
町田商工会議所

お問い合わせは
TEL 042-724-6614

無 料
会員・非会員問わず
お申込みできます。

受講料

令和３年６月  　４年２月▼

講座のご案内
令和３年度

経営に役立つ

本講座は、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業として
位置づけられており、本講座を受講した創業者は登録免許税の
軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援が適用されます。
なお、適用を受けるためには、一定の要件が必要になります。

お問い合わせは

町田商工会議所　東京都町田市原町田　３丁目３番２２号
　交通手段　小田急線 町田駅（東口）：徒歩９分／JR横浜線 町田駅（ターミナル口）：徒歩４分

　お車でお越しの方へ　当会館駐車場はご利用頂けませんので近隣の民間駐車場をご利用下さい。

町田商工会議所　企業支援部まで

TEL 042-724-6614
町田商工会議所

（平日9時～17時）

（平日9時～17時）

https://www.machida-cci.or.jp/

ホームページ又は左記QRコードから
お申込みができます。

レミィ

講座No 開催日時 講　座　名 特定創業支援事業区分

1 6月23日（水）　14:00～16:00 労働 同一労働同一賃金と助成金の活用 人材育成

2 6月30日（水）　14:00～16:00 労働 コロナ禍で変化したアルバイト・パート採用の今後の在り方 人材育成

3 7月2日（金）　14:00～16:00 経営 お客様が反応し、売上につながるセールスライティングセミナー 販路開拓

4 7月7日（水）　14:00～16:00 経営 手描きPOP講座 経営

5 7月9日（金）　14:00～17:00 情報化 ＳＮＳ活用セミナー　実践編 経営

6 7月15日（木）　14:00～16:00 金融 コロナ融資返済に向けた事業、財務整備セミナー 財務

7 7月27日（火）　18:00～20:00 労働 コロナ禍での労務管理 人材育成

8 8月6日（金）　14:00～16:00 経営 やるべきことがすぐわかるSDG’S経営のヒケツ 経営

9 8月27日（金）　14:00～17:00 経営 商品開発・商品改良の基礎知識 経営

10 8月31日（火）　18:00～20:00 経営 経営計画書の作り方セミナー 経営

11 9月8日（水）　10:00～16:00 税務 会計ソフトPC講習会～導入編～ 財務

12 9月17日（金）　14:00～16:00 税務 消費税インボイス制度対策セミナー 経営

13 10月15日（金）　14:00～16:00 情報化 デジタル化・ITツール活用セミナー 販路開拓

14 10月22日（金）　14:00～16:00 情報化 コロナ禍で売上を１０割に戻した、動画を活用した営業策 販路開拓

15 11月17日（水）　14:00～16:00 経営 今、企業に求められるBCP（事業継続計画） 経営

16 1月20日（木）　13:30～16:30 税務 会計ソフトPC講習会～決算編～ 財務

17 2月2日（水）　14:00～16:00 経営 部下を上手にマネジメントする方法 人材育成
※講座については予告なく日時・内容等が変更になる場合があります。
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令和3年6月～4年2月　共通申込書　お申し込み FAX ０４２－７２９－２７４７
講座お申し込み要領

 講座No.

 １

 ２

 ３

 ４

 ５

 ６

 ７

 ８

 ９

 １０

 １１

 １２

 １３

 １４

 １５

 １６

 １７

3．その他
・ご記入いただいた情報は当該講座の運営、管理資料と
して使用する他、町田商工会議所が主催する各種事業
のご案内（DMおよびFAX）に利用させていただきます。
・都合により講座開催会場の変更の可能性がございます。
・最小催行人数に満たない場合はやむを得ず中止とさせて
いただく場合がございます。
・講座の内容は若干の変更がある場合がございます。

開催日程一覧

1．お申し込み方法
申込書に必要事項をご記入の上、町田商工会議所まで
FAXでお申し込みください。
※受付希望の講座No.（コース番号）を必ずご記入ください。
※WEB又はQRコードからもお申し込みできます。

2．受講料　無　料

お問い合わせ先

町田商工会議所
〒194-0013　東京都町田市原町田３丁目３番22号

TEL:042-724-6614  FAX:042-729-2747
9:00～17:00（土日および祝日除く）

E-mail:sodan@machida-cci.or.jp  https://www.machida-cci.or.jp/

※申込書は必要によりコピーをお取り頂くかまたは切り取ってお使いください。

※ご記入いただいた情報は、本セミナーに関する連絡・記録のために使用いたします。また、当所からの各種情報提供に使用する場合があります。

事業所名 T E L

住　所

メールアドレス （※オンライン参加を希望の方） @

F A X

受講者名

受講方法 会場受講　希望　・　オンライン受講　希望　　（どちらかに○）　

受講者名

受講希望
講座No. １・２・３・４・５・６・７・8・９・10・11・12・13・14・15・16・17

（受講希望の講座に○をしてください。）　

令和　　年　　月　　日お申し込みFAX  042-729-2747

講　　座　　名 開　催　日　時

保存版

同一労働同一賃金と助成金の活用
コロナ禍で変化したアルバイト・パート採用の今後の在り方
お客様が反応し、売上につながるセールスライティングセミナー
手描きPOP講座
ＳＮＳ活用セミナー　実践編
コロナ融資返済に向けた事業、財務整備セミナー
コロナ禍での労務管理
やるべきことがすぐわかるSDG’s経営のヒケツ
商品開発・商品改良の基礎知識
経営計画書の作り方セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
消費税インボイス制度対策セミナー
デジタル化・ITツール活用セミナー
コロナ禍で売上を１０割に戻した、動画を活用した営業策
今、企業に求められるBCP（事業継続計画）
会計ソフトPC講習会～決算編～
部下を上手にマネジメントする方法

令和3年　6月23日（水）14:00～16:00

6月30日（水）14:00～16:00

7月2日（金）14:00～16:00

7月7日（水）14:00～16:00

7月9日（金）14:00～17:00

7月15日（木）14:00～16:00

7月27日（火）18:00～20:00

8月6日（金）14:00～16:00

8月27日（金）14:00～17:00

8月31日（火）18:00～20:00

9月8日（水）10:00～16:00

9月17日（金）14:00～16:00

10月15日（金）14:00～16:00

10月22日（金）14:00～16:00

11月17日（水）14:00～16:00

令和4年　1月20日（木）13:30～16:30

2月2日（水）14:00～16:00

町田商工会議所  経営講座のご案内

　町田商工会議所では、年間を通じて経営、税務、労働、金融、情報化といったさまざまな講
座をご用意しています。
　経営トップから新入社員まで多くの方々
に受講いただいています。商工会議所だか
らこそ、ご提供できる充実した講師と内容
で貴社の経営支援を行います。
　コロナ禍の新しい生活様式の中、これか
らの中小企業のニーズに応えていくため、
引き続き、当所経営講座をご活用ください。

※№10 事業計画策定セミナー、
　№11,16 会計ソフトは会場受講のみ

❏受講料　無　料（No.4 手描き POP 講座は消耗品希望者のみ別途有料。）

❏対　象　経営者・従業員等
❏定　員　会場受講	 		30 名
 （No.10 事業計画策定セミナー、No.11,16 会計ソフト PC 講習会は会場受講のみ）

 オンライン受講	100 名

全
講
座
共
通

No.1
中小企業の具体的実務と使える助成金について
同一労働同一賃金と助成金の活用

　中小企業でも2021年4月から適用となった同一労働同一賃金について、これまでの
判例などを踏まえて実務にどのような影響が生じるかわかりやすく説明します。
　また、雇用安定化のための助成金についてどのような助成金があるのかご説明します。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	同一労働同一賃金の考え方
　・	法改正、ガイドラインのポイント
　・待遇差の判断要素とは（職務内容、異動範囲、その他の事情）等
●	令和２年 10月の最高裁判決のポイント　日本郵便事件、大阪医科薬科大学事件
　・最高裁判決の判断枠組み、実務への影響等
●	同一労働同一賃金に関する今後の実務対応
●		今後の業務対応フロー、基本給、手当、賞与、退職金、休暇等、各待遇の実務対応のポイント等
●	雇用関係の助成金について
　・雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、キャリアアップ助成金、両立支援助成金等

❖ 日　時 令和3年6月23日（水）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 櫻井三樹子社会保険労務士事務所　櫻井　三樹子 氏（特定社会保険労務士）

全国社会保険労務士連合会　厚生労働省ホットライン　相談員　他
介護業、建設業、IT関連、出版業、小売業、美容業、サービス業他、様々な業種の事業主に労務管理を提案。セミナー講
師、執筆活動にも注力。
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令和3年6月～4年2月　共通申込書　お申し込み FAX ０４２－７２９－２７４７
講座お申し込み要領
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3．その他
・ご記入いただいた情報は当該講座の運営、管理資料と
して使用する他、町田商工会議所が主催する各種事業
のご案内（DMおよびFAX）に利用させていただきます。
・都合により講座開催会場の変更の可能性がございます。
・最小催行人数に満たない場合はやむを得ず中止とさせて
いただく場合がございます。
・講座の内容は若干の変更がある場合がございます。

開催日程一覧

1．お申し込み方法
申込書に必要事項をご記入の上、町田商工会議所まで
FAXでお申し込みください。
※受付希望の講座No.（コース番号）を必ずご記入ください。
※WEB又はQRコードからもお申し込みできます。

2．受講料　無　料

お問い合わせ先

町田商工会議所
〒194-0013　東京都町田市原町田３丁目３番22号

TEL:042-724-6614  FAX:042-729-2747
9:00～17:00（土日および祝日除く）

E-mail:sodan@machida-cci.or.jp  https://www.machida-cci.or.jp/

※申込書は必要によりコピーをお取り頂くかまたは切り取ってお使いください。

※ご記入いただいた情報は、本セミナーに関する連絡・記録のために使用いたします。また、当所からの各種情報提供に使用する場合があります。
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住　所

メールアドレス （※オンライン参加を希望の方） @

F A X
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受講方法 会場受講　希望　・　オンライン受講　希望　　（どちらかに○）　
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受講希望
講座No. １・２・３・４・５・６・７・8・９・10・11・12・13・14・15・16・17

（受講希望の講座に○をしてください。）　

令和　　年　　月　　日お申し込みFAX  042-729-2747

講　　座　　名 開　催　日　時

保存版

同一労働同一賃金と助成金の活用
コロナ禍で変化したアルバイト・パート採用の今後の在り方
お客様が反応し、売上につながるセールスライティングセミナー
手描きPOP講座
ＳＮＳ活用セミナー　実践編
コロナ融資返済に向けた事業、財務整備セミナー
コロナ禍での労務管理
やるべきことがすぐわかるSDG’s経営のヒケツ
商品開発・商品改良の基礎知識
経営計画書の作り方セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
消費税インボイス制度対策セミナー
デジタル化・ITツール活用セミナー
コロナ禍で売上を１０割に戻した、動画を活用した営業策
今、企業に求められるBCP（事業継続計画）
会計ソフトPC講習会～決算編～
部下を上手にマネジメントする方法

令和3年　6月23日（水）14:00～16:00

6月30日（水）14:00～16:00

7月2日（金）14:00～16:00

7月7日（水）14:00～16:00

7月9日（金）14:00～17:00

7月15日（木）14:00～16:00

7月27日（火）18:00～20:00

8月6日（金）14:00～16:00

8月27日（金）14:00～17:00

8月31日（火）18:00～20:00

9月8日（水）10:00～16:00

9月17日（金）14:00～16:00

10月15日（金）14:00～16:00

10月22日（金）14:00～16:00

11月17日（水）14:00～16:00

令和4年　1月20日（木）13:30～16:30

2月2日（水）14:00～16:00

町田商工会議所  経営講座のご案内

　町田商工会議所では、年間を通じて経営、税務、労働、金融、情報化といったさまざまな講
座をご用意しています。
　経営トップから新入社員まで多くの方々
に受講いただいています。商工会議所だか
らこそ、ご提供できる充実した講師と内容
で貴社の経営支援を行います。
　コロナ禍の新しい生活様式の中、これか
らの中小企業のニーズに応えていくため、
引き続き、当所経営講座をご活用ください。

※№10 事業計画策定セミナー、
　№11,16 会計ソフトは会場受講のみ

No.2
～アフターコロナに備え今から準備出来る重要ポイントを徹底解説～
コロナ禍で変化したアルバイト・パート採用の今後の在り方

　新型コロナウイルスの影響で採用マーケットは売り手市場から買い手市場へと転換し
ました。「応募が多く入っても採用ができていない」や「採用費を極力抑えて採用活動
を行いたい」等の課題を解決すべく、本セミナーではアフターコロナに備え今から準備
が出来る新たなアルバイト・パート採用についての打ち手をトレンドと合わせて解説し
ます。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	雇用状況の変化と対策（副業 /ワークシェア /業務委託）
●	事業主視点でコロナ禍において気をつけるべき労務上のポイント　
●	アルバイト・パート採用の雇用調整助成金活用事例について　
●		コロナ禍において起こっているアルバイト・パート採用の様々な課題について	
解決策のヒントと共に新たな採用手法／事例をご紹介

●	Uber	Eats に代表される宅配サービス活用に関して、雇用主目線からの注意点の洗い出し
❖ 日　時 令和3年6月30日（水）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 ㈱ノーザンライツ　ソリューション営業本部 東京営業部部長　吉田　将彦 氏

　株式会社ノーザンライツ入社後、マネージャーを歴任。
アルバイト・パートの採用～定着・戦力化支援事業に長年従事し、非正規社員を多く雇用しているサービス業（飲食・小
売・介護等）様を中心に各社の採用課題に向けたソリューションを手掛ける。現在は留学生を中心とした在日外国人の為
の就労支援事業にも携わり、顧客主体の幅広い支援で採用成功に導いている。

No.3 お客様が反応し、売上につながる
セールスライティングセミナー

　顧客心理にそったメッセージを作ることで、商品・サービスは自然と売れるようにな
ります。自社の商品・サービスの売り方に悩んでいる方にお薦めするセミナーです。

ね
ら
い

❖ 内　容 「毎月広告を出しているのに売上が上がってこない」「チラシを配布したけれど全く反応
がない」「ホームページを作ったがアクセス数が上がらない」といった悩みを多く聞き
ます。こうした悩みは、ビジネスを少し見直して、売り方を工夫することで解消されて
いく他、顧客心理にそったメッセージを作ることで、商品・サービスは自然と売れるよ
うになります。売上につながるセールスライティングのポイントについて解説します。

●	顧客が思わず買いたくなる仕組みを知る
●	セールスライティングの原理原則
●	セールスレター（広告）の作り方

❖ 日　時 令和3年7月2日（金）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 中小企業診断士　平阪　靖規 氏

　株式会社コムラッドファームジャパン　代表取締役。大手システムインテグレーターにＩＴエンジニアとして勤務の
後、中小企業診断士として独立。公的機関では中小企業に対して年間120件以上の相談を通して支援。現在は、新規事業
立ち上げ支援、事業再生など幅広い業務に従事し、補助金申請の支援実績も多数。



No.4

No.5

身近な材料で手軽に POP 制作
手描き POP 講座

～集客・販促につなげる！～
SNS 活用セミナー　実践編

　POPはお客様に伝わりやすいデザインレイアウトが肝心です。
　当日は、POPの重要性、他店との差別化、購買意欲が高まるポイントなどを説明い
たします。

　コロナ禍において、リアルタイムの情報発信がますます重要になってきました。
Twitter（ツイッター）、Instagram（インスタ）のアカウントを持っている方向け
に、実践と事例を交えながらすぐに使える投稿の切り口、ポイントをお伝えします。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 IT が普及した昨今、手描き POPの役割も形を変えました。以前は印刷のような文字が
主流でしたが、最近はパソコン POPとの差別化や、目立たせるために、敢えて手描き
感を出す POPも増えてきました。
しかし、手描きは法則を考えないと思い通りのデザインにはなりません。
そこで本講座では、お客様に伝わりやすい、購買意欲を呼ぶ手描きPOPのコツをワーク
を交えて実践的にお伝えします。
※�筆記用具・マーカー・色鉛筆などをご持参下さい。但し希望者には、有料（700円）で講
師が準備します。

❖ 日　時 令和3年7月7日（水）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 POPインストラクター　長谷川　良子 氏

埼玉県出身児童福祉の仕事を経て得意のイラストを活かし手描きのPOPライターに。アイキャッチ力のある売れる手描
きPOP制作をスーパーマーケット、ホームセンターでそれぞれ約10年展開。オーストラリアから伝えられたチョーク
アートを学び手描きPOPと融合させた黒板アートPOPを確立し人気の高さから独立し独自に講座を開講。その後一般社
団法人ぱすてるPOPを設立し、パステルこどもお絵かき教室、チョークアート教室に加え店舗販促に特化した黒板アー
ト講座、店作りの手描き看板、POP講座などを行う。

❖ 内　容 ●	コロナ禍での SNS運用の重要性とポイント
●	Twitter 実践編、Instagram実践編
●	フォロワーを増やすコツ
※ツイッターアカウントにログインした端末をご用意のうえ、ご参加下さい。

❖ 日　時 令和3年7月9日（金）　14：00～17：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 ジャイロ総合コンサルティング（株）　雲丹亀　真穂（うにがめ　みほ） 氏

　テレビ局（報道部）で映像取材業務にかかわった後、公務員に転職。2016年、ライター業で独立し、現在は起業ス
タートアップセミナーや文章スキルアップ研修、SNS集客セミナーを開催している。



No.6
返済据置期間の終了までに整理したいポイントを分かり易く解説！
コロナ融資返済に向けた事業、財務整備セミナー

　新型コロナウイルス感染症で影響を受けている中小企業 ･小規模事業者に「新型コロナウイ
ルス感染症緊急資金」融資が実施されております。
　この融資で利子補助、返済期間のほか、元金返済据置も長く設けることができ、長期の据置
を活用されている方も多くなっています。
　本セミナーでは、据置期間経過後の円滑な元金返済に向けて事業、財務整備を行うためのポ
イントを分かり易く解説します。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	コロナ融資の返済が始まるまでに体質改善を
●	金融機関を交渉相手から伴走相手にするには
●	予測キャッシュフローの把握
●	予算と実績の管理
●	今後の資金調達、資金管理、事業の仕組み改革の留意点

❖ 日　時 令和3年7月15日（木）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 （株）落合マネジメント・オフィス　代表取締役　落合　和雄 氏（税理士）

東京大学工学部卒。新日鉄情報通信システム（株）でシステムエンジニアを経て、MBA（産能大学経営情報学修士）を
取得。2011年より老舗の税理士事務所を引き継ぐ。中小企業診断士、ITコーディネータ、情報処理技術者試験（システ
ム監査、特種）、PMP（米国プロジェクトマネジメント協会認定プロジェクトマネージャ資格）等の資格も持ち、創業
支援、経営計画立案、企業再建等の経営指導、プロジェクトマネジメントなどでのコンサルティング・講演・執筆など幅
広く活動中。著者に「実践ナビゲーション経営」（同友館）、「年金に頼らない蓄財術」（アスキー新書）など。

No.7
～感染予防と感染者への対応～
コロナ禍での労務管理

　新型コロナウイルス感染症は、経済活動はもちろん、従業員の労務管理にも大きな
影響を与えています。感染症予防とともに、従業員の休業や勤務時間の短縮、ハラス
メントなどについて、今、事業主や労務担当者ができるコロナ禍での従業員に対する
取り組みについて、具体的に解説します。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	新型コロナウイルス感染者への対応
●	従業員を休業または短時間勤務をさせるときの対応
●	在宅勤務（テレワーク）の導入
●	コロナ禍で起こりやすいハラスメントへの対応
●	その他

❖ 日　時 令和3年7月27日（火）　18：00～20：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 特定社会保険労務士　岡本　直子 氏

　中小企業の本社総務部にて給与計算、労働・社会保険手続き、経理事務等を約15年経験したのち、平成15年に社会
保険労務士試験に合格し、平成16年2月に岡本社会保険労務士事務所開設。平成22年特定社会保険労務士付記。給与計
算、労働・社会保険の手続業務、就業規則の作成、その他労務相談を多く手掛ける。



No.8
世界で注目 !
やるべきことがすぐわかる SDGs 経営のヒケツ

　2015年に策定されたSDGs。日本では大企業を中心にSDGsの経営への取組みが推進さ
れつつあるものの、中小企業ではそもそもSDGsの認知が低い状況です。そういう状況では
あるものの、中小企業こそSDGsを経営に取りいれることで、新たな販路・顧客開拓や採用な
どにプラスの効果が表れます。名前をそもそも知らない、名前だけは知っているけどよく分か
らないという方に、事例をベースにSDGsを経営に取り組むヒケツをお伝えします。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	そもそも SDGs とは？
●	SDGs 経営の効果とは？
●	SDGs の経営への取り組むヒケツ
●	自社の SDGs を策定
●	SDGs 活用事例のご紹介

❖ 日　時 令和3年8月6日（金）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 中小企業診断士　杉山　淳 氏

教育・介護サービス業界にてマーケティング、ブランディング、PR、商品企画・開発などを15年以上経験。
現在は、中小企業に特化したローコスト・ハイパフォーマンスのマーケティング、ブランディングなどの支援やセミナー
も行っている。

No.9
元バイヤーの中小企業診断士が教えるヒットに向けた７つの手順
商品開発・商品改良の基礎知識

　なぜ商品開発・改良が必要なのか、外さないノウハウとはなにか、実際の事例をも
とに、小規模事業者が実践できる7つの手順を分かりやすくお伝えします。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	小規模事業者を取り巻く環境
●	必ず知っておきたい商品改良・開発の大前提
●	ヒットに向けた「７つの手順」
正しい方法で「外さない商品」を開発したい方、開発した商品の「売れない理由」を知
りたい方、効果的な販路開拓を求めている方への内容です。

❖ 日　時 令和3年8月27日（金）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 （株）プランコンサルティング代表　茂井　康宏 氏（中小企業診断士）

都内上場企業でバイヤーを勤め、年間約2千件の商談に対応。数多くの全国ヒット商品を手掛ける。現在は中小企業診断
士として、コンサルティング、セミナーを務める。最近では、プロデュース商品が「香川県知事賞（最優秀賞）」や「農
林水産省食糧産業局長賞」を受賞。



No.10

No.11

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞申請にも対応
経営計画書の作り方セミナー

「弥生会計」～導入編～
会計ソフトパソコン講習会

　多くの方が活用している「小規模事業者持続化補助金」。興味はあるけれどよく分から
ない、採択される可能性を高めたい、販路拡大に向け効果的な計画を立てたい、という事
業者の方を対象に、＜一般型＞で採択されるための「経営計画書の作り方」を解説しま
す。申請書作成のポイントを熟知している専門家が、制度の概要、自社への活用の仕方、
押さえておきたい重要ポイントなどを、具体例を挙げながら分かりやすくお伝えします。

　パソコンの普及に伴い、会計ソフトを導入する事業所も増えています。
　会計ソフトを使用することで、手書きの記帳と比べ、日々の記帳や決算が簡単かつ
確実に処理でき、作業効率の向上が図れます。
　今後会計ソフト導入を検討中の事業者向けに、導入後の初期設定から日々の入力ま
でを実際にパソコンを使いながら体験できるパソコン講習会を開催します。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	小規模事業者持続化補助金＜一般型＞とは？
●	「採択される計画書」の作り方～審査のポイントを押さえる
　　・事業の現状分析
　　・顧客ニーズと市場動向
　　・自社や自社の提供する商品・サービスの強み
　　・経営方針・目標と今後のプラン　など

❖ 日　時 令和3年8月31日（火）　18：00～20：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 コンサルティングオフィスK 代表　菊池　秀幸 氏（中小企業診断士）

　1993年大手アパレル会社に入社。経理、企画・生産（婦人服・子供服・靴・雑貨・資材）に関わる業務を担当。同社
退社後、中小企業診断士の資格を取得し、2005年より経営コンサルタントとして活動。それまでの実務経験を活かし、
アパレル関連企業の経営改善、並びに、アパレル業界の経営手法を他業界に転用させることで、数多くの支援実績を上げ
ている。得意分野は、経営計画策定、新商品開発、生産性向上、販売分析等の支援。

❖ 内　容 ●	帳簿の入力方法
●	伝票の入力方法
●	仕訳日記帳での確認、修正
●	元帳の見方
●	試算表の見方

❖ 日　時 令和3年9月8日（水）　10：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 （株）ディー・マネージ　澤口　公一 氏

・各商工会議所、商工会、法人会、青色申告会等研修講師
・弥生インストラクター対策講座講師



No.12

No.13

消費税免税事業者は必見！２年後に後悔しないための
消費税インボイス制度対策セミナー

コロナ禍のいまこそ！非対面営業、業務効率化、テレワークに取組む！
デジタル化・IT ツール活用セミナー

　2023 年 10月 1日以降に実施される適格請求書等保存方式（インボイス制度）に
ついて、消費税納税への影響、免税事業者の受注への影響などをわかりやすく説明し
ます。2023 年の制度適用の際に後悔しないようにどのような準備が必要となるのか
説明します。

　新型コロナウィルスにより、企業の在り方、働き方は大きな変化を迫られ、非対面
営業、業務効率化、テレワークなどITの役割が一層見直されています。本セミナーで
はITの具体的な活用事例についてご説明し、賢くITツールを活用して売上UP、業務効
率化を進めるポイントを分かり易く解説します。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	そもそもインボイス（適格請求書）とは？
●	消費税の仕組みについて
●	影響があるのは誰？
●	請求書はどう変わる？
●	経理業務はどうなる？

❖ 日　時 令和3年9月17日（金）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 西脇会計事務所　税理士　西脇　大 氏

昭和48年生まれ　東京都出身
平成8年　立教大学経済学部経済学科卒業
生命保険会社、電機メーカーでのシステムエンジニアを経て、30歳のときに会計事務所で働き始める。
平成17年税理士試験合格。個人事務所や税理士法人で約12年勤務。
平成27年11月　東京都町田市にて独立。「西脇会計事務所」所長として、現在に至る。
令和元年6月～　東京税理士会町田支部・研修部長（現任）

❖ 内　容 ●	コロナ禍の今、なぜデジタル化・IT活用が重要なのか
●	中小企業が検討すべきIT活用法
		（非対面営業、情報共有、業務効率化、テレワーク）
●	IT活用に使える補助金と申請のポイント

❖ 日　時 令和3年10月15日（金）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 中小企業診断士　村上　知也 氏

IT企業で13年間勤務し、ITコンサルティングとして活躍。企業のIT化支援やホームページ、SNS活用といったWebマー
ケティング分野を得意としている。特に、小規模事業者向けに「なるべくお金をかけずに行う」集客や、「非対面型ビジ
ネスモデルへの転換」に伴うIT活用の支援に取り組んでいる。



No.14

No.15

動画 WEB 屋のノウハウを公開
コロナ禍で売上を１０割に戻した、動画を活用した営業策

新型コロナウイルス感染症の流行長期化を踏まえる
今、企業に求められる BCP（事業継続計画）

　新型コロナウイルスの影響により、現場で営業できる機会が減少しています。
　本セミナーでは直接営業ができなくても、商品・サービスを顧客へＰＲしていくた
めに自社で動画を内製化し、ネット検索で上位に表示させて集客するノウハウをお伝
えします。エンドユーザーの目線に立った告知を目指し、「誰でもできる動画制作」
を解説します。

　企業は地震や台風、洪水といった自然災害から受けるダメージを最小限に抑え、事業を継続
するための計画「事業継続計画（BCP）」の策定を強く求められています。あわせて、新型コロ
ナウイルス感染症の流行も長期化しており、これまでの経営環境に大きな変化をもたらしてい
ることから、それらの変化を踏まえて見直すことが急務となっています。このBCPの策定・見直
しのニーズに応えます。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	動画の効果と活用すべき４つの理由
●	内製化動画事例から学ぶ制作事例
●	機材は不要、スマホで高画質動画撮影
●	補助金を活用し動画制作
●	ターゲットに刺さる動画内容とは？
●	作った動画をネット検索上位表示

❖ 日　時 令和3年10月22日（金）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 (株)マックスストーン　代表取締役　家元　飯岡　直樹 氏

2007年にホームページ製作会社を起業。延べ800以上のサイトに携わり、中小企業の問題解決件数は5,300 件以上（前
職含む）。2020年2月未曽有の新型コロナウイルスに襲われ売上が50%以下に急降下。変化に対応すべく3月から従来
のリアル商談から全てオンライン商談に切り替え、4月には新宿事務所を解約、全社員フルリモートへ移行する。コロナ
下で売上を戻している企業は「体験価値の提供」と「接点を増やす」ことを行っていることに気づき即実行。9月には売
上を10割に戻すことに成功する。

❖ 内　容 本講座では、まずBCP策定にあたり最低限知っておくべき知識を再確認するとともに、自
社の現状を踏まえたBCP策定と見直しのポイントを説明します。
また、防災計画と事業継続計画の関係や、BCP策定の具体的手順についても紹介します。
あわせて経験豊かな講師が、随所に必須のフォーマット等を示しながら解説を行いますの
で、実務に役立つ講座となっています。

❖ 日　時 令和3年11月17日（水）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 ミネルヴァベリタス（株）顧問　 信州大学  特任教授　本田　茂樹 氏

現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経
て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける
一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、早稲田大学、東京医科歯科大学大学院などで教鞭をとるとともに、
日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。



No.16
「弥生会計」～決算編～
会計ソフトパソコン講習会

　パソコンの普及に伴い、会計ソフトを導入する事業所も増えています。
　会計ソフトを使用することで、手書きの記帳と比べ、日々の記帳や決算が簡単かつ
確実に処理でき、作業効率の向上が図れます。
　申告時期が近いことから、主にすでに会計ソフトを導入済みの事業者向けに、青色
申告決算書の準備や作成手順を実務的に確認できるパソコン講習会を開催します。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	決算整理前残高試算表の作成
●	残高の確認と修正
●	決算仕訳の入力
●	固定資産管理と減価償却費計上
●	勘定科目内訳書作成（法人のみ）
●	決算書の設定
●	決算書の作成
●	繰越処理方法

❖ 日　時 令和4年1月20日（木）　13：30～16：30
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 （株）ディー・マネージ　澤口　公一 氏

・各商工会議所、商工会、法人会、青色申告会等研修講師
・弥生インストラクター対策講座講師

No.17
デジタル化とともに優先したい
部下を上手にマネジメントする方法 

　不平や不満ばかりをいってくる。いくら言っても治らない。近年、”問題社員”が会社の成長の足
かせになっているケースがあります。「長年、勤めていただいている方だから・・・」と問題社員を
放置すると他の社員にもよくない影響を及ぼしかねません。社員の話をじっくり聴き、企業の目標
や方向性を示し、信頼関係を構築することで社員が働きがいを感じ、いきいきと働ければ企業に
大きなメリットをもたらします。本講座では、”心の通った雇用管理手法”を学びます。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	問題社員の事例
●	パワハラにならない部下の指導（パワハラ防止法をふまえて）
●	部下とのコミュニケーションの考え方
●	職場を活性化する”ワークエンゲイジメント”の基礎

❖ 日　時 令和4年2月2日（水）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 特定社会保険労務士　大塚　隆裕 氏

平成19年　大塚社労士事務所　開設
平成21年　特定社会保険労務士　付記
平成22年　厚生労働省委託事業「中小企業労働契約改善事業」就業規則アドバイザー
平成23年　東京都社会保険労務士会多摩統括支部　幹事
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令和3年6月～4年2月　共通申込書　お申し込み FAX ０４２－７２９－２７４７
講座お申し込み要領

 講座No.

 １

 ２

 ３

 ４

 ５

 ６

 ７

 ８

 ９

 １０

 １１

 １２

 １３

 １４

 １５

 １６

 １７

3．その他
・ご記入いただいた情報は当該講座の運営、管理資料と
して使用する他、町田商工会議所が主催する各種事業
のご案内（DMおよびFAX）に利用させていただきます。
・都合により講座開催会場の変更の可能性がございます。
・最小催行人数に満たない場合はやむを得ず中止とさせて
いただく場合がございます。
・講座の内容は若干の変更がある場合がございます。

開催日程一覧

1．お申し込み方法
申込書に必要事項をご記入の上、町田商工会議所まで
FAXでお申し込みください。
※受付希望の講座No.（コース番号）を必ずご記入ください。
※WEB又はQRコードからもお申し込みできます。

2．受講料　無　料

お問い合わせ先

町田商工会議所
〒194-0013　東京都町田市原町田３丁目３番22号

TEL:042-724-6614  FAX:042-729-2747
9:00～17:00（土日および祝日除く）

E-mail:sodan@machida-cci.or.jp  https://www.machida-cci.or.jp/

※申込書は必要によりコピーをお取り頂くかまたは切り取ってお使いください。

※ご記入いただいた情報は、本セミナーに関する連絡・記録のために使用いたします。また、当所からの各種情報提供に使用する場合があります。

事業所名 T E L

住　所

メールアドレス （※オンライン参加を希望の方） @

F A X

受講者名

受講方法 会場受講　希望　・　オンライン受講　希望　　（どちらかに○）　

受講者名

受講希望
講座No. １・２・３・４・５・６・７・8・９・10・11・12・13・14・15・16・17

（受講希望の講座に○をしてください。）　

令和　　年　　月　　日お申し込みFAX  042-729-2747

講　　座　　名 開　催　日　時

保存版

同一労働同一賃金と助成金の活用
コロナ禍で変化したアルバイト・パート採用の今後の在り方
お客様が反応し、売上につながるセールスライティングセミナー
手描きPOP講座
ＳＮＳ活用セミナー　実践編
コロナ融資返済に向けた事業、財務整備セミナー
コロナ禍での労務管理
やるべきことがすぐわかるSDG’s経営のヒケツ
商品開発・商品改良の基礎知識
経営計画書の作り方セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
消費税インボイス制度対策セミナー
デジタル化・ITツール活用セミナー
コロナ禍で売上を１０割に戻した、動画を活用した営業策
今、企業に求められるBCP（事業継続計画）
会計ソフトPC講習会～決算編～
部下を上手にマネジメントする方法

令和3年　6月23日（水）14:00～16:00

6月30日（水）14:00～16:00

7月2日（金）14:00～16:00

7月7日（水）14:00～16:00

7月9日（金）14:00～17:00

7月15日（木）14:00～16:00

7月27日（火）18:00～20:00

8月6日（金）14:00～16:00

8月27日（金）14:00～17:00

8月31日（火）18:00～20:00

9月8日（水）10:00～16:00

9月17日（金）14:00～16:00

10月15日（金）14:00～16:00

10月22日（金）14:00～16:00

11月17日（水）14:00～16:00

令和4年　1月20日（木）13:30～16:30

2月2日（水）14:00～16:00

町田商工会議所  経営講座のご案内

　町田商工会議所では、年間を通じて経営、税務、労働、金融、情報化といったさまざまな講
座をご用意しています。
　経営トップから新入社員まで多くの方々
に受講いただいています。商工会議所だか
らこそ、ご提供できる充実した講師と内容
で貴社の経営支援を行います。
　コロナ禍の新しい生活様式の中、これか
らの中小企業のニーズに応えていくため、
引き続き、当所経営講座をご活用ください。

※№10 事業計画策定セミナー、
　№11,16 会計ソフトは会場受講のみ



町田商工会議所

お問い合わせは
TEL 042-724-6614

無 料
会員・非会員問わず
お申込みできます。

受講料

令和３年６月  　４年２月▼

講座のご案内
令和３年度

経営に役立つ

本講座は、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業として
位置づけられており、本講座を受講した創業者は登録免許税の
軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援が適用されます。
なお、適用を受けるためには、一定の要件が必要になります。

お問い合わせは

町田商工会議所　東京都町田市原町田　３丁目３番２２号
　交通手段　小田急線 町田駅（東口）：徒歩９分／JR横浜線 町田駅（ターミナル口）：徒歩４分

　お車でお越しの方へ　当会館駐車場はご利用頂けませんので近隣の民間駐車場をご利用下さい。

町田商工会議所　企業支援部まで

TEL 042-724-6614
町田商工会議所

（平日9時～17時）

（平日9時～17時）

https://www.machida-cci.or.jp/

ホームページ又は左記QRコードから
お申込みができます。

レミィ


