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刈谷商工会議所女性会・青年部合同公開事業

東国原英夫 氏 講演会 開催

平成30年９月10日㈪刈谷市総合文化センター大ホー
ルにて、女性会・青年部合同公開講演会を、東国原英
夫氏を講師にお迎えし、開催致しました。
当日は、２階席まで開放するほど多くのお客様にお
越しいただきました。講演は笑いの絶えない内容なが
ら、先生自身の経験から来る地方活性化に関するお話
も聞くことができ、お客様からは「楽しかった」
「満足
した」とのお声をたくさん頂戴し、満足度の高い講演
会となりました。
また、入場チケット500円の売上金は、７月に発生
した西日本豪雨の被災地の中で、青年部が災害協定を
結んでいた岡山県井原市へ寄付させていただくことと
なりました。講演会当日は女性会・青年部による募金
活動も行い、合計535,354円を寄付いたします。
皆様のあたたかいご支援とご協力、誠にありがとう
ございました。
●発行所

刈谷市新栄町3-26

刈谷商工会議所（電話21- 0370㈹） ●編集兼発行人
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松栄印刷株式会社

毎月 1 日発行

定価

一部金 150円
（年会費に含む）

2018年・10月号

新制度がスタート！〜未来に向けて 不断の実践〜
外国人技能実習生・従業員教育の殿堂を目指す…

刈谷 School of Business
受講料の１/２が（※）刈谷市補助金対象になります。
※外国人技能実習生技能教育のみ（刈谷市内の中小企業対象）

人材育成のための刈谷商工会議所独自の２つの講座！

（１）外国人技能実習生技能教育＋日本語教育のセット講座

外国人技能実習制度新制度（最長５年まで延長可能）対応！

（２）厚生労働省令で定める危険な業務・有害な業務の特別教育
（外国人受講も可能です）
（１）外国人技能実習生技能教育

（２）特 別 教 育

（特色）

刈谷市中小企業人材育成支援事業
補助金対象
日曜日開催の１ヶ月の短期集中コース

（受講対象者）

金属プレス作業・半自動溶接作業に従事
する外国人技能実習生

（内容）

基礎級実技対策講座＋日本語教育
随時３級実技対策講座（専門級）＋日本語教育

（特色）

刈谷商工会議所会員特別価格
（10％割引）
外国人の場合、
別途通訳料と追加料金が必要
刈谷市中小企業人材育成支援事業補助金
対象外

（受講対象者）

厚生労働省令で定める危険な業務、
有害な業務に従事する日本人・外国人

（内容）

動力プレスの金型取付け、取外し又は
調整の業務に係る特別教育
アーク溶接等の業務に係る特別教育 等
（学科＋実技）

※申込締切日は、各講座開始日の２週間前までです。

お気軽にお問い合わせください！
（別紙詳細資料参照）

刈谷商工会議所

TEL 0566−21−0370
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2018年・10月号

事業承継
サポート
デ ス ク
in 刈 谷

どこに相談すれば良いか分からない事業承継の話。
この先も、地域に必要な貴社の事業・商売について
まずは、刈谷商工会議所に相談しませんか？
様々な分野の専門家が貴社のお悩みにお答えします。
刈谷モノづくり大学事業
（刈谷市委託事業）

中小企業・小規模事業者の方へ（業種・規模問わず）

事業承継 サポートデスク 開設

刈谷商工会議所では、刈谷モノづくり大学内に新たに『事業承継サポートデスク』を開設し、
事業承継について悩みを持つ企業に対して、刈谷モノづくり大学教授陣を中心に、税理士・金融
機関等の専門家を非常勤講師に迎え、『総合力で事業承継をサポート』いたします。
本事業は、経験豊富な専門家を直接企業に派遣することにより、個々の企業が抱える様々な課題
を解決することをねらいに開催いたします。

各専門家 との 連携 によって ワンストップ

の 充実したサービス をご提供します

事業承継に必要なアドバイス、また準備のための各種助言を行ってまいります。
経営者・後継者どちらの立場の方でも、お気軽にご相談下さい。

税理士

株式譲渡の際の税務上の問題
事業承継税制の活用と相続対策

弁護士

事業譲渡に関する法務リスク
事業承継に係る法律問題全般

司法書士

承継に伴う不動産・担保問題、株主総会
運営のトラブル回避、定款整備・遺言

労務士

事業承継に伴う労務リスク
就業規則・賃金・退職金等の見直し

金融機関

資本政策、資産承継方法の方向性、資金調
達の問題、
M&Aに関するサポート全般

その他全般

承継に向けた事業の将来性・経営権、
後継者育成、知財相談、専門機関斡旋

※相談・指導・社内研修は、派遣回数に制限なく無料で、秘密厳守です。
※希望があれば複数の専門家の派遣も可能です。

■ 対象者

■ お申込み方法
刈谷
刈谷
商工会議所
商工会議所

刈谷市内に本社、工場等拠点がある中小企業の方
（従業員300人以下または資本金３億円以下）

※但し、刈谷商工会議所会員事業所の方に限り、
市外の事業所の方もお申込みできます。
※業種は問いません。
お問合せはこちら

０５６６ ２１ ０３７０

相談者

相談受理機関

事業承継に関する相談
依頼・申込書記入
刈谷商工会議所

・相談内容について初動対応
・内容ごとに専門家を派遣

〒448‑8503

刈谷市新栄町３丁目26番地

※刈谷商工会議所ＨＰに「専門家派遣申込書」がございます。ぜひお申込み下さい。
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講習会開催のご案内
刈谷商工会議所では、毎月会員様に役立つ講習会を開催しています。
今後開催する講習会についてのポイントを紹介します！

10/3

14:00〜16:00

10/6

13:00〜16:00

創業支援セミナー
「ちょっとできる人」
が
やっている仕事のコツ！ 〜あなたの夢を実現しよう〜
〜「がんばってるね！」と褒められる仕事のやり方…教えます！〜
講師：葉 p p i n e s s
代表
主な内容

井上 幸 葉

氏

①創業の基礎知識とビジネスプランの立て方
講師：㈱ＭＡＣコンサルタンツ

税理士

石田 朱音 氏

②創業者に聞く「創業体験談」
講師：ＴＳＵＹＯＭＩ㈱

①消費税軽減税率制度・価格転嫁対策の概要
②仕事を楽しむ自分になろう！
③なぜか感じがいい「第一印象」
④うっかりミスを防ぐ「仕事の工夫」
⑤信頼度がアップする「仕事の任され方」
⑥できる人と思ってもらえる「仕事の段取り」
⑦好感度大の「お客様対応」
⑧あわてなくてＯＫ！「トラブル対応」

代表取締役

③創業保証制度の紹介

森

健一 氏

愛知県信用保証協会 職員

④創業支援制度の紹介

あいち産業振興機構

職員

《こんな方にオススメ！》
þ今後創業を予定している！
þ創業・経営に興味がある！
þ創業時の苦労した点、成功したポイントを聞き
たい！

《こんな方にオススメ！》
þ 仕事のやり方を見直したい！
þ 仕事を上手に進める「コツ」を知りたい！

10/11

主な内容

14:00〜16:00

14:00〜17:00
〜全業種に対応！手軽で効果抜群！〜
10/16

人材活用戦略セミナー

・11/30

“人財”を事業に活かす処方箋 明日から役立つ
講師：神谷経営研究所
改善のポイント
代表 神 谷 正 仁 氏
（中小企業診断士・刈谷モノづくり大学教授）

主な内容

①中小企業が「人材の定着」に向けて、今、取り組
むべき課題と解決策。
②社長の「考え」は具現化しなければ従業員は「戦
力」にはならない。具体的な「経営戦略」と、そ
の共有が組織と人材を動かす。
③人材を活かすためのマネジメントと人財育成の着
眼点。
④顧客満足は「生き物」である。顧客の変化をチャ
ンスにできる組織づくりで企業の業績を高める。
⑤「バランススコアカード」の活用で、従業員を論
理的思考に変化させる。
《こんな方にオススメ！》
þ 人材離れのリスクから企業を守りたい！
þ 人材を企業の強みに据えて競争力を高めたい！

講師：T.M.Aコンサルティング
代表

水野 忠男

氏

（品質管理アドバイザー・工場管理アドバイザー・
刈谷モノづくり大学教授）

主な内容
①問題点の層別の仕方について
②その問題をどの程度解決したいかの目標の立て方
③改善は身近な所からスタート
④改善は現状否定しないと進まない
⑤お金のかからない改善は数多くある
⑥業種共通して使える改善例の紹介
《こんな方にオススメ！》
þ 改善活動のポイントを知りたい！
þ 改善活動について興味がある！
þ 現在の仕事のやり方を見直したい！
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