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中小企業大学校人吉校の研修は
当所の受講料助成制度をご利用ください。
当所では中小企業大学校人吉校での各種研修に伴う受講料助成制度を設けています。
対象は当所会員企業の経営者又は、従業員で、１企業当たり５万円を限度として受講料の半額を補助するものです。
同研修の受講を希望される方は、指宿商工会議所業務課（TEL 22－2473）までお問合せください。

研修テーマ（年間スケジュール）
研修
分野

ｺｰｽ
No.

研修テーマ

実施期間

企業経営・経営戦略

10

社内を活性化する IT 活用

H30.７.18～７.19

13

成功するための経営戦略の策定とその実践

期

間

受講料
定員
（名） （税込／円）

2 日間

35

22,000

H30.９.４～９.６

3 日間

30

31,000

組織マネジメント
人事
財務管理
組織

14

利益を生み出す業務改革・トラック運送業

H30.９.11～10.10

4 日間（2 日間×2 回）

20

35,000

15

真の顧客満足につながる、サービス価値向上講座

H30.９.19～９.20

2 日間

35

22,000

22

売れ続ける関係を創る！企業の魅力の伝え方

H30.11.８～11.９

2 日間

35

22,000

28

女性管理者養成研修

H31.１.23～１.25

3 日間

25

31,000

30

農業のビジネス化推進研修

H31.２.４～２.５

2 日間

35

22,000

32

次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座

H31.２.13～２.15

3 日間

30

31,000

34

九州・沖縄経営者塾【人吉教室】

H31.３.８～３.９

2 日間

35

16,000

35

政策課題研修

H31.３.12～３.14

3 日間

30

31,000

6

管理者のための実践的仕事管理術

H30.５.28～５.30

3 日間

30

31,000

9

組織力を高めるコミュニケーション強化講座

H30.７.11～７.13

3 日間

30

31,000

11

新任管理者の自己革新研修

H30.７.24～７.26

3 日間

35

31,000

16

管理者のリーダーシップ強化講座

H30.10.２～10.４

3 日間

35

31,000

21

部下指導の考え方・進め方

H30.11.５～12.４

4 日間（2 日間×2 回）

30

35,000

25

チームマネジメント強化講座

H31.１.９～１.11

3 日間

30

31,000

7

社員と組織を成長させる人事制度構築

H30.６.７～７.10

4 日間（2 日間×2 回）

25

35,000

18

会社を強くする人事・労務管理

H30.10.15～10.17

3 日間

30

31,000

4

基本から学ぶ決算書の読み方講座

H30.５.21～５.23

3 日間

25

31,000

17

業務に活かす

H30.10.10～10.12

3 日間

25

31,000

財務分析実践講座

販売・
マーケティング・
商品開発

生産管理

27

目標を実現する 利益・資金計画の考え方と進め方

H31.１.21～２.22

4 日間（2 日間×2 回）

30

38,000

5

営業の基本と商談交渉の進め方

H30.５.23～５.25

3 日間

25

31,000

20

成果が出る提案営業の実践法

H30.10.25～11.21

4 日間（2 日間×2 回）

25

35,000

26

可能性を切り拓く新規顧客開拓

H31.１.16～１.18

3 日間

30

31,000

31

売れる顧客が見える！攻めの営業計画の作り方

H31.２.７～３.６

4 日間（2 日間×2 回）

25

35,000

12

ヒューマンエラー対策の進め方

H30.８.１～８.３

3 日間

25

31,000

19

顧客からの信頼を高める品質管理の進め方

H30.10.22～10.24

3 日間

25

31,000

24

生産性を向上させるリードタイム短縮の進め方

H30.12.５～12.７

3 日間

30

31,000

33

利益向上のためのコストダウンの進め方

H31.２.18～２.20

3 日間

30

31,000

研修テーマの詳細につきまして中小企業大学校人吉校ホームページをご覧ください。
（http://www.smrj.go.jp/inst/hitoyoshi/）

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

新入社員研修会開催

名が参

講師：中木屋民氏

～ 社会人としての心構えを学ぶ ～
当会議所主催の新入社員研
修会が３月 日
（金）
に開催さ
れた。
当日は、㈱九州経済研究所
事業所から

の中木屋民氏を講師に迎え、
市内

応対、来客応対など二人一組

習に始まり、名刺交換や電話

社会人の基本となる挨拶の練

で耳を傾けていた。研修は、

談を交えた講話に真剣な表情

かりの受講生は、講師の体験

社会人としてスタートしたば

制服やスーツに身を包み、

いて学んだ。

電話・来客応対の基本等につ

えや仕事の覚え方・進め方、

始まり、社会人としての心構

加。ビジネスマナーの基本に

39

（三人一組）で練習する実践

㈲いぶすき秀水園
かわべ

ゆめの

川邉 努乃

中間・終了報告を行い、トラ

に感じます。

研修会の中で、
「第一印象は

もちろんですが、服装、髪型、

ブルが起きたら報告をその都

これからは、研修で学んだ

姿勢などをしっかりしていな

３秒で決まる」という言葉が

ことを活かし、自分に足りな

ければ、いくら中身が立派で

度しっかりしないといけない

いところをしっかり身につけ、

も、お客様に悪いイメージを

特に心に残りました。表情は

一生懸命頑張っていきたいで

与えてしまうということです。

と感じました。

す。

常に見られているという意識

に気をつけて仕事をしていき

大きさなどによって形成され

ジは最初に受けた表情や声の

要性です。人に対するイメー

自分に自信を持って、どんな

分に足りない所を日々学び、

一日でも早く仕事に慣れ、自

違いを大きく感じております。

私は、高校生活と社会人の

たいです。

ることが多い為、とても大切

㈱指宿白水館

を持ち、いつも表情や身なり

ありました。

今回、新入社員研修会を受

め い か

講して新たに学ぶことが沢山

ふくまる

福丸 恵唯佳

だと学びました。また、今ま

時でも笑顔で頑張っていきた

まず、ビジネスマナーの重

で何も気にせず挨拶していた

今回の新入社員研修会は、

いと思います。
お辞儀の角度などを使い分け

働き始める私にとってとても

立ち姿も、研修で手の位置や
ることによって相手により気

貴重な体験となりました。

研修会に参加してみて、少

持ちが伝わりやすいと学びま
した。

先輩・上司から指示を受ける

が、自己紹介をしたり、名刺

まり得意ではなかったのです

勢の前で発表をすることがあ

しづつですが、私自身変われ

ときは必ずメモをとり、５Ｗ

交換の練習をしたりとたくさ

次 に 、職 場 でのコミュニケー

３Ｈをおさえながら聞き、分

んの人たちとコミュニケー

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

30

的内容も多く、受講者は真剣

からないことは聞き返し、報

たように思います。私は、大

今回の研修会で「社会人と

告の期限を確認することで、

ションの重要性です。職場の

しての心構え」を学び、社会

ションをとることで以前より

自身を精一杯アピールしてい

人としての一歩を踏み出した

効率よく作業を進められます。

る姿も見られた。

２名にその思いを寄稿いただ

自分に自信がついてきたよう

では時折笑みを浮かべながら

電話応対（左）と挨拶（右）の練習に真剣に取り組む様子

また、報告のタイミングも、

きましたので掲載します。

最後に「社長への誓い」を作成

11

に取組みながらも、自己紹介

3

や地域の為のボランティア活

【新役員紹介】

上げます。

善嗣

のほど、よろしくお願い申し

も例年以上のご理解・ご協力

最後になりますが、本年度

活動を行ってまいります。

起業家精神を高め、積極的に

居住人口の減少に対する施策、

心に観光客視点の施策、また

はいきません。ＹＥＧ達を中

我々はこの好機を逃すわけに

ポットが当たっています。

るほど、全国的に鹿児島にス

レビでは鹿児島特集が組まれ

ん」の放映も快調で、連日テ

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷ど

ジを言葉にしました。

していく、そのようなイメー

周りを巻き込んで事業を展開

が集まって地域のことを考え、

多様な企業に属するＹＥＧ達

企業が数多くあります。多種

も大きなポテンシャルが高い

農業、漁業、畜産業などどれ

ました。指宿市は、観光業、

めて無限の力を～』といたし

標に、『 Regional Synergy
（地
域シナジー）～個々の力を集

年度 青年部会長 野田

『地域企業の相乗効果』の
事業展開を目標に活動します

平成

青年部の運営に対しまして特

段のご理解とご協力を賜り、

この場をお借りしまして厚く

御礼を申し上げます。

今年は明治維新１５０年と

いう節目の年。私事ではござ

いますが、青年部に所属して

まだ３年でこのような記念の

年に会長という大役を頂き、

やらなければならないという

思いに日々身が引き締まって
おります。

青年部の存在意義は、
「若き

経営者等が同じ世代の会員と

の研鑽・交流を通して自らを

高め、企業を発展させ、そし

て地域経済・社会に貢献して

いくこと」であります。これ

まで諸先輩方が歩んできた

様々な活動を継承し、また新

たな試みにチャレンジする所
存であります。

平成 年度スローガンは、

30

青 年 部交流事 業
年度新役員体制がスター

青年部会長を拝命しました野

開催されたフットサル大会に
トしました。新役員ともども

田善嗣と申します。

平成 年度指宿商工会議所

参加していた会員も合流。ビ
青年部をよろしくお願いいた

４月１日
（日）
、指宿商工会
動だけでなく、フットサルや

７３）までお問合せください。

会員の皆様には、平素より

します。
㈱指宿フェニックスホテル

ギナース部門優勝の吉報に大

30

いに盛り上がった。
最後は、青年部が７月７日
（土）になのはな館で開催す
る「イブキッス」の上野隆康
実行委員長がイブキッスへの
決意を述べ、中締めの挨拶を

議所青年部は、会員とその家
マラソンなど会活動以外の活

青年部は、経営の為の研鑽

してお開きとなった。

族を対象にした「会員交流会」

動も楽しく行っています。興
事務局（担当 栫℡２２ ２４

味のある方はお気軽に会員か

を開催、会員 名と奥様、子
どもたち 名が花見とバーベ
キューで親睦を深めた。
桜舞い散る指宿フェニック
スホテルのグラウンドゴルフ
場は、走り回る子どもたちの
歓声と、バーベキューを囲み
ながら談笑する会員及び奥様
当日は新年度初日であり、

たちの笑顔であふれていた。
野田善嗣新会長にとって初め
ての会長挨拶となった。挨拶
では、明治維新１５０周年と
なる新年度の事業活動に対す

地域活動を実行することを目

会員だけでなくもっと広義の

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

30

30

楽しいひと時を過ごす会員と家族たち

途中、メディポリス指宿で

フットサルに参加したメンバー

14

る熱い思いを語っていた。

−

20

会 長
野田 善嗣

専務理事
吉永 章一
吉永酒造㈲
副会長
若松 幸司
㈲丸幸水産
副会長
神山 竜三
㈲神山造園

4

親会と女性会・青年部の合同意見交換会
～更なる連携を目指し～

部からは当青年部専務理事で
ある吉永章一氏が平成 年度
より、県連の代表として日本
商工会議所青年部の理事に就

会の提案により、１月に実施

る当意見交換会が実現。女性

積極的に情報交換などを行い、

お酒を交えて歓談し、各々が

意見交換会後の懇親会では

任することも報告された。

した女性会の新年会と同様に

充実した時間を過ごしていた。

３名の挨拶に続き、青年部と

経営セミナー

タモリさんに学ぶ！仕事で使える雑談術

話がとぎれない雑談の技術」

もあり、
「タモリさんの話術」

についてかかれた本の中で１

番の人気を誇る。

今回のセミナーでは、当著

書をもとにしたコミュニケー

学ぶ！仕事で使える雑談術』

を講師に迎え、
『タモリさんに

中小企業診断士の難波三郎氏

３月２日（金）、当会議所に

の」と話し、
「タモリさんをは

トどちらにおいても重要なも

思の疎通。仕事、プライベー

「コミュニケーションとは意

のポイントなどについて解説。

ションを良くするための話術

をテーマとした経営セミナー

傍ら、難波義行（ペンネーム）

難波氏は中小企業診断士の

いる。自分の話に耳を傾けて

すための質問をうまく使って

手であり、相手の話を引き出

じめ、話の上手い人は聞き上

として執筆も行い、スナック

もらうには、まずは自分が耳

を開催した。

や居酒屋などを経営していた

を傾け、相手に興味を持つこ

とが第一歩である」と伝えた。

代の頃の経験をもとにした

著書「売れっ娘ホステスの育

て方」は５万部を突破し、ビ

ジネス書ランキングのベスト

に入るなどコミュニケー

ションや会話術に関する計８

冊の著書を出版している。

その中の１冊には、 年間

続いたフジテレビの番組「笑

っていいとも」の司会者であ

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

女性会、青年部が一堂に会す

座席を三役、女性会、青年部
が偏らないように配置し、話
す機会の少ないメンバー同士
が意見交換等を行いやすいよ
うに工夫した。
また、司会進行は青年部が
担当し、その後に行われた懇
親会でも歓喜に沸いた冬季オ
リンピックを題材にした余興
などで盛り上げた。
当日は、南会頭、新小田造
当会議所の親会と女性会、

女性会それぞれから活動報告

青年部会長、岩野女性会会長
青年部の連携を深めようと２

並びに今後のスケジュール等
について説明が行われ、青年

月 日
（月）
、指宿フェニック
スホテルにおいて合同意見交
換会を実施し、南荒生会頭を
はじめとする親会三役６名と
女性会７名、青年部 名が出
席した。
これまで女性会と青年部そ
れぞれによる親会三役との意
見交換会等は実施しているが、

るタモリさんこと森田一義氏

に関する「タモリさんに学ぶ

積極的にコミュニケーションを取る参加者

20

10

30

親睦を深め、自らの事業の話や情報交換など
を行う良い機会となった
冬季オリンピック（スピードスケート）を再現し
た青年部による余興

講師：難波三郎氏

32

12

今回、女性会の岩野千津子会

日商青年部の理事に就任する吉永青
年部専務理事氏

26

長の提案により初めて親会と

５

６

イッシー共済から
おめでとうございます！
イッシ―共済（生命共済）からお子様の健やかな成長を願って
お祝い金を進呈させていただきました。

きよら

はると

聖来くん

しゅうま

陽翔くん

H28年9月7日生まれ
㈲竹﨑電設
吉村聖矢さんの長男

え ま

恵愛ちゃん

H29年12月22日生まれ
㈲竹﨑電設
出口雄二さんの長女

（順不同）

かいせい

嵩馬くん・海聖くん

H29年11月30日生まれ
㈲竹﨑電設
豊﨑秀人さんの長男

H26年12月31日・H29年4月28日生まれ
㈲櫻井材木店
櫻井英正さん・美恵子さんの長男・次男

れいちゃん

志帆ちゃん・沙恵ちゃん

し ほ

H29年3月12日生まれ
㈲ジェイネットエクスプレス
内田衣里さんの次女

会員事業所の皆様へのお願い

さ え

H28年5月30日・H29年6月5日生まれ
㈲豊留自動車
豊留一哉さんの長女・次女

～若い力で企業に活力～

新規高卒者の積極的な採用を！
平成31年３月卒業予定者を対象とした求人受理・受付が始まります。
将来を担う人材確保の絶好の機会でもありますし、何よりも社会人としての第一歩を踏
み出そうとする新規学卒者の就業機会の拡大という観点からも、是非採用計画をご検討
頂き、ハローワークへの求人の提出をお願いします。

新規高卒者の
求人・推薦・
選考開始期日等

ハローワークでの求人受理開始
学校への求人票の掲示
推薦開始
選考・採用内定開始

平成30年６月１日
平成30年７月１日以降
平成30年９月５日
平成30年９月16日

※新規中学卒業者、新規大学・短大等卒業者の求人に付きましてもご検討をお願い致します。
お問い合わせ

ハローワーク指宿 TEL 0993−22−4135まで
指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !
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サービス

知ってトクするビジネスマナー

ビジネスメールのマナー

ビジネスの連絡手段の一つとして、メールがすっ
かり定着しました。重要な連絡事項は書面でやりと
りしたり、電話や対面で伝えたりするのがマナーで
すが、比較的重要度が低い内容の場合や急ぎの用事
ではない場合などは、メールによる連絡で問題あり
ません。
メールには、相手がメッセージを読んだかどうか
が分かるＬＩＮＥの「既読」表示のような機能は基
本的には無いので、送信先の相手は、送信者に気
兼ねすることなく自分のペースで読むことができま
す。返信の主導権も相手にあります。このように、
メールは相手に即時性を要求しない情報伝達ツール
なので、送る側もある程度気軽に利用できます。
しかし、だからといって、いつでもメールを送信
してよいというわけではありません。メールを送信
するタイミングにも、しかるべきマナーが存在しま
す。
昨今では、スマートフォン（スマホ）もずいぶん
普及しました。ビジネスでスマホを利用している人
もたくさんいます。そして、スマホを利用していれ
ばお分かりかと思いますが、パソコンに設定されて
いるアドレスにメールを送った際、スマホでもこれ
を受信するよう設定することができます。パソコン
に送信されたメールをスマホでは受信しないように
することもできますが、忙しい経営者やビジネスマ
ンなら、いつでもメールを確認できるように、たい
ていの人がスマホにも受信設定されているのではな
いでしょうか。

人材育成コンサルタント

美月 あきこ

パソコンに送られたメールをスマホでも受信する
と、音が鳴ったりバイブレーション機能が作動したり
して知らせてくれます。これは便利な機能ではありま
すが、就寝中や休日に作動したら、相手にとって迷惑
になる可能性は十分に考えられます。
メールのタイトルや本文に、「明朝、お読みくださ
い」「お休み明けの明日以降、お手すきの際に返信くだ
さい」などと記しても、読む側としてはどうしても急
かされた気分になってしまいます。また、真夜中や休
日にメールを送ると、相手が社内の人であれば「頑張
っているな」と思ってもらえるかもしれませんが、社
外の人の場合には、「ブラック企業」「働き方改革に逆
行している時代遅れの会社」と思われてしまうかもし
れません。
電話やファクスとは異なり、いつ送ってもよいよう
に思ってしまいがちなメールですが、相手が受け取る
タイミングもきちんと考慮して送るのがマナーです。
その判断基準を社内で明確化・ルール化しておくとよ
いでしょう。
ただし、ビジネスシーンでは、どうしても緊急に連
絡を取らなくてはならない場合もあります。その際
に、夜間や休日だからといって連絡を遠慮していて
は、かえって相手に迷惑を掛け、損害を与えかねませ
ん。緊急の場合は、ルール適用外として、遠慮なくメー
ルを送りましょう。メールに加えて、電話でも連絡す
るのをお忘れなく。

経営支援事業（案内）

事業資金のことから売上アップや商品開発、店舗改装（レイアウト）
など経営に関することを何でもご相談いただけます。

無料

『定例金融相談会』

毎月第２水曜日、日本政策金融公庫と連携した「金融相談会」を実施いたします。
６月、７月は下記の日程にて行いますので、是非、ご利用ください。

【日
【会

程】6月13日
（水）
・7月11日
（水）
場】指宿商工会議所（13：00～15：00）

『経営よろず相談会』

毎月第４金曜日、鹿児島県よろず支援拠点による「経営よろず相談会」を実施いたします。
売上アップやものづくり支援、商品パッケージのデザインなど、経営に関するあらゆる相談に専門家
が応じます。６月、７月は下記の日程にて行いますので、是非、ご活用ください。

【日
【会

程】6月22日
（金）
・7月27日
（金）
場】指宿商工会議所（10：00～17：00）

注） 経営よろず相談会は予約制で
す。相談時間は概ね1時間程度で
す。あらかじめ相談内容をお知らせ
ください。

詳細：鹿児島県よろず支援拠点（かごしま産業支援センター内）TEL 099−223−7117
お問合せ：指宿商工会議所

中小企業相談所

TEL 22−2473

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

退職者・新職員のお知らせ
当会議所の職員・前田大志
と臨時職員・市山理香が３月
日をもって退職し、新たに

増永一恵が４月１日より１年
間、臨時職員として勤務いた
します。

どうぞよろしくお願いいたし
ます。

貸付利率の改定について
日本政策金融公庫の国民生
活事業の貸付利率（平成 年

４月 日）は、左記のとおり

の皆様からのご温情に深く感
します。

となりますのでお知らせいた

退職する職員に対する会員
謝申し上げますとともに、新
職員に対するご指導のほど、
よろしくお願いいたします。

４月１日より臨時職員とし
て勤務させていただくことに

〜

議員変更のお知らせ

◇職務執行者変更
当所議員の職務執行者が左
記の通り変更となりましたの
でお知らせいたします。
岩崎産業㈱

３号議員

光信氏

↓

義輝氏

指宿いわさきホテル
今村
川畑

１号議員
指宿営業所

なりました、増永一恵です。
私は、会報配布関係、会員
管理、ホームページ管理等の

事務局日誌

日

〃

指宿市ヘルスケア推進

○三役会

５月の主要行事

青年部イブキッス実行

○部会・委員会

協議会
委員会

○会員親睦ゴルフ大会

新入社員研修会

市民表彰式

決起大会

女性会役員会・監査

日

日

ハンヤ部会

青年部役員会

イベント促進部会

（ 日）

第 回議員総会

工業部会例会

日

〃

日

〃

促進協議会

薩摩半島横断道路建設

協議会

交通安全市民運動推進

女性会役員会

■４月■
日

４日
〃

に向けての役員会・幹
三役会

事合同打合せ会

一般商業部会例会

日

〃

西郷どん館１万人突破
日

アクサ生命ＢＷＣキャ

セレモニー

〃

日

〃

ンペーン進発総会
厚生委員会

アロハのまちづくり

■３月■
青年部県連臨時総会

日
間青会・法青会税務研

建設部会例会

推進協議会監査
日

中小企業・小規模企業

連絡先 ☎22−2473

指宿商工会議所

白露酒造㈱
年数氏
↓
浩俊氏

日

〃
〃

修会
法人会理事会

日

352事業所

84

27
30 29

振興意見交換会

法人事業所

野田
高取

業務を担当することになりま
した。
会員の方々と一緒になって

日

ＳＮＳ情報発信事業説
明会

512事業所

30
※使途・限度額・返済期間等の
詳細は中小企業相談所まで

産業経済対策協議会

個人事業所

２．
５５
一 般 貸 付

22

864事業所

計

指宿の町を盛り上げていきた
いと思っております。また、

〃
日

平成30年４月20日現在

情報をお寄せください
当所は、会議所ニュースいぶすきで、会員の皆
様に関する情報を随時、紹介しております。
新商品や新サービスを開発、事業所として地域
貢献を行ったなどの情報をお寄せください。なお、
掲載内容につきましては紙面の都合上、希望に添
えない場合もございますのでご了承下さい。

合

会員の皆様に信頼されるよう
微力ながら尽力してまいりま
す。１年間ではありますが、

■

会員数

■
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増永
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岩崎産業㈱
指宿いわさきホテル
川畑 光信 氏
白露酒造㈱
指宿営業所
高取 浩俊 氏
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