年度

開催日

テ ー マ

講

師

R1

令和2年2月28日

ホームページ作成支援セミナー

㈱ゼック

R1

令和2年2月26日

Ｂｅｙｏｎｄ九谷 ～古九谷から～（九谷）

武腰 潤

R1

令和2年2月22日

伝わる情報伝達のコツ（建設）

Officeリフレーミング
代表 邑本 なおみ

R1

令和2年2月19日

基調講演会

㈱金沢村田製作所 能美工場長
第三製造部 部長 奥村 幸三

R1

令和2年2月21日

繊維業界における伝統と最新技術の融合が生み出す新たな価値（繊維）

北陸先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 講師 増田 貴史

R1

令和2年2月21日

【事例紹介①】
・「はじめての商工会」DVD上映 ・セッション
【事例紹介②】
・事例報告 ・セッション（商業）

辻本 勝彦（手取観光㈱）
岡元 豊（㈲岡元農場）

R1

令和2年2月18日

特許・実用新案 これだけ知っておけば大丈夫（工業）

百万石特許事務所
代表弁理士 海野 徹

R1

令和1年12月16日

マナーコミュニケーションで生産性アップ！（サービス）

Ａ.K.I. office
代表 寺田 明子

R1

令和1年11月13日

令和時代の商売のコツ

㈱グランドリーム
代表取締役 山根 敏秀

R1

令和1年11月6日

経営に必要な基礎知識

㈱グランドリーム
代表取締役 山根 敏秀

R1

令和1年10月23日

創業計画の作り方

㈱グランドリーム
代表取締役 山根 敏秀

R1

令和1年10月16日

創業事例と創業にあたっての心構え

㈱グランドリーム
代表取締役 山根 敏秀

経営者としての想いと商工会への想い（商業）

㈱タガミ・イーエクス
取締役会長 田上 好道
石川県商工会連合会 会長
全国商工会連合会 副会長

R1

令和1年10月11日

R1

令和1年10月2日

賢いキャッシュレスの利用法と企業におけるIT活用（工業）

㈱一期大福
代表取締役 福岡 明夫

R1

令和1年9月17日

消費税アップも怖くない！儲かっている会社に学ぶ中小企業の経営のツボ（サービス）

税理士法人 マネジメント
代表 山根 敏秀（税理士）

1/11

年度

開催日

テ ー マ

講

東京海上日動火災保険㈱金沢中央支社
課長代理 大屋 美由紀
副主任 近藤 南

除雪事故における賠償責任について
R1

令和2年6月27日

師

求められる労働災害への備えについて
入札・契約に関する改正等について（建設）

能美市総務部管財課
課長 吉田 和司

R1

令和1年6月26日

③建設業界のためのワード講習会

㈱ゼック

R1

令和1年6月20日

企業におけるキャッシュレス化について
～キャッシュレス決済の基礎と特徴について～（鉄工）

㈱オリガミ
営業 安達 雄太

R1

令和1年6月12日

②建設業界のためのエクセル講習会2

㈱ゼック

R1

令和1年6月5日

①建設業界のためのエクセル講習会1

㈱ゼック

H30

平成31年2月27日

再興九谷の系譜～木米から永楽まで～（九谷）

能美市九谷焼資料館
館長 中矢 進一

H30

平成31年2月25日

山代温泉通り商店街のＩＴ化とキャッシュレスへの取組について（商業）

山代温泉通り商店街振興組合
理事長 下 達也
前理事長 須谷 裕二

H30

平成31年2月22日

対人トラブル予防に向けた合理的な“接し方”（建設）

鼻毛の森エンターテイメントジャパン
代表 橋詰 晋也

H30

平成31年2月18日

繊維リソースいしかわとこれからの繊維業界（繊維）

㈱繊維リソースいしかわ
代表取締役社長 遠藤 幸四郎

H30

平成31年2月14日

社員をやる気にさせるコミュニケーション術
～ＰＥＰトーク～（工業）

Ｌ＆Ｄコミュニケーションズ㈱
代表取締役 堀内 裕一朗

H30

平成31年2月12日

キャッシュレス決済説明会

北國銀行・北陸銀行・オリガミ担当者

H30

平成31年2月5日

国内製造工場としてのＮＧＫセラミックデバイスの価値創造

ＮＧＫセラミックデバイス㈱
石川工場長 長谷川 和広

H30

平成30年12月3日

コミュニケーション プラスアップ講座
～プラス思考の脳を作る～（サービス）

A.K.I office
代表 寺田 明子

H30

平成30年11月2日

なぜ今回の「特例事業承継税制」が必要だったのか
①税制上の節税メリットについての内容説明
②自社株式評価の事前計算・相続税の概算シュミレーションの必要性

宮本 周司（全国商工会連合会 顧問）
税理士法人 北陸合同会計事務所
所長 高田 眞次（税理士）

H30

平成30年10月30日

株式承継後の「中間経営計画書」の作成
全体概要についての質疑応答及び相談受付

税理士法人 北陸合同会計事務所
所長 高田 眞次（税理士）

H30

平成30年10月25日

①自社株と相続税との関係について
②事業承継の円滑化を目的にした「特例事業承継税制」の内容説明と注意事項
株式承継までの期間における「経営計画書」の作成

税理士法人 北陸合同会計事務所
所長 高田 眞次（税理士）

2/11

年度

開催日

H30

平成30年10月19日

H30

平成30年9月19日

テ ー マ

講

師

小さな企業の戦略は人間力で
～お客様からいかに学ぶか～

マネジメントサポーター薪水社
代表 荒木 泰之

いまどき商売のコツ
儲かる商売にはワケがある
売れるものを間違うな
こうすれば売れるマーケティングとＩＴ活用の実際

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

事業に必要な税務・経理の基礎知識

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
丹保社会保険労務士事務所
代表 丹保 敏隆（社会保険労務士）

H30

平成30年9月12日

H30

平成30年9月7日

市との連携で集客アップセミナー！！（商業）

横浜市健康福祉局 健康安全部保険事業課 担当課長

H30

平成30年9月5日

事業計画を作る前に

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

H30

平成30年8月29日

創業事例と創業時の心構え

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

H30

平成30年8月27日

パーソナルカラー講座～魅力を引き出す色～（サービス）

Salon de Sora
代表 小西 南緒

H30

平成30年8月23日

達人に学んで（工業）

㈱オハラ
代表取締役社長 小原 繁

施工体制台帳等における社会保険等の作成対応
H30

平成30年7月11日

入札・契約に関する改正等について（建設）

関戸社会保険労務士事務所
所長 関戸 秀次
能美市総務部管財課 課長 本田昌之
〃
主査 山本哲也
〃
主任 坂井久直

H30

平成30年6月20日

エクセル研修会③（建設）
シーン別 よく使われる関数

㈱ゼック

H30

平成30年6月13日

『連携』による『事業承継』モデル展開
～革新的ものづくり・商業・サービス開発の支援補助事業～（鉄工）

辰口自動車販売㈱
代表取締役 室谷 眞一

H30

平成30年6月13日

エクセル研修会②（建設）
作表活用編

㈱ゼック

H30

平成30年6月6日

エクセル研修会①（建設）
作表基礎編

㈱ゼック

H29

平成30年2月23日

イキイキハート・イキイキ経営の実践（繊維）

サンコロナ小田㈱
代表取締役 小田 外喜夫

H29

平成30年2月23日

働き方改革×健康経営（建設）
～現在、求められる事業主責務に係るふたつの配慮義務～

東京海上日動火災保険㈱
営業開発部 法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長代理 田口 悟史

H29

平成30年2月22日

現場員に生産性向上を意識していただくために（鉄工）

㈱迅技術経営
代表取締役 西井 克己（中小企業診断士）

3/11

年度

開催日

H29

平成30年2月20日

美しい工芸のつくりかた（九谷）

㈱我戸幹男商店
代表取締役 我戸 正幸

H29

平成30年2月16日

会社の商品も “人” がすべて（商業）

㈱ルバンシュ
代表取締役社長 千田 和弘

H29

平成30年2月16日

人が育ち、定着する組織風土づくりについて（工業）

㈲エイ・エル・ピー
代表取締役 八尾 稔啓

H29

平成29年12月18日

心を伝えるおもてなし～五感を意識してコミュニケーションしましょう～（サービス）

㈱office・Cando
代表取締役 宮永 満祐美

平成29年12月5日

小規模事業者持続化補助金の概要
経営計画立案のポイント
販路開拓・販売促進計画のポイント
経営計画作成演習

㈱迅技術経営
代表取締役 西井克己

H29

平成29年11月28日

小規模事業者持続化補助金の概要
経営計画立案のポイント
販路開拓・販売促進計画のポイント
経営計画作成演習

㈱迅技術経営
代表取締役 西井克己

H29

平成29年10月4日

会った瞬間に相手をつかむ営業、接客の極意（県連）

㈱ヒューマンブレイン
代表取締役 いとう 伸

H29

平成29年10月2日

健康経営のすすめ～食生活の改善による健康づくり～（工業）

Private Salon SWAN
代表 中村 純子

H29

平成29年9月30日

売れる事業のノウハウ

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

H29

平成29年9月26日

消費税軽減税率対策セミナー

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

事業に必要な税務・経理の基礎と雇用確保とその育成

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
聖川社会保険労務士事務所
代表 聖川 泰史（社会保円労務士）

H29

テ ー マ

講

H29

平成29年9月16日

H29

平成29年9月8日

ランドセル日本一の経営戦略
～ＬＯＣＡＬ＆ＳＭＡＬＬの私たちがこれから進む道～（商業）

㈱フクズミ
代表取締役 福住 裕

H29

平成29年9月2日

事業計画の作り方と資金繰り

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

H29

平成29年8月21日

魅力的なリーダーのコミュニケーション（サービス）

コミュニケーション リアン
代表 松下 由樹

創業事例と創業時の心構え

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
Couleur
代表 二野 美樹（先輩経営者）

H29

平成29年8月19日

4/11

師

年度

開催日

テ ー マ

講

師

経営の【いざ】への備え・あなたの会社は大丈夫？（建設）

能美市総務部管財課
課長 本田 昌之
主査 山本 哲也
主任 酒井 久直

マーケティングセミナー

ウーマンスタイル㈱
代表取締役 成田 由里

平成29年6月20日

エクセル研修会③（建設）
消費税率アップに適切に対応するための実務研修会

㈱ゼック

H29

平成29年6月15日

製造業にとってのBCP（鉄工）

東京海上日動火災保険㈱金沢支店営業課
課長代理 庄司 丈太郎

H29

平成29年6月13日

エクセル研修会②（建設）
関数の基本

㈱ゼック

H29

平成29年6月6日

エクセル研修会①（建設）
エクセルの基本操作

㈱ゼック

H29

平成29年5月17日

小規模事業者持続化補助金について
経営計画の作成や申請書のポイント等

経営ビジネス相談センター㈱
代表取締役 中川 義崇

H29

平成29年5月10日

経営計画作成講座（県連）

経営ビジネス相談センター㈱
代表取締役 中川 義崇

H28

平成29年2月28日

伝統的工芸品産業の振興について

石川県経営支援課伝統産業振興室
課長補佐 末井 利幸

H28

平成29年2月24日

知的財産を本当に知っていますか

宮田特許事務所
所長.弁理士 宮田 正道

H28

平成29年2月21日

積水樹脂グループの会社概要と安全・安心、
環境保全に貢献するものづくり展開

積水樹脂㈱
石川工場長 山根 進

H28

平成29年2月17日

脱！話ベタ 伝える力をつける！

原田 幸子
（元福島テレビアナウンサー）

H28

平成29年2月14日

流通業界の現状と展望

㈱イトーヨーカ堂
前代表取締役社長 戸井 和久

H28

平成29年2月10日

中小企業の社員の「採用・定着」セミナー

経営ビジネス相談センター㈱
代表取締役社長 中川 義崇

H28

平成29年2月6日

地方中小企業が知っておきたいネット社会の特質

㈱金沢倶楽部
代表取締役 山田 元一

H28

平成29年2月1日

人気店に理由あり！繁盛店の秘密

雅珠香
（1級フードアナリスト）

H28

平成28年11月28日

ブランディングに取り組むコツとポイント

㈱ハートデザイン
代表取締役 中村 清美

H28

平成28年11月24日

「周遊飛行」～九谷焼業の今後の展望について～

石川県九谷焼技術研修所
所長 松島 一富

H29

平成29年7月14日

H29

平成29年7月7日

H29

5/11

年度

開催日

H28

平成28年11月11日

H28

テ ー マ

講

収支計画と行動計画

㈱迅技術経営
代表取締役 西井 克己

平成28年11月2日

自社のあるべき姿と、課題の抽出

㈱迅技術経営
代表取締役 西井 克己

H28

平成28年11月1日

自社の状況を把握しよう

㈱迅技術経営
代表取締役 西井 克己

H28

平成28年10月26日

誰でも簡単に作れるコトPOPの作り方

㈱山口デザイン事務所
代表取締役 山口 茂

H28

平成28年10月16日

コマツのモノづくり

小松製作所㈱
代表取締役会長 野路 國夫

H28

平成28年9月24日

事業計画の完成と創業者支援策

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
能美市産業建設部商工課職員

売れる事業のノウハウ(マーケティングとＩＴ活用）

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
パブリックイメージ
代表 森 崇哉

事業に必要な税務・経理の基礎と雇用確保とその育成

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
二口経営労務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ
代表 二口 寛（社会保険労務士）

老舗もピンチ。顧客が消えていく…新規顧客の作り方
～ネットを使った、新規顧客開拓、HP・ﾌﾞﾛｸﾞ・SNSの利用方法～

㈱金港堂
代表取締役 宮谷 隆之

H28

平成28年9月17日

H28

平成28年9月10日

H28

平成28年9月8日

H28

平成28年8月31日

仲よく楽しく 人と社会を健康に
～MOT改革で企業と経営者を健康で元気にする～

医療法人 和楽仁 芳珠記念病院
理事長 仲井 培雄

H28

平成28年8月29日

社員の幸せを大切にする企業のあり方
「日本でいちばん大切にしたい会社」
～人を大切にする経営学～

法政大学大学院
教授 坂本 光司

H28

平成28年8月27日

事業計画の作り方と資金繰り

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）

H28

平成28年8月23日

通販マン目線での物流・売れ筋商品の傾向

ハンディやしき
（通販芸人、能美市観光大使）

H28

平成28年8月20日

創業事例と創業時の心構え

税理士法人 マネジメント
代表社員 山根 敏（税理士）
㈲CORAZON
代表取締役 津幡 高義

H28

平成28年7月13日

建設業者としての公共工事に係るノウハウ

畠総合マネジメントオフィス
代表 畠 善寛

H28

平成28年6月21日

建設業界のための工程表の作成

㈱ゼック
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師

年度

開催日

テ ー マ

講

H28

平成28年6月20日

「知っ得！企業リスク」“まさか我が社に限って！”

東京海上日動火災保険㈱金沢支社
小松支社長代理 助川 隆一

H28

平成28年6月14日

建設業界のためのｴｸｾﾙ研修会 2

㈱ゼック

H28

平成28年6月7日

建設業界のためのｴｸｾﾙ研修会 1

㈱ゼック

H27

平成28年3月23日

小規模持続化補助金制度説明会

㈱ジェック経営コンサルタント
金沢事務所 所長 大丸 光夫

H27

平成28年2月26日

「忙しのに儲からない」からの脱出 利益体質に変える5つのポイント

㈱ジェック経営コンサルタント
金沢事務所 所長 大丸 光夫

H27

平成28年2月23日

工業試験場における研究開発の取組みと企業支援～繊維分野を中心として～

石川県工業試験場 繊維生活部長 田畑 裕之
主任研究員 森 大介

H27

平成28年2月22日

今押さえておきたいマイナンバー制度のポイント

石田進行税理士事務所
税理士 中小企業診断士 石田 京子

H27

平成28年2月19日

出会って4分で、一生分の信頼を獲得する第一印象の法則

㈱WORDROBE
取締役 小西 敦子

H27

平成28年2月19日

「心の健康を考える」-ストレスチェックをする前にやるべきこと-

大同工業㈱
監査役 東森 正則

H27

平成28年2月18日

これですっきり！よく分かるマイナンバー制度

三村社会保険労務士事務所
所長 三村 正夫

H27

平成28年2月18日

～事業承継は、何から手をつけますか？～

木村紀代税理士事務所
所長 木村 紀代

H27

平成28年2月15日

日本ガイシ㈱の事業概要と自動車関連製品のグローバル展開

日本ガイシ㈱セラミック事業本部
製造統括部 石川工場 工場長 山田 智巳

H27

平成28年1月25日

「ｲﾗ・ﾑｶ・ｶﾁﾝのコントロール術」

㈱ハートデザイン
代表取締役 中村 清美

H27

平成27年12月4日

環境建材『グリーンビズ』と世界初の炭素繊維ロッドによる耐震工法

小松精練㈱
研究開発室次長 富樫 宏介

H27

平成27年12月2日

九谷焼の発展と前田家との関係～九谷焼開窯360年記念～

石川県九谷焼美術館
副館長 中矢 進一

H27

平成27年9月24日

「ここまでやれば生き残れる！」景気転換期の中小企業経営

㈱グランドリーム
代表取締役 山根 敏秀

H27

平成27年9月17日

経営者および働く女性の健康管理

北陸大学薬学部
教授 劉 園英

H27

平成27年9月15日

企業におけるマイナンバー制度について

小松税務署 副署長 中村 憲二
能登宏和税理士事務所 所長 能登 宏和

H27

平成27年9月14日

三方よしの“まちゼミ”とは～「お客様」「お店」「まち」をつなぐ～

岡崎まちゼミの会
代表 松井 洋一郎
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師

年度

開催日

H27

平成27年8月19日

H27

テ ー マ

講

師

北陸新幹線に夢のせて

㈲わくわく手づくりファーム川北
代表取締役 入口 博志

平成27年8月6日

ＥＣサイトで売上を着実に上げていくポイントとショッピングモールの今

㈱コムラボ
代表取締役 高見 重太郎

H27

平成27年8月5日

知らなきゃ損する改正相続税のはなし

税理士法人 北陸合同会計事務所
所長 髙田 眞次

H27

平成27年7月28日

消費税再増税に向けて今できること、今やるべきこと

税理士法人 泉が丘会計センター
所長 山根 敏秀

①ＢＩＭの概要と今後について ～3次元CADの実例と将来の展開～
②入札、契約制度の改正について
③建築営繕工事におけ施工計画と品質管理について

①GLOOBE推進課 担当課長 菅原 誠志
②能美市総務部次長兼管財課 課長 金子 哲也
〃
管財課 主査 山本 哲也
〃
管財課 主事 酒井 久直
③能美市産業建設部土木部建築住宅室 室長 中村 進
〃
主任 西藤 充生

H27

平成27年7月8日

H26

平成27年2月27日

証券業界から見た国際経済の行方

竹松証券㈱
代表取締役 竹松 俊一

H26

平成27年2月27日

最近5年の仮燃機納入実績から見るこれからの繊維産業の動向について

山越㈱
代表取締役 山中 友希

H26

平成27年2月26日

待ったなし！相続税増税と事業承継対策

税理士法人 泉が丘会計センター
所長 山根 敏秀

H26

平成27年2月25日

『終活って何？』

NPO法人くらしの経済情報センター
代表理事 木津 衛

H26

平成27年2月21日

小規模事業者の今後について

参議院議員
宮本 周司

H26

平成27年2月20日

知らなきゃ損する相続のはなし

野村経営税理士事務所
代表 野村 重之

H26

平成27年2月17日

Ｎｏ.2として行動する ～実践結果を振り返る～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成27年2月13日

防犯対策講演会～企業がとるべき防犯対策～

寺井警察署
署長 松本 和彦

H26

平成26年12月1日

おもてなしの心が伝わる接客術

㈱ハートデザイン
代表取締役 中村 清美

H26

平成26年11月22日

日本は再生できるのか？

古賀 茂明

H26

平成26年11月18日

これからの伝統工芸のありかた

石川県立伝統産業工芸館
館長代理 柳井 篤子

H26

平成26年11月18日

Ｎｏ.2の役割を知る ～会社の期待に応える～

㈱サクセスブレイン
池田 剛
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開催日

テ ー マ

講

H26

平成26年10月21日

コミュニケーションの実践 ～傾聴力～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成26年10月14日

証券界から見た世界経済

竹松証券㈱
代表取締役 竹松 俊一

H26

平成26年9月16日

コミュニケーションの実践 ～質問力～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成26年9月9日

ここがポイント 建設業の従業員育成術

㈲グランドリーム
代表取締役 山根 敏秀

H26

平成26年8月27日

『ありがとう』といわれる店づくり

㈱リミーナインターナショナル
社長 柴田 昌孝

H26

平成26年8月25日

【第1部】光熱費節約の秘訣教えす！
～省エネと経費（給湯、照明等）の削減について～
【第2部】「北陸の雷」と「日本のエネルギーの現状と課題」について

【第1部】北陸電力㈱小松支社 営業部長担当 谷本 登
【第2部】北陸電力㈱小松支社 支店長 中田 一夫

H26

平成26年8月21日

言葉の力を知る ～言葉の重要性を再認識する～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成26年7月24日

素人でも撮れる「Webで魅せる写真」の撮影セミナー

木戸 健滋（ＩＴコーディネーター）

H26

平成26年7月18日

会計ワークス操作研修

㈱ゼック

H26

平成26年7月16日

会計ワークス操作研修

㈱ゼック

H26

平成26年7月15日

自分と相手の特性を知る ～自己肯定・他者肯定～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成26年7月9日

事業主の安全配慮義務 ～労働安全衛生の基礎、事例から学ぶ～

小坂 信孝

H26

平成26年6月25日

ＸＰパソコンを使い続けることの危険性

㈱ゼック

H26

平成26年6月18日

仕事に役立つ便利なアプリを使った操作術

㈱ゼック

H26

平成26年6月17日

自分を知る ～自己分析により新たな一面を知る～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成26年6月11日

建設業のためのクラウドサービスの活用

㈱ゼック

H26

平成26年6月4日

建設業で使えるスマホ・タブレット操作術

㈱ゼック

H26

平成26年5月20日

Ｎｏ.2としての心構え ～経営者感覚を持つ～

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H26

平成26年5月8日

補助金の活用で事業を具体化

officekobe
甲部 洋平（中小企業診断士）

9/11

師

年度

開催日

テ ー マ

講

H26

平成26年4月24日

経世計画を作成する

officekobe
甲部 洋平（中小企業診断士）

H26

平成26年4月17日

経営計画の必要性

officekobe
甲部 洋平（中小企業診断士）

H25

平成26年3月3日

小規模サービス業のための これだけ押さえて欲しい！労働法

吉田 優（社会保険労務士）

H25

平成26年2月27日

はじめてのマインドマップ講座

㈱カバヤ 代表取締役 萱場 和彰
㈱OkuruSky 代表取締役 村山 智一

H25

平成26年2月27日

元気な会社を作るチャンス到来！～2014年アベノミクスの波にウマく乗る方法～

泉が丘会計センター
山根 敏秀

H25

平成26年2月25日

衣料用繊維と炭素繊維～業界動向、最新情報等について～

東レ㈱石川工場
工場長 竹内 芳裕

H25

平成26年2月21日

建設業を取り巻くＩＴ環境の変化と今後の動向

㈱アイ・ツー
松崎 秀規

H25

平成26年2月21日

企業コミュニケーションに活かすコーチング

松下 由樹

H25

平成26年2月20日

能美市管内の景気動向と勝ち残る企業の条件

砂長谷 正芳（㈱北國銀行寺井支店長）

H25

平成26年2月19日

事業承継について～生き残る商店経営～

㈱ヤングドライ
栃谷 義隆

H25

平成26年2月18日

㈱オンワード技研の概要と差別化戦略

㈱オンワード技研
代表取締役 川畠 丈志

H25

平成26年2月13日

どんぶり勘定の完成を磨く！神田式「試算表」勉強会！

㈱神田どんぶり勘定事務所
神田 知宣

H25

平成26年1月21日

女性視点で業績アップ

㈱ウーマンスタイル
成田 由里

H25

平成26年1月14日

ＪＡＬ再建に学ぶリーダーシップ

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H25

平成25年12月19日

決算書のみかた

㈱サクセスブレイン
池田 剛

H25

平成25年12月17日

第一印象で選ばれるイメージブランディング

小西 敦子

H25

平成25年12月9日

会社(団体)・お店の印象を良くする電話応対～口調にお客様への感謝をこめる～

㈱ｏｆｆｉｃｅ CanDo
矢島 久美

H25

平成25年11月30日

日本経済の真実

三橋 貴明

H25

平成25年11月19日

自己客観化～彼を知り己を知れば百戦危うからず～

㈱サクセスブレイン
池田 剛
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師

年度

開催日

H25

平成25年8月29日

H25

平成25年8月9日

H25

テ ー マ

講

師

ピカッと光る商いを！

㈱山下ミツ商店
社長 山下 浩希

笑って迎える明るく幸せな老い支度

稲手 信次

平成25年7月12日

我が国の周辺情勢と今後の課題

航空自衛隊 第6航空団司令兼小松基地司令 山本 裕一

H25

平成25年7月11日

(第1部)継続能力開発の見える化
(第2)今後の入札制度について

社）石川県建築士会 専務理事 塚田 律夫
能美市総務部管財課 課長 金子 哲也、他2名

H25

平成25年6月19日

建設業界で役立つワードスマート文書作成講座

㈱ゼック

H25

平成25年6月12日

建設業のためのデジカメ「整理と加工」講座

㈱ゼック

H25

平成25年6月5日

建設業界で役立つ見やすい文書作成講座

㈱ゼック

H24

平成25年2月28日

商工会をうまく利用する方法

大高 衛

H24

平成25年2月25日

地域資源を活用した新たな経営戦略

宮西 幹男

H24

平成25年2月22日

参勤の経済の動向と今子の見通し

奥野 誠司

H24

平成25年2月22日

人を育てるアメとムチについて

東森 正則

H24

平成25年2月21日

どうなるモノづくり産業！繊維産業の現状と勝ち残り策！

坪川 常春

H24

平成25年2月18日

消費税の増税についての対応

池田 孝人

H24

平成25年2月8日

成功者に見る経営者の基本マナーについて

松下 由樹
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