
 姫路経営者協会 宛 ＦＡＸ：０７９－２８９－１４１５  

平成３１年度 新入社員研修申込書 

申込日：平成３１年    月    日 

企業名  
窓口 

担当者  部署･役職  

業種  住
所 

〒    － 電話  

 ＦＡＸ  

氏  名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 職種 最終学歴 性別 年齢 
参加コース  

ご希望のコースに○印をご記入下さい。 

 

  
男
・
女 

 

Ａ・Ｂ(  )・Ｃ・Ｄ(  )・Ｅ・Ｆ(  )・Ｇ(  )・Ｈ(  ) 
※Ｂ･Ｄ･Ｆ･Ｇ･Ｈについては(  )内に希望コースの数字をご記入下さい。 

 
Ａ引率者 

<氏名> <ﾌﾘｶ゙ ﾅ> 

<部署･役職>                                           

Ｅ引率者  <氏名>                                               

 

  
男
・
女 

 

Ａ・Ｂ(  )・Ｃ・Ｄ(  )・Ｅ・Ｆ(  )・Ｇ(  )・Ｈ(  ) 
※Ｂ･Ｄ･Ｆ･Ｇ･Ｈについては(  )内に希望コースの数字をご記入下さい。 

 
Ａ引率者 

<氏名> (ﾌﾘｶ゙ ﾅ） 

<部署･役職>                                           

Ｅ引率者  <氏名> 

 

  
男
・
女 

 

Ａ・Ｂ(  )・Ｃ・Ｄ(  )・Ｅ・Ｆ(  )・Ｇ(  )・Ｈ(  ) 
※Ｂ･Ｄ･Ｆ･Ｇ･Ｈについては(  )内に希望コースの数字をご記入下さい。 

 
Ａ引率者 

<氏名> (ﾌﾘｶ゙ ﾅ） 

<部署･役職>                                           

Ｅ引率者  <氏名> 

 

  
男
・
女 

 

Ａ・Ｂ(  )・Ｃ・Ｄ(  )・Ｅ・Ｆ(  )・Ｇ(  )・Ｈ(  ) 
※Ｂ･Ｄ･Ｆ･Ｇ･Ｈについては(  )内に希望コースの数字をご記入下さい。 

 
Ａ引率者 

<氏名> (ﾌﾘｶ゙ ﾅ） 

<部署･役職>                                           

Ｅ引率者  <氏名> 

 

  
男
・
女 

 

Ａ・Ｂ(  )・Ｃ・Ｄ(  )・Ｅ・Ｆ(  )・Ｇ(  )・Ｈ(  ) 
※Ｂ･Ｄ･Ｆ･Ｇ･Ｈについては(  )内に希望コースの数字をご記入下さい。 

 
Ａ引率者 

<氏名> (ﾌﾘｶ゙ ﾅ） 

<部署･役職>                                           

Ｅ引率者  <氏名> 

 

  
男
・
女 

 

Ａ・Ｂ(  )・Ｃ・Ｄ(  )・Ｅ・Ｆ(  )・Ｇ(  )・Ｈ(  ) 
※Ｂ･Ｄ･Ｆ･Ｇ･Ｈについては(  )内に希望コースの数字をご記入下さい。 

 
Ａ引率者 

<氏名> (ﾌﾘｶ゙ ﾅ） 

<部署･役職>                                           

Ｅ引率者  <氏名> 

《参考》 Ａ：合同入社式  Ｂ：新入社員研修訓練コース Ｃ：営業基礎養成講座 Ｄ：電話・来客マナー研修 

 Ｅ：学卒新入社員研修会 Ｆ：製造部門基礎講座 Ｇ：ものづくり基礎講座 Ｈ：短期パソコン講座 

  
◆申込先◆ 姫路経営者協会  〒670-0932 姫路市下寺町43  

 TEL：079-288-1011 FAX：079-289-1415 E-Mail：keikyo@h-keikyo.gr.jp 
 
◆参加費◆     名分         円は、   月   日に（振込・持参）します。 ◆請求書◆ 〔 要 ・ 不要 〕 
 
◆振込先◆ 三井住友銀行 姫路支店 №1193708 播州信用金庫 本店 №2848300 姫路信用金庫 本店  №354494 

 兵庫信用金庫 本店 №144073 みなと銀行 姫路支店  №1768493  但陽信用金庫 姫路支店 №5200221 

 三菱UFJ銀行 姫路中央支店 №0667291  
<口座名義>姫路経営者協会 ※振込手数料は各自でご負担下さい。 ※ご入金頂いた参加費は講座中止以外は返金いたしません。 
 

■受講証について■ 開催日１～２週間前をめどに参加者宛てＦＡＸ送信いたします。 
※ご記入頂いた情報は、各種連絡・情報提供のために使用する他、セミナー参加者の実態調査・分析のために使用することがあります。 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

貴社に応じた日程・内容を選んでいただけるよう多数のコースを 

ご用意しております。是非とも新入社員教育にお役立て下さい！ 

   

Ａコース   合 同 入 社 式 

Ｂコース   新入社員研修訓練コース 

Ｃコース   営 業 基 礎 養 成 講 座 

Ｄコース   電話・来客マナー研修 

Ｅコース   学 卒 新 入 社 員 研 修 会 

≪主催 姫路商工会議所・姫路経営者協会≫ 

Ｆコース   製 造 部 門 基 礎 講 座 

Ｇコース   も の づ く り 基 礎 講 座 

Ｈコース   短期パソコン講座 

≪主催 姫路商工会議所≫ 

 

 

 



【Ａコース】合同入社式             会場 姫路商工会議所 ２階大ホール 

日程 内容  参加費 定員 

４月１日（月） 

１５：００～ 

１８：００ 

新入社員の方々の新しい出発の日です。 

各企業合同での入社式を行いませんか？ 

【第一部】入社式／式典 

・新入社員紹介・祝辞・決意の言葉・励ましの言葉 

・記念品贈呈・記念撮影 など 

【第二部】懇親パーティー 

新入社員 １０，０００円／名 

引率者  ５，０００円／名 

５０名 

締切 

３月８日（金） 

 

【Ｂコース】新入社員研修訓練コース   会場 姫路商工会議所 ７０１ホール 他 

日程 内容 

Ｂ-１３月２５日（月）～２６日（火） 

Ｂ-２４月 ８日（月）～ ９日（火） 

Ｂ-３４月１１日（木）～１２日（金） 

Ｂ-４４月１５日（月）～１６日（火） 

両日いずれも ８：４５～１７：００ 

人で企業は強くなる！社会人の基礎と常識を徹底します 

＜１日目＞・オリエンテーション   ・挨拶について ・言葉づかいについて 

・働くとはⅠ（体験学習）・働くとはⅡ   ・人間関係とは 

＜２日目＞・自分の立場と役割とは（体験学習） ・仕事の進め方と受命報告 

・名刺交換 ・決意表明  

参加費 定員 講師 

２５，０００円／名（昼食代等含） 各コース５０名 姫路経営者協会 First Impressionインストラクター等 
 

【Ｃコース】営業基礎養成講座     会場 姫路商工会議所 本館６０５会議室 

日程 内容               

Ｃ-１ 

４月１７日（水） 

９：３０～１６：３０ 

オリエンテーション：研修目的と営業活動の重要性と意義について 

１） お客様は、まず君の姿を見る ～営業の基本マナー～ 

 ① 名刺、訪問、言葉づかい、席次等 ②営業のコミュニケーション 

２） 組織における営業の役割と使命 ～自律と自立～ 

 ① CSと営業活動を理解する  ②営業職に求められる能力とは 

３） 顧客との関係づくりの第一歩 

 ① 挨拶と会話力 ② 自分を知ってもらう、相手を知るコツ 

４） 営業担当者に必要な聴く力と話す力 

① 傾聴による顧客との関係づくり【ヒアリング演習】 

② 上手な質問の仕方でニーズを掴む  

③ プレゼンテーションのポイント～応酬と締結～ 

５）まとめ  ～営業成果は準備で決まる～   

① 営業活動のＰＤＣＡ  ② 目標設定の大切さと自己実現 

参加費 定員 講師 

８，２００円／名 ６０名 ㈱プロカレント 代表取締役 下田浩貴氏 
 

【Ｄコース】電話・来客マナー研修      会場 姫路経営者協会 研修室 他 

日程 内容 

Ｄ-２４月 ２日（火） 

Ｄ-３４月１７日（水） 

いずれも ８：３０～１６：３０ 

電話応対と来客応対を中心に基本を学び、実践して身につける研修！ 

・社会人としての心構え  ・言葉づかい 

・来客応対の心構え    ・名刺交換 、湯茶接待 などの実践 

・電話応対の心構え、実践、応用編、Ｑ＆Ａ 

・目標設定   ・まとめ 

参加費 定員 講師 

１２，０００円／名（昼食代等含） 各コース２０名 姫路経営者協会 First Impressionインストラクター 

 

★各コースとも申込みについては先着順となります。 

既に、定員に達したコースにお申込みをいただいた場合は、日程変更をお願いすることもございますので、予めご了承下さい。 

★各コースとも参加費には消費税・テキスト代が含まれており、Ｂ・Ｄコースについては昼食代も含まれています。 

★平成３１年１月現在の企画内容です。都合によりカリキュラム、講師、会場等は変更する場合があります。 

 



【Ｅコース】学卒新入社員研修会     会場 姫路商工会議所 本館５０１ホール 

日程 内容 参加費 定員 

４月 ５日（金）

１４：００～ 

１７：００ 

社会人としての始まりにあたって、 

著名な講師と先輩社会人から激励のメッセージを！ 

【第一部】先輩社会人からのメッセージ（予定） 

【第二部】特別講演『燃えて生きる』 

講 師： 浄土宗 西山禅林寺派 管長 

総本山 永観堂禅林寺 第九十世法主 

中西 玄禮 氏 

新入社員  ３，０００円／名 
 

引 率 者  ２，０００円／名 

 

※非会員  ７，０００円／名 

２００名 

締切 

３月８日（金） 

【Ｆコース】製造部門基礎講座     会場 姫路商工会議所 本館６０５会議室 

日程 内容   

Ｆ-１４月１８日（木） 

Ｆ-２４月１９日（金） 

 

いずれも ９：３０～１６：３０ 

１）モノづくり従事者の心がまえ ―製造業で働く意義とは― 
①企業人として何が大切か ②製造業に求められること  

③生産の仕組みを理解する 

２）仕事の進め方を学ぶ …実 習… 
①ＰＤＣＡで仕事を回す ②チームワークの重要性 

③コミュニケーション（報連相）のポイント 

３）製造業の基本を学ぶ …実 習… 

①ＱＣＤ（品質、コスト、納期） ②売上・利益の仕組みとは  

③知恵と工夫の仕方 ④５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾） 

４）新入社員だからこそ必要とされる安全 ―その行動は安全ですか？― 

①安全第一が仕事の基本と心得る ②安全衛生は心と体が大切 

③ヒヤリ、ハットを事例で考える 

５）まとめ 

①現場・先輩・お客様から常に学び続ける ②明日からのあるべき行動 

参加費 定員 講師 

８，２００円／名 ６０名 ＥＢＩマネジメントオフィス 代表 蛯原 健治 氏 

【Ｇコース】ものづくり基礎講座     会場 姫路商工会議所 本館６０１会議室 

日程 内容 

Ｇ-１≪機械製図≫ 

４月２３日（火） 

９：３０～１６：３０ 

１）機械製図 

①製図の基礎：規格、文字と線、製作図、投影法、寸法記入法 

②製図に用いる記号：寸法公差、はめあい、幾何公差、表面性状、材料記号等 

③機械要素：ねじ、軸、軸受、歯車、ばね等 

Ｇ-２≪電気≫ 

４月２４日（水） 

９：３０～１６：３０ 

２）電気 

①電気を知る：電気とは、直流と交流、電気の法則、電気の利用 

②製造現場の電気：電気回路、三相交流、シーケンス制御、電気の測定 

③電気の安全：電気の危険、短絡・漏電・接地、安全作業用具、電気設備 

参加費 定員 講師 

１５，４００円／名 

１コースのみ ８，２００円／名 
各コース１５名 兵庫県立ものづくり大学校 指導スタッフ 

【Ｈコース】短期パソコン講座    会場 姫路商工会議所 本館４階パソコン教室 

コース 内容 参加費（会員/一般） 

Ｈ－１パソコン入門(4ｈ) 

Ｈ－２ワード基礎Ⅰ(6ｈ） 

Ｈ－３ワード基礎Ⅱ(6ｈ) 

Ｈ－４エクセル基礎Ⅰ(6ｈ) 

Ｈ－５エクセル基礎Ⅱ(6ｈ) 

Ｈ－６パワーポイント基礎（6ｈ） 

◇パソコンの概要説明、マウス・ウインドウ・タスク操作等 

◇ワードの起動と終了、文字入力・編集、ファイルの保存等 

◇文字列の編集、箇条書き、図形の挿入、ページ設定の変更等 

◇エクセルの起動と終了、計算の基本、グラフ作成等 

◇セル書式の設定と変更、数式・関数の挿入と変更等 

◇パワーポイントの概要説明、テキストの入力、配布資料等 

6,000円／ 8,000円 

10,000円／12,000円 

 8,000円／10,000円 

10,000円／12,000円 

 8,000円／10,000円 

10,000円／12,000円 

定員 講師 

各コース５名 姫路商工会議所パソコン教室 インストラクター 

  ★短期パソコン講座に関しては、随時開講しております。申込をいただいた事業所様には、後日お電話にて日程調整をさせていただきます。 


