53-7211

蒲郡商工会議所 /℡0533-68-7171

豊川商工会議所 /℡0533-86-4101

田 原 市 商 工 会 /℡0531-22-6666

名古屋や東京まで行かなくても

近くの商工会議所・商工会で

スキルアップ

社会人キャリアアップ連携協議会ホームページの『東三河セミナビ』で
東三河地域の商工会議所・商工会が実施する講習会の情報が確認できます。

「受けたい」セミナーがキーワード
やカテゴリ、ジャンル別・階層別の
見える化マップで検索できます

東三河地域の産学官や諸
団体が実施する講座・講
習会情報が確認できます

【社会人キャリアアップ連携協議会】

東三河地域が持つ「知」や「技」を広く地域の人材育成に生かし、この地域全体の活性化に貢献することを目指しています。

【東三河広域経済連合会】

東三河の３商工会議所（豊橋・豊川・蒲郡商工会議所）
と１１商工会（音羽・一宮・小坂井・御津町・田原市・渥美・新城市・設楽町・東栄町・津具・豊根村）で
構成されております。

【産業と地域を支える人材育成プロジェクト】
人材育成メニューを開発し、商工会議所・商工会や関係機関の広域連携により戦略的に人材の育成を進めることを基本方針として活動しています。

社会人キャリアアップ連携協議会
（株）サイエンス・クリエイト内
〒441-8113 豊橋市西幸町字浜池３３３ｰ９
TEL 0532（44）
1111 FAX 0532（44）
1122
E-mail : carrerup@tsc.co.jp

東三河広域経済連合会
産業と地域を支える人材育成プロジェクト
担当／豊川商工会議所
〒442-8540 豊川市豊川町辺通４ｰ４
TEL 0533（86）
4101 FAX 0533（84）
1808
E-mail : info@toyokawa-cci.org

