
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４年６月  　５年１月▼

講座のご案内
令和４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（木）　14:00～16:00 経営 コロナ禍での「コミュニケーション力」UPへ　ビジネスコミュニケーションに差がつく講座 経営

2 6月29日（水）　14:00～16:00 労働 活き活きと働きながら業績を上げる組織づくりのポイント 人材育成

3 7月6日（水）　18:00～20:00 経営 クラウドファンディング活用セミナー 販路開拓

4 7月12日（火）　14:00～17:00 経営 手描きPOP講座 経営

5 7月13日（水）　14:00～17:00 情報化 小規模事業者のためのDX推進・IT化セミナー 経営

6 7月19日（火）　14:00～16:00 金融 町田市で事業を営む際の融資諸制度について　融資諸制度セミナー 経営

7 8月2日（火）　14:00～16:00 経営 BCP（事業継続計画）セミナー 経営

8 8月25日（木）　10:00～16:00 税務 会計ソフトPC講習会～導入編～ 財務

9 9月21日（水）　14:00～16:00 情報化 仮想通貨の仕組みとリスク 経営

10 9月29日（木）　14:00～16:00 労働 採用から退職までの労務管理と人材育成 人材育成

11 10月7日（金）　18:30～20:30 情報化 プレスリリース＆SNS活用セミナー 販路開拓

12 10月13日（木）　14:00～16:00 情報化 Googleマイビジネス活用セミナー 経営

13 10月26日（水）　14:00～16:00 金融 コロナ不況を乗り切るための長期戦を意識した資金調達の考え方 経営

14 11月11日（金）　14:00～16:00 税務 黒字経営を達成するための決算書活用セミナー 財務

15 11月29日（火）　14:00～16:00 経営 法人化のメリット・デメリット講座 経営

16 12月13日（火）　14:00～16:00 労働 ～定年延長を見据えた～高年齢者を戦力化する人事制度再構築セミナー 人材育成

17 1月19日（木）　13:30～16:30 税務 会計ソフトPC講習会～決算編～ 財務
※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4年6月～5年1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 @

F A X

受講者名 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

コロナ禍での「コミュニケーション力」UPへ　ビジネスコミュニケーションに差がつく講座
活き活きと働きながら業績を上げる組織づくりのポイント
クラウドファンディングを活用した資金調達セミナー
手書きPOP講座
小規模事業者のためのDX推進・IT化セミナー
町田市で事業を営む際の融資諸制度について
BCP（事業継続計画）セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
仮想通貨の仕組みとリスク
採用から退職までの労務管理と人材育成
プレスリリース＆SNS活用セミナー
Googleマイビジネス活用セミナー
コロナ不況を乗り切るための長期戦を意識した資金調達の考え方
黒字経営を達成するための決算書活用セミナー
法人化のメリットとデメリットについて
高年齢者を戦力化する人事制度再構築セミナー
会計ソフトPC講習会～決算編～

令和4年　6月23日（木）14:00～16:00

6月29日（水）14:00～16:00

7月6日（水）18:00～20:00

7月12日（火）14:00～17:00

7月13日（水）14:00～17:00

7月19日（火）14:00～16:00

8月2日（火）14:00～16:00

8月25日（木）10:00～16:00

9月21日（水）14:00～17:00

9月29日（木）14:00～16:00

10月7日（金）18:30～20:30

10月13日（木）14:00～16:00

10月26日（水）14:00～16:00

11月11日（金）14:00～16:00

11月29日（火）14:00～16:00

　12月13日（火）14:00～16:00

令和5年　1月19日（木）13:30～16:30

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。

❏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.8、17 の会計ソフト　パソコン講習会は 12 事業所となります。）

全
講
座
共
通

No.1
～コロナ禍での「コミュニケーション力」ＵＰへ～
ビジネスコミュニケーションに差がつく講座

◆なぜ伝えたことの半分も伝わらないのか?コロナ禍の「コミュ障」激増中
◆対面コミュニケーションのポイント（情報は五感が読み取る）
◆電話コミュニケーションのポイント（声・言葉・構成力）
◆メールコミュニケーションのポイント（なんだかイラつくメールあれこれ）
◆コミュニケーション上手は、どこに行っても重宝される　など

ね
ら
い

❖ 内　容 コロナ禍の中、ビジネスパーソンを取り巻くコミュニケーション環境は激変しました。
職種や業種を選ばず、IT ツールを駆使して意思疎通を図らざるを得ないのですが、スキ
ルに個人差が大きく、便利で確実なはずなのに逆に時間を要したり行き違いが生じたり
などの場面が多くなってはいませんか ?	お客さまはもとより、職場内での距離感も難し
い今だからこそ、時代に即したコミュニケーション力を身につけて、生産性と顧客満足
度の向上につなげましょう。

❖ 日　時 令和4年6月23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 須見　庸子 氏（㈱Skillpod　代表取締役　産業カウンセラー）

　大学卒業後、大手進学予備校(神奈川)にて教務の傍ら室長として約6年勤務の後、一般企業に転職。一貫して人材教育研修に係り、知識・経験を蓄積。人材教
育に関しては、企業の現状リサーチから問題・課題の抽出・分析、教育研修の体系づくり、マニュアルの作成、研修・トレーニングの運営実施、後のフォローま
で、総合的なコンサルティングノウハウを提供している。専門指導分野としては、カウンセリング・コーチング手法をベースに、多岐にわたる職種・階層を対象
としたコミュニケーションスキル指導を担当。
現在、㈱スキルポッド代表取締役社長として、財務省・防衛省はじめ多くの官公庁・自治体・公/私立小中学校、民間ではメーカー・通信・流通・金融・生保・
損保・電力等各業界大手より継続的に指名を受け、東京埼玉各地の商工会議所公開講座も担当。２０年以上に渡り年間150を超える実践指導を続けている。
一般社団法人日本教え方検定協会代表理事、ＮＰＯ法人国際ファシリテーション協会理事、NTTユーザ協会提携講師（電話応対コンクール審査委員）など。
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令和4年6月～5年1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
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 ５

 ６

 ７

 ８

 ９

 １０

 １１

 １２

 １３

 １４

 １５
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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。

事業所名 T E L

住　所

メールアドレス @

F A X

受講者名 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

コロナ禍での「コミュニケーション力」UPへ　ビジネスコミュニケーションに差がつく講座
活き活きと働きながら業績を上げる組織づくりのポイント
クラウドファンディングを活用した資金調達セミナー
手書きPOP講座
小規模事業者のためのDX推進・IT化セミナー
町田市で事業を営む際の融資諸制度について
BCP（事業継続計画）セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
仮想通貨の仕組みとリスク
採用から退職までの労務管理と人材育成
プレスリリース＆SNS活用セミナー
Googleマイビジネス活用セミナー
コロナ不況を乗り切るための長期戦を意識した資金調達の考え方
黒字経営を達成するための決算書活用セミナー
法人化のメリットとデメリットについて
高年齢者を戦力化する人事制度再構築セミナー
会計ソフトPC講習会～決算編～

令和4年　6月23日（木）14:00～16:00

6月29日（水）14:00～16:00

7月6日（水）18:00～20:00

7月12日（火）14:00～17:00

7月13日（水）14:00～17:00

7月19日（火）14:00～16:00

8月2日（火）14:00～16:00

8月25日（木）10:00～16:00

9月21日（水）14:00～17:00

9月29日（木）14:00～16:00

10月7日（金）18:30～20:30

10月13日（木）14:00～16:00

10月26日（水）14:00～16:00

11月11日（金）14:00～16:00

11月29日（火）14:00～16:00

　12月13日（火）14:00～16:00

令和5年　1月19日（木）13:30～16:30

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。

No.2
仲良しクラブではなく成果の上がるチームへ
活き活きと働きながら業績を上げる組織づくりのポイント

　「社内がギスギスしている」「個人商店の集まり」「価値観がバラバラでまとまらない」…
このような悩みは、飲み会や社員旅行、今流行りの1on1だけでは解決できません。
人材力・組織力・関係力という３つの力を高めることで、強みを活かして熱意を引き出し、
業績向上につなげるチームづくりの具体的な方法をお伝えします。

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	チームづくりの悩みと多くの企業が陥る落とし穴
●	人材力	- 強みを活かして熱意８倍 -
●	組織力	- バラバラのチームから成果を出せるチームへ -
●		関係力	- やる気と能力を引き出す関わり方 -
●	人と業績が同時に成長する組織づくりの王道

❖ 日　時 令和4年6月29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 中小企業診断士　倉石 友美 氏

　静岡県浜松市出身　東京大学教養学部卒業。
マーケティング会社にて人事、採用、研修、経理、経営企画などに従事後、中小企業診断士登録。「人材育成」「チーム
ビルディング」「人事評価制度構築」「組織開発」など、「人と業績が同時に成長する組織づくり」を軸に、数多くの中
小企業の支援を実施している。

No.3
基本から徹底解説！
クラウドファンディングを活用した資金調達セミナー

　こんな方にオススメ！
　・クラウドファンディングを活用した資金調達に興味のある方
　・事業の内容を広く発信し、支援者を集めたい方
　・新製品・新サービスのテストマーケティングをしたい方

ね
ら
い

❖ 内　容 最近話題のクラウドファンディングを一から学べるセミナーです。クラウドファンディ
ングの一般的知識から、具体的な事例紹介など、クラウドファンディングによる資金調
達を、より具体的・現実的なものにするための内容となっています。また、クラウドファ
ンディングを利用する際にかかる費用の一部を助成する「クラウドファンディング活用
助成金」の概要・利用方法もご紹介します。

❖ 日　時 令和4年7月6日（水）　18：00～20：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 銀座セカンドライフ株式会社　リーダー　松田　絢一 氏

　JBIA認定インキュベーション・マネージャー、行政書士有資格者。
銀座セカンドライフ株式会社入社後、セミナー講師、個別相談などの中小企業支援を日常的に実施。セミナー講師として
は、創業セミナー、助成金セミナー、クラウドファンディングセミナーなどを担当し、講演回数は毎年30回を超える。
また、行政からの受託事業の多くを責任者として担当。東京都の平成30年度～令和3年度のクラウドファンディングの事
業でも、責任者としてセミナーの運営、講師、個別相談など全ての業務を網羅的に担当し、クラウドファンディングの内
容を熟知している。



No.4

No.5

すぐに使える
手描き POP講座

手軽にできるＤＸ推進のポイント 
小規模事業者のためのDX推進・ＩＴ化セミナー

ＰＯＰの重要性
他店との差別化
購買意欲が高まるＰＯＰ

　近年、ＩＴ化はもちろん、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の注目度が
高まっています。ＤＸとは何か、ＩＴ化やＤＸの活用事例をご紹介し、小規模事業者
が取り組める、ツールの活用やＤＸに取り組むためのファーストステップをお伝えし
ます。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 IT が普及した昨今、手書き 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、敢えて手書き
感を出す POPも増えてきました。
しかし、手書き POP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、購買意欲を呼ぶ手書き 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、有料で講師が準備します。

❖ 日　時 令和4年7月12日（火）　14：00～17：00
❖ 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 ●	DXとは何か？
●	近年のデジタル技術動向（AI、IoT、ビックデータ、クラウド等）
●	小規模事業者・個人事業が使いやすい IT ツール
●	DX推進のポイントとコツ

❖ 日　時 令和4年7月13日（水）　14：00～17：00
❖ 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　安藤　準 氏

　IT企業（NEC）でSEとして活動。クラウドシステムのプロジェクトマネージャーや管理職を経てＩＴコンサルティン
グ会社を設立。のべ100社以上の中小企業のDX化・ＩＴ活用をコンサルティング支援する一方、企業研修や中小企業向
けのＩＴ活用のセミナーに精力的に登壇。中小企業庁の支援事例として中小企業白書に掲載される。



No.6
町田市内の事業者が利用可能な融資制度について
融資諸制度セミナー

　東京信用保証協会、日本政策金融公庫、町田市の３者を講師に迎え、３者の概要及び
組織形態から融資制度の活用方法等理解を深め融資制度を利用する事業者の問題解決
を図る。

ね
ら
い

❖ 内　容 【東京信用保証協会】
　●	信用保証制度の仕組み、当協会を利用可能な中小企業者
　●	保証のメリット、保証審査のポイント等
【日本政策金融公庫】
　●	日本政策金融公庫の概要、ＨＰにて利用可能なサービスの紹介
　●	融資制度の紹介(マル経・コロナマル経・企業活力強化資金)、相談・申込手続きの流れ
【町田市】
　●	町田市の中小企業融資制度
　●	概要説明
　●	資金メニューの説明等

❖ 日　時 令和4年7月19日（火）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 東京信用保証協会職員、㈱日本政策金融公庫八王子市支店職員、町田市職員

No.7 BCP（事業継続計画）セミナー

　事業規模が小さい、従業員がいないから関係ないとBCPに対する意識が低い小規模
事業者を対象にBCPの必要性（事業継続＝取引先、お客様に対する責任を果たすこと）
をもってもらい、BCPの策定、改定を促すことを目的とする。また令和４年度事業で
BCPに対する補助金があることからその活用についても促していく。

ね
ら
い

❖ 内　容 　BCP（事業継続計画）の必要性を感じてはいるものの、規模が小さいから関係ない、従業員が
いないから関係ないと思っている方も多くいると思います。実際に自然災害や感染症再拡大など
で事業が停滞してしまうのは事業の規模、従業員の有無に関係なくおきてしまうことであり、事
前に準備し、行動することができれば、取引先に対する責任を果たすことができます。
しかし何から手をつけてよいのかわからない方も多くいると思いますので、今回は入門編として
BCPの必要性から実際の事例までを学んでいただきます。
また、町田市内事業者であれば BCPの策定、改定に対する補助金、BCPの実践（感染症対策に
かかる物品のみ）に対する補助金を活用することができます。
※補助金を受けるためには一定の条件があります。是非、この機会にBCPについて学んでみませんか？

❖ 日　時 令和4年8月2日（火）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 長島　孝善 氏（中小企業診断士／知的資産経営研究所 代表）

　ＩＴサービス会社にて営業、新事業開発、マーケティング部門を歴任後、中小企業診断士として独立開業。トラック運
送業を始め、多くの中小企業において強みの見える化・活かし方の支援実績を持つ。専門分野は知的資産経営、事業継続
計画(BCP)など。【著書・論文】「知的資産経営が中小企業を強くする」「Ｑ＆ＡでわかるＢＣＰ策定の実務」「中小ト
ラック運送業の事業承継(流通経済大学論文)」 他



No.8
「弥生会計」～導入編～  
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。
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
際にパソコンをつか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

❖ 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4年8月25日（木）　10：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 株式会社ディー・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.9
～正しい知識を身に付け、ビジネスに役立てましょう～ 
仮想通貨の仕組みとリスク

●	仮想通貨とは何か？や特徴、取引する際の注意点（※税務申告を含む）
●	実際に小規模事業者（店舗）が決済のために利用する場合のメリット・デメリットなど
●	QRコード決済（スマホ決済）や電子マネーなどキャッシュレス決済との違いなど）

ね
ら
い

❖ 内　容 　近年話題となっている“仮想通貨”。相場は乱交下して危険？とかマネーロンダリング
に利用される悪いイメージなどあまり身近に取引している方がいないため実際には良く
仕組みがわからない方が多いのではないでしょうか？
しかし、新しい決済システムとして、利用できるお店なども徐々に増えています。
そこで今回、仮想通貨の基本から実際の店舗で導入する場合の注意点なども加えてわか
りやすく説明したします。

❖ 日　時 令和4年9月21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 石村　衛 氏（FP事務所ライフパートナーオフィス代表）

ファイナンシャルプランナーとして、主に個人・法人相談を中心に業務を行うと共に「金融経済教育」をテーマにした学
校における出前授業やイベント、成人向けの教育資金講座やお金と生活のかかわりに関する講座として、商工会議所や東
京都、東京都消費者生活センターなどで講師を務める。著書に「お金ってなんだろう？」や「40～50代から始める資産
運」など。



No.10

No.11

最新の法改正と人材確保育成のポイントを早わかり解説！
採用から退職までの労務管理、人材育成セミナー

広報 PR の入門セミナー
注目度UP！プレスリリース＆SNS活用術

　深刻化が予想される日本の労働力不足を解決するため、高齢者や女性の活用推進など労
務管理に関わる法改正は毎年のように行われています。この機会に、採用から退職までの
労務管理、人材育成方法を	、最新の内容にアップデートしては如何でしょうか？労働法
制改正、人材確保育育成のポイントも含め確認してみましょう。

　プレスリリースの基本とSNSの活用術が学べる広報初心者向けセミナーです。マス
コミ業界出身で、ベンチャー企業広報を担当した講師が、経験をもとにメディアに喜
ばれるプレスリリースを作成するコツや、SNSの活用術をお伝えします。
【こんな方におすすめ】
　・広報・PRを始めたいけどやり方がわからない方
　・プレスリリースの書き方など実務的な内容が知りたい方
　・SNSの基本、活用事例を知りたい方

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	採用から退職まで各場面で必要な労務管理とは
●	最近の労働法制改正のポイント
　　・働き方改革関連法の対応チェック　　　・改正育児介護休業法
　　・パワハラ防止法　　　　　　　　　　　・短時間労働者の社会保険適用拡大
　　・改正高年齢者雇用安定法
●	人材確保育成のポイント
　　・採用がうまくいかないと思ったときにやること　・人材育成３本柱とは
　　・職場環境づくりも大切　　　　　　　　・人材確保育成を支援する助成金とは

❖ 日　時 令和4年9月29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 七田総合研究所株式会社　代表取締役　七田 亘 氏(中小企業診断士・社会保険労務士)

　埼玉県庁にて中小企業の経営革新支援等の商工行政などに従事し、企業の「行動」が伴う経営革新計画の策定支援の実
績多数。その後、みずほ総合研究所株式会社のコンサルタントとして、主に企業の人事制度再構築、Ｍ＆Ａに係る人事制
度統合コンサルティングに従事した後、開業。中小企業施策活用、中小企業の経営戦略策定（新規事業開発、財務計画含
む）から実行支援、人事労務に関する問題解決のコンサルティングとセミナーを得意とする。日本商工会議所規制・制度
改革専門委員会学識委員

❖ 内　容 ●	広報活動の目的、種類について
●	メディアに好かれるプレスリリースとは
●	実践！プレスリリースを書いてみよう
●	SNS の活用術・成功事例
　※実際にプレスリリースを作成するワークを行います。

❖ 日　時 令和4年10月7日（金）　18：30～20：30
❖ 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　小口　真和 氏

関西学院大学社会学部卒業。日経BP社のビジネス誌編集部にて100社以上の中小企業を取材。2009年、ハースト婦人画報
社に転職し、『ELLE　JAPON』などファッション誌の広告制作に従事。2019年教育系ベンチャー企業で広報を担当。現
在はPR広報支援や、シンクタンクのESG・SDGsのコンサルティングメンバーとして活動中。



No.12

No.13

いま始める！
Googleマイビジネス活用セミナー

アフターコロナ時代を見据えて～元銀行支店長がこっそり教える～
コロナ不況を乗り切るための長期戦を意識した資金調達の考え方

●	Google マイビジネスの基本
●	Google マイビジネスの管理画面と設定のポイント
●	Google マイビジネスで問い合わせを増やすためのコツ
●	グーグルマップ最適化のポイントを学ぶ
●	オンラインレビューを増やすためのポイントとは

　日頃から融資を受けやすい会社にすべきチョットした努力とは？Withコロナ時にお
ける中小企業経営は、今まで以上に金融機関と上手に付き合うことが不可欠です。
そこで本講座は銀行員時代に2,000社以上の融資を手掛け3店舗の支店長を経験した
講師が、銀行との上手な付き合い方と銀行交渉を進める上での重要なポイントを支店
長経験者だから話せる裏話を交えて融資獲得のノウハウと経営者としての心構えにつ
いて銀行員の思考に沿ってお伝えします。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 「Googleマイビジネス」は、Googleサービス（Google検索やGoogleマップなど）
上に「ローカルビジネス情報」を表示して、管理することができる無料ツールです。
店舗で商品・サービスを提供している方や、医院や事務所を開業されている方、エリア
限定でビジネスを営んでいる方は、Googleマイビジネスを活用することで、オンライ
ン上で事業をPRできます。地域で事業をされている方は、ぜひご受講ください。
本研修ではPC画面を共有しながら、ワークを通じて分かりやすくお伝えいたします。

❖ 日　時 令和4年10月13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 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。

❖ 内　容 １．Withコロナ、アフターコロナ時に生き残れる中小企業３つの条件
２．コロナの影響により業績が悪化しても融資したい企業像
３．銀行が注視している５つのこと
４．したたかな銀行員に負けない社長の交渉力のあげ方
５．今後意識しておくべき大切な５つのポイント

❖ 日　時 令和4年10月26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 （株）さくらソリューションパートナーズ　代表取締役　野村　智巳 氏

1981年明治大学を卒業後、りそな銀行（旧埼玉銀行）東京都民銀行において法人融資営業を展開し、部長・支店長を歴任。
2,000社以上の融資審査経験を活かし平成19年「中小企業業績回復の味方」として独立。以降「頼れる資金繰りのホー
ムドクター」として年商2,000万から80億企業まで規模の大小を問わず、これまで資金調達を直接指導した企業数は
200社を超える。現在は全国の商工団体や企業において財務・銀行関連の研修・セミナーで活躍中。



No.14

No.15

経営者が見るべきポイントを分かり易く解説！ 
黒字経営を達成するための決算書活用セミナー

法人にするのかしないのかどっちなんだい 
法人化のメリット・デメリット講座

　長引くコロナの影響により、従来あった売上が見込めなくなるなど経営に与えるこ
とがこれからさらに予想されます。経営環境の悪化に対して、どのような対策を打つ
べきなのか、決算書はとても有効な判断材料となるものです。
今回のセミナーでは決算書からどのような経営課題が見えるのか、決算書を有効に活
用することでどのように先手対策を打つべきなのか、すぐに取り掛かれるポイントに
ついてわかりやすく解説します。

　個人事業主が法人化（法人成り）を検討のするために法人化するメリット・デメリットを具体
例をあげながら分かりやすく説明します。

ね
ら
い

ね
ら
い

❖ 内　容 ●	決算書の読み方と基本　　　　　　　　　　●	決算書の活用に必要なこと
●	会社の将来のビジョンと決算対策の関係　　　●	いい決算書にするためのポイント
●	必見！決算書の活用事例～ワークスタディー～

※プログラムを変更する場合も御座います

❖ 日　時 令和4年11月11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 公認会計士　黒瀧　泰介 氏

税理士法人グランサーズ　代表社員（共同代表、弘前オフィス所長）早稲田大学卒業。
有限責任監査法人トーマツ会計監査、株式上場支援、企業の経営改善コンサル業務に従事。国内大手税理士法人勤務、相続・事
業承継対策に従事する。2015年に筧会計事務所(現、税理士法人グランサーズ)に入社。
税理士法人グランサーズの事業拡大に大きく貢献するとともに、生まれ故郷である弘前に貢献したいという思いから弘前事務所を開設。
上場企業や中堅企業の顧問業務や監査業務を通じた決算書分析と対応策提案を通じて、節税と黒字決算に向けた業績管理を得意とする。
2021年「確定申告セミナー」「創業期のお金のいろは」「事業計画書の書き方」など多数セミナーを開催し、「社長の資産防衛
チャンネル」（YouTube）にて節税動画を日々配信している。

❖ 内　容 ●	法人化（法人成り）とは
●	法人化するメリット・デメリット
●	法人化するタイミング
●	法人化すると何が変わるのか
●	法人化の具体的手続き（自分でもできるのか？）

❖ 日　時 令和4年11月29日（火）　14：00～16：00
❖ 場　所 町田商工会議所会館　２階　会議室
❖ 講師名 税理士　佐藤　庸夫 氏

税理士法人に１８年勤務
勤務中に税理士資格を取得
令和元年７月独立開業
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令和4年6月～5年1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 @

F A X

受講者名 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

コロナ禍での「コミュニケーション力」UPへ　ビジネスコミュニケーションに差がつく講座
活き活きと働きながら業績を上げる組織づくりのポイント
クラウドファンディングを活用した資金調達セミナー
手書きPOP講座
小規模事業者のためのDX推進・IT化セミナー
町田市で事業を営む際の融資諸制度について
BCP（事業継続計画）セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
仮想通貨の仕組みとリスク
採用から退職までの労務管理と人材育成
プレスリリース＆SNS活用セミナー
Googleマイビジネス活用セミナー
コロナ不況を乗り切るための長期戦を意識した資金調達の考え方
黒字経営を達成するための決算書活用セミナー
法人化のメリットとデメリットについて
高年齢者を戦力化する人事制度再構築セミナー
会計ソフトPC講習会～決算編～

令和4年　6月23日（木）14:00～16:00

6月29日（水）14:00～16:00

7月6日（水）18:00～20:00

7月12日（火）14:00～17:00

7月13日（水）14:00～17:00

7月19日（火）14:00～16:00

8月2日（火）14:00～16:00

8月25日（木）10:00～16:00

9月21日（水）14:00～17:00

9月29日（木）14:00～16:00

10月7日（金）18:30～20:30

10月13日（木）14:00～16:00

10月26日（水）14:00～16:00

11月11日（金）14:00～16:00

11月29日（火）14:00～16:00

　12月13日（火）14:00～16:00

令和5年　1月19日（木）13:30～16:30

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。

No.16
定年延長を見据えた雇用戦略
高年齢者を戦力化する人事制度再構築セミナー

　2021年 4月から 70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。
労働力不足の時代においては高年齢者の戦力化は必要不可欠ですが、多くの企業では 60歳以降の高年
齢者を戦力として活用する視点が弱く、自社に適合した経験・スキルを持ち合わせた高年齢者を活かし
きれていません。
高年齢者の経験を活かし能力と意欲を最大限に発揮してもらうためには、まずは 65歳までの継ぎ目の
ない一貫性のある人事制度構築が必要です。
本セミナーでは、実務観点から各企業における高年齢者雇用の対応状況や定年延長も見据えた人事制度
の再構築について解説します。

ね
ら
い

❖ 内　容 Ⅰ	高年齢者雇用を考える上での経営環境
Ⅱ	企業の高年齢者雇用の対応状況
　	１．高年齢者雇用確保措置の選択肢とメリット・デメリット　　　２．高年齢者雇用の対応状況

Ⅲ	高年齢者雇用 /採用の制度設計のポイント
　	１．高年齢者雇用のスタンスの明確化　　　２．制度設計の基本的考え方とポイント
　	３．年齢によらない一貫した制度構築　　　４．定年延長に向けて
　	５．高齢者の新規採用事例について

※プログラムを変更することがあります

❖ 日　時 令和4年12月13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 大場　正彦 氏

都市銀行本店営業部にて、中小・中堅企業の融資業務を担当し、主として企業の経営指導、与信判断業務に従事。銀行派
遣により、「日本生産性本部経営コンサルタント養成講座」を修了。その後テレビ局に転身し、中期経営計画立案、営業
戦略立案、人事制度改革等に従事。現在は、本部経営コンサルタントとして、各種事業体の診断・指導にあたる。

No.17
「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5年1月19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 株式会社ディー・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
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令和4年6月～5年1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 @

F A X

受講者名 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

コロナ禍での「コミュニケーション力」UPへ　ビジネスコミュニケーションに差がつく講座
活き活きと働きながら業績を上げる組織づくりのポイント
クラウドファンディングを活用した資金調達セミナー
手書きPOP講座
小規模事業者のためのDX推進・IT化セミナー
町田市で事業を営む際の融資諸制度について
BCP（事業継続計画）セミナー
会計ソフトPC講習会～導入編～
仮想通貨の仕組みとリスク
採用から退職までの労務管理と人材育成
プレスリリース＆SNS活用セミナー
Googleマイビジネス活用セミナー
コロナ不況を乗り切るための長期戦を意識した資金調達の考え方
黒字経営を達成するための決算書活用セミナー
法人化のメリットとデメリットについて
高年齢者を戦力化する人事制度再構築セミナー
会計ソフトPC講習会～決算編～

令和4年　6月23日（木）14:00～16:00

6月29日（水）14:00～16:00

7月6日（水）18:00～20:00

7月12日（火）14:00～17:00

7月13日（水）14:00～17:00

7月19日（火）14:00～16:00

8月2日（火）14:00～16:00

8月25日（木）10:00～16:00

9月21日（水）14:00～17:00

9月29日（木）14:00～16:00

10月7日（金）18:30～20:30

10月13日（木）14:00～16:00

10月26日（水）14:00～16:00

11月11日（金）14:00～16:00

11月29日（火）14:00～16:00

　12月13日（火）14:00～16:00

令和5年　1月19日（木）13:30～16:30

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。



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４年６月  　５年１月▼

講座のご案内
令和４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
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