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j.union株式会社は、
“組合員一人ひとりが明るく楽しく元気に仕事もプライベートも充実させてほしい”
と考えている組合役員の皆さまのお手伝いをします。

組合員の悩みや不安を解決し、明るく楽しく元気よく働くために役立つ、
「暮らし」「健康」「仕事」の切り口でテーマ設定しています。



掲載講座一覧

組合員セミナー

（税抜き）講師料金

マネー・メンタルの講座が上位に！
皆さんの組合ではどんなテーマに力を入れていますか？

〈2016年〉 開催実績ランキング
（2016年1月～2016年12月）人気TOP5
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P5 ⑮すぐに実践！
ハンドマッサージ

⑭気分がらく～になる
ストレスマネジメント

⑯六車奈々の「食べる美人塾」

⑱カラダの中からキレイになろう！
～野菜ソムリエのお話～

⑰タイ式自己整体ヨガ

P7 ㉕スピーチの力
～心を揺さぶる、あなただけのストーリー～

㉖働きながら介護を続ける
3つのコツ

㉔自分の限界を打ち破る
メンタル力

㉗私にもできる！
イキイキ ワーキングマザー

P8 ㉙伝わる文章がサクサク書ける！
さすが！ と言われる
「文章マナー」の基本

㉚ちょっとの努力で大きな成果の出る
タイムマネジメントのすすめ

㉘クレーム対応を極める
～基礎編～

㉛わかりやすい伝え方

P6 ⑳ハラスメントのない
職場づくり

㉑究極のワーク・ライフ・バランス術
～300%会社人生を楽しむための
　ワーク・ライフ・バランス～

⑲女性活躍推進セミナー
～ダイバーシティをベースに考える～

㉓リーダーシップは部下で育つ！
フォロワーシップ入門講座

㉒人間関係改善セミナー
～気質コーチングとアサーションスキル～

P3 ⑧楽しい写真の撮り方⑦笑顔を呼ぶ♪
マジックでコミュニケーション

⑩プリザーブドフラワーアレンジメント
～お花のある生活で人生に潤いを！～

⑨笑ってもっと元気に
笑いの健康学

P4 ⑫親子で学ぼう！ 宇宙の教室⑪もっとワインを楽しもう！ ⑬親子でたのしく工作教室

P1 ②女性の生活設計と
輝く人生の送り方

①働く人のためのライフ・
マネープラン講座

P2 ⑤ライフデザイン擬似体験ゲーム
HAPPY CHOICE
～自分らしい人生の創り方～

④家計の見直しポイント
セミナー

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位

わかる！ ふるさと納税セミナー
ライフデザイン擬似体験ゲーム HAPPY CHOICE ～自分らしい人生の創り方～
自分の限界を打ち破るメンタル力
究極のワーク・ライフ・バランス術 ～300%会社人生を楽しむためのワーク・ライフ・バランス～
働きながら介護を続ける3つのコツ

➡ P2
➡ P2
➡ P7
➡ P6
➡ P7

～2時間未満

200,000円～
2時間超～5時間未満

250,000円～
5時間超～7時間未満

300,000円～
講師料金とは別に出張旅費等、宿泊費（開催地
域、開始・終了時間による）が必要です。
※一部、左記講師料金と異なる講師や、材料費が必要な場
合があります。詳細はお問い合わせください。

32思わず人が動いてしまう「すごい質問力」のコツ
NEW!

⑥わかる！ 
ふるさと納税セミナー

③実家の片づけポイント講座

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

テーマ1 将来の安心に備える

テーマ2 余暇を楽しもう

テーマ3 日々の疲れを癒してココロと身体を健康にする

テーマ4 働きやすい職場づくり

テーマ5 仕事に生かせるマインド＆スキル
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テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ1 将来の安心に備える

働く人のためのライフ・マネープラン講座1 女性の生活設計と輝く人生の送り方2

実家の片づけポイント講座

メディアでも話題の、すぐに実践できる
「実家の片づけ術・実践例」が満載！！

3

先が見えない時代、人生
を左右する三大資金（住
宅・教育・老後）をうまく
配分しないといけません。
お金にはライフサイクル
に応じた使い方、ため方
があります。自分に関わ
るお金の“あれこれ”を学
び、未来の自分のために
今できることから始めま
しょう。

意外と知らない“生きていくために
必要なお金の基礎知識”を学びます。

これからの人生設計に
役立つ

1

経験豊富なファイナンシャル・プラ
ンナーが要望に合わせて対応いた
します。

要望に沿った内容で
対応可能

2

自分に関わる“お金”を見直し、今
の自分のお金を最大化するヒント
が得られます。

すぐ実践できる3

講座のポイント

“厄介なだけ”と思っていた実家の片づけに親子それぞれのメリットがあることが
わかります。

親子の価値観の違いを理解1

大型連休前など、帰省を計画されている組合員にオススメの講座です。

組合員の帰省するタイミングが効果的2

片づけの常識をくつがえす「片づけ版ＰＤＣＡサイクル」を紹介します。

セミナー後も使える“ワザ”3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 千葉県

時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
会場レイアウト：～２時間：スクール形式、
３～５時間：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：電卓、筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

男性に比べて選択肢の
多い女性だからこそ、自
分にとってなにが大切か
を知ることが大切です。
これから起きるライフイベ
ントやそれに伴うお金な
ど、自分の人生を前向き
に自立して送るために必
要な知識を学びます。
これからの生活設計につ
いて一緒に考えましょう。

今後のライフイベントで何を選択す
べきか、判断のために必要な情報
が得られます。

女性活性化支援に
つなげられる！

1

これからの人生を中長期的に描く
ヒントが満載です。

女性のライフイベント
の理解

2

セミナーを通じて、横のネットワー
クが拡がります。

参加者間の
ネットワークづくりに

3

講座のポイント 実施人数 最低5名～30名（目安）

講師在籍エリア 東京都

時　　間 ３時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
会場レイアウト：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都

時　　間 1.5時間～2時間

講座準備について

（主催者） 会場条件：プロジェクター・スクリーンが使用できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク

（参加者） 持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

専門的な内容を簡単でわかりやすく説明してくれた。参加者
からもっと聞きたいという感想が多く、関心の高いテーマだと
思った。

電機系労働組合 主催者

お客様の声

今後必要になっていくテーマなので、いろいろな問題があるこ
とに気づいた。解決の糸口も見つけられた。

自動車系労働組合 参加者

お客様の声

講師の体験談や受講者の状況に合わせた話をおりまぜ、
とても分かりやすかった。

メーカー系労働組合 主催者

お客様の声

実家の片づけや親との関
係に悩んでいませんか？　
実家の片づけを進めるうえ
で一番大切なのは、親子そ
れぞれが、安心・安全・健康
に暮らせる家にすることで
す。本講座は、親子関係を
より良くするコミュニケー
ションづくりのきっかけにな
ります。
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家計の見直しポイントセミナー4

「給与が上がっても、税金
や社会保険料の負担増
でなかなか手取りが増
えない」。そんなときは家
計のムダを省いて支出を
抑えることが必要です。
どうしても貯蓄ができな
い、何から手をつけたらよ
いかわからない、そんな方
にオススメの講座です。

家計を圧迫する保険や住宅ローン
を中心に、スマートな家計管理の
方法とムダな支出を省く効果的な
方法を学びます。

知識を武器にムダを
削減

1

経験豊富なファイナンシャル・プラ
ンナーが要望に合わせて対応いた
します。

要望に沿った内容で
対応可能

2

休日に開催するなど、ご夫婦での
参加がオススメです。

夫婦参加で効果倍増3

講座のポイント 実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 千葉県

時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
会場レイアウト：～２時間：スクール形式、
３～５時間：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：電卓、筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

ライフデザイン擬似体験ゲーム
HAPPY CHOICE ～自分らしい人生の創り方5

将来像（ビジョン）の描き
方、「心」「体」「お金」の
計画やバランスの取り方
を、ボードゲームを通じて
楽しく学びます。
若い世代の組合員を中
心に「自分らしい生き方」
について考えるきっかけ
になります。

「心」「体」「お金」という人生で大切な３
つの要素を、ゲームを通じて学べます。

自分のこれからの
人生を考える

1

ゲーム中、グループ内でのディスカッ
ションを通じて、交流が深まり、仲間
の考え方、価値観を共有できます。

ゲームを通じて
楽しく学ぶ

2

組合が人生設計の支援を行ってい
ること理解してもらうために、若手
組合員（２０代～３０代前半）のライ
フデザイン研修にオススメです。

若手の組合員にオススメ3

講座のポイント 実施人数 最低4名～最高60名

講師在籍エリア 東京都

時　　間 3時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
会場レイアウト：アイランド型（４～６名グ
ループ）
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：電卓、筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：参加者30名以上の場
合、アシスタントが必要です 　。ゲーム
キットは事前に送付いたします。

特記事項

テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ1 将来の安心に備える

家計全般について広く知ることができ、見直さなければなら
ないポイントがわかりました。

自動車系労働組合 参加者

若手組合員にとって介護や保険などの問題について考える
機会になった。
グループワークで多様なものの見方や考え方も共有できた。

官庁系労働組合 主催者

お客様の声 お客様の声

わかる！ ふるさと納税セミナー

使いやすくなった「ふるさと納税」を活用！ 
働く人の手取りアップのための、マネー講座

6

今大注目の「ふるさと納税」で集客が期待できます。

集客にもってこい!!1

話題の「ふるさと納税」の具体的な活用法について知ることができます。

生活に役立ち、使える情報が得られる！2

「ふるさと納税」以外の、手取りを増やすためのちょっとした知恵についてもご紹
介します。

さまざまな節税対策もご紹介3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 千葉県

時　　間 1時間～2時間

講座準備について

（主催者） 会場条件：プロジェクターが使用できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク

（参加者） 持ち物：電卓、筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

税金の話は難しいと敬遠しがちだったが、わかりやすい内容
だった。これからふるさと納税をやってみようと思った。

自動車系労働組合 参加者

お客様の声

地域の特産品などを、実質
2,000円の負担で受け取れ
る「ふるさと納税」。2015年
から制度が少し変わり、会社
員でも使いやすくなりました。
一体どんなしくみでどう活
用したらよいのでしょうか？
講師の経験を交え、すぐに
実践できるようわかりやすく
説明します。

第2位
人気ランキング

第1位
人気ランキング
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プリザーブドフラワーアレンジメント 
～お花のある生活で人生に潤いを！～

10

“お花のある生活”は人生に潤いを与
えます。本講座はアレンジメントの基本
を押さえた内容で、初めての方でも気
楽にご参加いただけます。 枯れない花
プリザーブドフラワーで身の周りを彩り
ましょう。

実施人数 制限はございません
時　　間 ～2時間

講座準備について

（主催者）
会場レイアウト：アイランド型（6人）
準備物：ホワイトボード、ペン
（参加者）
持ち物：はさみ、カッターナイフ、持ち帰
り用の袋
※お子様（6歳以上～）男女問わず参加可能。
※お子様参加時には大人の同伴をお
すすめします。

材料費：3,000円/名（税別）
アシスタント：参加人数が20名以上の
場合、アシスタントが必要となります。

特記事項

とても分かりやすく、親切に教えて頂いて満足です。短時間でか
わいいアレンジができてよかったです。

メーカー系労働組合 参加者

楽しい写真の撮り方8

写真の撮り方や撮った後の楽しみ方を
実際に体感できる講座です。
写真は自由です。少 ピ々ントが合ってい
なくても、ブレていても大丈夫。難しい
技法はカメラに任せ、写真撮影を楽し
みましょう。

デジタルカメラを使いこなせるよう
になり、ひと味違った写真が撮れ
るようになります。

いつもと違う写真が
撮れる

1

デジカメ編、一眼レフ編などカメラ
やレベルに関係なく楽しめます。

初心者でも楽しい2

実践の時間もありますので、学ん
だ知識が身につきます。

学んだ技術が
活かせます

3

講座のポイント 実施人数 最高30名

講師在籍エリア 東京都

時　　間 2時間～5時間 

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：カメラ、筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：人数に関わらずアシス
タントが必要です　。講座中に、会場の
外に出て、撮影をする場合がありま
す。

特記事項

笑ってもっと元気に 笑いの健康学9

“笑い”には、免疫力の向上やストレス
の解消、脳の活性化などさまざまな効
用があることがわかってきました。
“笑い”の力を暮らしの中に取り入れる
方法、笑いのテクニック、笑顔の効用、
ユーモアコミュニケーションなどを学
びます。楽しい素敵な人生を過ごせる
キッカケになるでしょう。

笑いがなぜ健康に良いのか、そのメ
カニズムをわかりやすく解説します。

笑いの効果とは
何かを理解

1

具体的な笑いの事例を紹介します
ので、大笑いしながらの講演です。

笑いながらの
楽しい講演

2

笑って健康を体現する講師、社会
人落語家「三遊亭王笑」

人生の先輩の説得力3

講座のポイント 実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都 講師在籍エリア 東京都
時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：ワイヤレスマイクが使用でき
る会場
準備物：レジュメ印刷、ホワイトボード、
ペン3色（赤・黒・青）、講師用ワイヤレス
マイク
（参加者）
持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

笑顔を呼ぶ♪ マジックでコミュニケーション7

身近なものだけでできる初心者向け即
席マジック講座です。個性を引き出し
“自分を表現する楽しさを体験するこ
と”を目的とし、「短時間でグループが
うち解けあう方法」をお探しの方にお
すすめです。
講座中に得られた拍手や成功体験は、
参加者の新たな自信にもつながります。

マジックを通して相手の心を動か
すための会話やしぐさのヒントを学
べます。

コミュニケーション
ツールに！

1

高価な材料を使わずに身近なもの
で行う即席マジックです。

初心者でも
簡単にできるマジック

2

覚えたマジックは仕事でもプライ
ベートでも、さまざまな場面で活用
できます。

自信につながります3

講座のポイント 実施人数 最低6名～最高50名

講師在籍エリア 東京都
時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：アイランド形式にできる座席
であること
会場レイアウト：アイランド型
準備物：ホワイトボード・ペン、講師用ピ
ンマイク
（参加者）
持ち物：取扱う手品により異なります。
　（例）ボールペン１本、５円玉１枚、
　千円札１枚　など

材料費：必要ありません。
アシスタント：参加人数40名以上の場
合、アシスタントが必要です　。

特記事項

テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ2 余暇を楽しもう

枯れない魔法のお花でラグジュア
リーな癒しと暮らしに潤いを！

世話要らずなので
忙しい方にもおすすめ

1

初心者でも気軽に取り組めるポッ
トアレンジ製作です。

クラフト感覚なので、
男性やお子様にも人気

2

生花とほとんど変わらないしなやか
さや美しさは贈り物にも喜ばれます。

プレゼントにも最適！3

講座のポイント

お客様の声

撮影のポイントに関する知識が高まり、写真の撮り方の幅が
拡がりました。

化粧品系労働組合 参加者

お客様の声

初心者でも覚えやすいマジックを教えていただき、楽しかったです。
今後も使っていきたいと思います。

自動車系労働組合 参加者

お客様の声

終始、笑いが絶えず楽しいお話でした。
セミナー後は気持ちがスッキリしたような気がしました。

部品メーカー系労働組合 主催者

お客様の声

NEW!
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もっとワインを楽しもう！11

これからワインについて
知りたい人や、さらに深
い知識を身につけたい方
におすすめです。
さまざま特徴を持ったワ
インのテイスティングを通
じて、色・香り・味などの
違いを体感していただき
ます。友人に自慢できる
ワインの知識を身につけ
てみませんか？

タイプ別に種類を比較することで、
味わいの違いのポイントが理解で
きます。

ワインを飲み比べ1

料理やチーズとの相性も学べ、普
段の生活にいかせます。

お酒を通じた
コミュニケーション

2

賢い知識をもって、健康によいワイ
ンの楽しみ方をご紹介します。

実は健康にも良いワイン3

講座のポイント 実施人数 最高50名まで

講師在籍エリア 東京都

参加者人数の
確定期日

開催実施日の10日前
※材料準備のため

参加者人数の確定期日 開催実施日の10日前 ※材料準備のため

時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：飲食可能で、プロジェクター
が使用できる会場
会場レイアウト：アイランド型
準備物：プロジェクター、スクリーン、パソコ
ン、レジュメ・グラスシート印刷、A3コピー
用紙、キッチンペーパー、アルミホイル
（参加者）
持ち物：筆記用具

材料費：1,500円～/名（税別）（ワイン
代※、グラス代）、運搬費
※予算に応じて、ワインの種類（本数）
が変わります。
ワインを事前にお送りする場合、保管と
冷蔵をお願いいたします。
お酒と相性の良い軽食を有料でご用意
することも可能です（500円～／名）。

特記事項

講師の表現が多彩で、
わかりやすかったです。
料理の相性も、今まで
はワインと合わせること
にイメージがなかった
料理との相性を知るこ
とができて、ワインの楽
しみが拡がりました。

電機系
労働組合
主催者

テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ2 余暇を楽しもう

親子で学ぼう！ 宇宙の教室 ～宇宙開発の今と未来～12

親子で宇宙について学ん
でみませんか？ 子どもは
自然や生き物の生きた姿
に接することによって「い
のちの大切さ」に気づき
ます。
身の周りのさまざまな素
材を活用して、子どもたち
に好奇心・冒険心を育み
ましょう。 

実施人数 50組100人まで対応可能

講師在籍エリア 神奈川県

時　　間 1.5時間～2時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：傘袋ロケットを飛ばすため、
天井が高い会場をご準備ください。
※飛距離は、小学校などの体育館の横
（短い方）くらいの長さをイメージしてく
ださい。
会場レイアウト：特にありません
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン（映像を流します）、講師用マ
イク（ワイヤレス）
※１グループごとに、①はさみ、②セロハ
ンテープ、③両面テープ、④ビニール
テープ、⑤油性マジックセットをご用意く
ださい。貸出も可能（有料）です。
参加者：小学1年生以上のお子様とその
保護者を対象

材料費：傘袋作成キット（大小2個セット）
＠540円（税別）
アシスタント：あり ※詳細はお問い合わせ
ください。

特記事項

お客様の声

重心や翼の位置などを親子で試
行錯誤しながら、よりよく飛ぶ傘袋
ロケットを作る。

子どもの知的好奇心を刺激2

親子で製作・実験をして絆を深め
たり、夏休みの自由研究の題材に
したり活用方法はいろいろです。

活用方法いろいろ3

講座のポイント

どうやったら遠くに飛
ばせるか、子どもと話
しながら楽しく参加で
きました

メーカー系労働組合主催者

お客様の声

親子でたのしく工作教室

親子参加のイベントにオススメ！！

13

工作初心者の方、お子さまも気軽に参加できるオリジナル工作キットを使います。

初心者・お子さまでも簡単に制作1

小さなお子さまでも安全に作業できます。

特別な工具は必要ありません2

お子さまと一緒に1つの作品を作ることの喜び・感動を体験できます。
作品を完成させる喜びを体験3

講座のポイント

実施人数 最高15組30名

講師在籍エリア 東京都

時　　間 2時間～3時間

講座準備について

（主催者） 会場条件：工作ができるスペース（養生シートを敷いてください）
会場レイアウト：アイランド型（人数に応じてサークル型）
準備物：必要ありません。

（参加者） 持ち物：お持ち帰り袋（作品は１５～２０cm程度の大きさ）、木工用ボンド、
手拭きタオル（ウェットティッシュ）、カッターなど
※作品によって異なります

材料費：900円/セット（税別）～（ご予算に応じてご相談可）、運搬費
※参加人数が多い場合、材料を会場に送付します。
アシスタント：必要ありません。
※対象のお子様の年齢によって作品が異なります。
※大人向けの内容もご用意出来ます。

特記事項

堅苦しくなく、みんなが楽しくできました。作品が完成した時は
どの子どもたちもうれしそうで笑顔がいっぱいだったのが印象
的でした。

製薬系労働組合 主催者

お客様の声

自然に触れることや物を作
ることの少なくなった子ども
たちが「木の温もり」や「作
ることの楽しさ」を体験でき
る講座です。親子の共同作
業で、普段見られないよう
な一面が垣間見え、新たな
触れ合いの場にもなります。
一つの作品を作り上げる達
成感は、なにものにもかえら
れない楽しい思い出になる
でしょう。

ていねいな切り口で国内外の最新
宇宙情報をご紹介。

子どもにも分かりやすい
宇宙のお話

1

NEW!
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参加者人数の
確定期日

開催実施日の10日前
※材料手配の為

参加者人数の確定期日 開催実施日の10日前

テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ3 日々の疲れを癒してココロと身体を健康にする

気分がらく～になるストレスマネジメント14

ストレスの仕組みを理解することで、予防
や対策のポイントがわかります。

ストレスとは何かを知る1

日常生活で誰でも感じるストレスを取り上げ
るので、幅広い層の受講生に対応できます。

幅広い層におすすめ2

経験豊富なカウンセラーがストレスとの上
手な付き合い方をお伝えします。

ストレスとの付き合い方を習得3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 静岡県
時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用
できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェク
ター、スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

材料費：必要ありません。
アシスタント：あり
妊娠中の方はレッスン前に講師に
申し出てください。 食事から1時間
以上空けてご参加ください。

特記事項

すぐに実践！ 
ハンドマッサージ15

“リンパ”の流れが滞る
とむくんだり冷えたりし
て身体全体の機能が
低下します。
リンパマッサージで一
日の疲れをとるための
方法をお伝えします。

私たちの身の回りの
さまざまなストレスと
上手に付き合うため
の方法についてお伝
えします。

認知症予防やウィルス・水虫菌退治に活
かせ、日常生活に役立ちます。

女性だけでなく男性にもオススメ1

アロマブレンドオイルを使うので、香りも楽
しめます。

アロマオイルでリラックスタイム2

レジュメが図入りでわかりやすく、ご家族や
大切な人にも教えてあげられます。

家庭でも実践できる3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 1.5時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：特になし
会場レイアウト：アイランド型（６名）
準備物：レジュメ印刷、ホワイト
ボード、講師用ピンマイク、講師
用テーブル（特殊な精油を展示
するのに使用します）
（参加者）
持ち物：手拭用のティッシュやタ
オル、筆記用具

材料費：マッサージ用オイル　
700円（税別）/1名

特記事項

分かりやすいマッ
サージ方法で、日々
の生活の中ですぐ
に取り入れたい。

電機系労働組合 主催者

お客様の声

カラダの中からキレイになろう！ ～野菜ソムリエのお話～18

普段何気なく口にしている野菜や果物に
は、まだまだ知らない不思議な魅力がたく
さんあります。シニア野菜ソムリエが、健康
や美容にすぐに役立つ情報を旬の野菜・果
物を使ってお伝えします。ちょっと珍しい野
菜・果物を食べ比べして、わいわい盛り上
がりましょう。

野菜や果物の魅力・おいしさを再発見し、生活に取り入れられます。

再発見！ 野菜・果物の魅力1

実際に試食しながら、日常食べている野菜との違いを実感します。

試食しながら実感できる2

食べ比べの感想など周りの人との会話が生まれます。

参加者同士のコミュニケーションが生まれる3

講座のポイント

実施人数 最大４０名

講師在籍エリア 兵庫県
時　　間 1時間～2時間

講座準備について

（主催者） 会場条件：飲食可能で、野菜･果物を洗える場所（給湯室な
ど）がある会場。プロジェクターが使用できる会場
会場レイアウト：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター・パソコン（ない場合は、
レジュメのみで対応）、講師用の机（野菜や果物鑑賞の際に使
用。可動式であると尚良い、講師用マイク

（参加者） 持ち物：筆記用具

材料：500～円/名（税別）ご予算に応じて、ご相談可能。
参加人数が30名以上の場合、アシスタントが必要となります　。

※飲み比べを実施する場合、講師1名で20名までの対応となります。

特記事項

いろいろな種類のお野菜が食べられて参加者の会話も
はずんでいました。

メーカー系労働組合 主催者

お客様の声

ストレスをコント
ロールする方法を
学べ、とても勉強に
なりました。

損保系労働組合 主催者

お客様の声

六車奈々の「食べる美人塾」 

忙しい女性にピッタリ！  誰でもできる美と健
康の知識をお伝えします。

時間もお金もかけず、キレイになれる！1

ラジオでも大人気のトーク力で、とにかく話
がおもしろくわかりやすいと評判。

話がおもしろくわかりやすい2

すぐに実践できる内容なのでモチベーショ
ンが上がります。

女性組合員に喜ばれる3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 2時間まで

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用
できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェク
ター、スクリーン、パソコン、講師
用マイク、CDデッキ
（参加者）
持ち物：手鏡、筆記用具

CDがかけられるデッキなどをご
準備ください。

特記事項

タレント・女優として活
躍する講師が「食」や
「お肌」など内面から美
しくなるための秘訣に
ついてお話しします。
健康を維持しながら
もっと美しくなりたい方
にオススメの講座です。

とても楽しく勉強で
きた。
先生のお人柄も素
敵でした。

お客様の声

自動車系労働組合 主催者

タイ式自己整体ヨガ
～体のゆがみを整えて体質改善！～17

ポーズの難易度が低いので身体が硬くても
大丈夫です。

男女年齢問わず気楽に参加できる1

冷えやむくみの改善、便秘、凝り、ストレスの解消、
姿勢改善などさまざまな効果が期待できます。

体幹を鍛えて、疲れない体つくり2

一日たった１ポーズ（５分）から続けることで、痩
せやすい身体をつくり、柔軟性が向上します。

楽に続けられるポイントが学べる3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 1時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：特になし
会場レイアウト：机を片付けた部屋 
準備物：特になし
（参加者）
準備物：動きやすい服装・ヨガマット
（またはバスタオル）・フェイスタオル・水
※音楽機器は講師が持参します。

タイ式自己整体ヨガは、
ポーズの難易度は低いに
もかかわらず、独自の呼吸
法でポーズをとることで代
謝が高まり自律神経を整え
ます。むくみ解消など様々
な効果もあり、ココロと身体
をリフレッシュできます。

動きが少ないのに効果
があると実感しました。
日々の生活に疲れてい
る方におススメです！

お客様の声

損保系労働組合 主催者

16
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テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ4 働きやすい職場づくり
女性活躍推進セミナー
～ダイバーシティをベースに考える～

19

ダイバーシティとはどんな背景で自分達にど
のような影響があるのか、理解を深めます。

ダイバーシティの理解を深める1

さまざまな違いを尊重し、働きやすい職場づ
くりにつなげます。

働きやすい職場づくりに2

男女によるコミュニケーションスタイルの違いを理解し、
尊重しあうコミュニケーションスキルを体験できます。

コミュニケーションスキルを体感3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 ２時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用
できる会場
会場レイアウト：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェク
ター、講師用パソコン、演台、ホワ
イトボード・ペン
（参加者）
持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

職場にはさまざまな年
代やワークスタイルの
人たちが増えています。
この講座はダイバーシ
ティとは何かを理解し、
相手を尊重し感情に配
慮したコミュニケーショ
ンスキルを学びます。

自分の思考スタイ
ルがどれだけ凝り
固まっているか実感
した。なぜなかなか
進まないのか理解
できました。

電機系労働組合 主催者

お客様の声

究極のワーク・ライフ・バランス術
～300%会社人生を楽しむためのワーク・ライフ・バランス～

21

仕事と家庭を楽しみながら両立させるコツを
お話しします。

明るく前向きになれる1

実体験に基づいたお話しに、納得感が高
まる。

講師の体験談で楽しく意識づけ2

さまざまな企画が生まれた背景と発想法
をご紹介します。

新たにチャレンジするための発想法3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 １．５時間

講座準備について

（主催者）会場条件：プロジェク
ターが使用できる会場
準備物：プロジェクター、スクリー
ン、パソコン、スピーカー（動画を
上映）、講師用マイク
（参加者）持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。
※会場で上映テスト済みのパソコン（ＵＳＢメ
モリーを読み込めるもの）を１台ご用意くださ
い。講演前に、投影資料等の動作確認（講師
自身が行います）のお時間を確保ください。
※パソコン、スピーカーの準備が難しい場合
には、ご相談ください。

特記事項

講師は、長時間残業者、
長距離通勤のサラリーマ
ンでありながら、マンガ家、
冒険家などいくつものワラ
ジを履き、人生を楽しんで
います。講座では講師流
ワーク・ライフ・バランス術
についてお話しします。

「トラブルほど楽し
いものはない！」が
印象的だった。
講師の人柄も魅力
的だった。

メーカー系労働組合 主催者

お客様の声

ハラスメントのない
職場づくり20

事例やクイズ等を用いて具体的に説明します。
曖昧なハラスメントの概念を分かりやすく解説1

価値観が多様化する職場において気をつ
けるポイントが学べます。

被害者にも加害者にもならないという視点2

2000人以上のビジネスパーソンに研修
を実施、「分かりやすい！」「疑問が解け
る！」と好評です。

現場を知る講師が解説3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 ～2時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：特にありません。
会場レイアウト：アイランド型また
はスクール型
準備物：レジュメ印刷、プロジェク
ター、スクリーン、講師用マイク、
PC
（参加者）
準備物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

職場のハラスメントはする側、され
る側、見ている側、誰もが不利益
を被り、著しく職場の環境を悪化
させます。昨今は雇用形態の多様
化に伴い、若手社員と派遣社員と
の間に起こるハラスメント等も
増加。ハラスメントをしない、させ
ないためのポイントを解説します。

組合の立場でどの
ようにかかわりを
持っていくべきか理
解できました。

メーカー系労働組合 主催者

お客様の声

人間関係改善セミナー
～気質コーチングとアサーションスキル～

22

自分の気質を知り、長所を生かし、短所を
セルフケアできる生き方を学びます。

「気質」とは何かを理解する1

受講者の気質タイプを分析、新たな発見
があります。

自分の傾向を知る2

周りの人の気質を知ると、その特徴に合っ
た付き合い方がわかります。

コミュニケーションを円滑化3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 1.5時間～3時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用
できる会場
会場レイアウト：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェク
ター、演台、ホワイトボード・ペン、
講師用マイク
（参加者）持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：特に必要ありません
教材として、ソーシャルスキルドリル
の購入がおすすめです（オプション）。

特記事項

他人の言葉に対して
「理解できない」と思っ
たことはありませんか。
このセミナーでは自分
も含めた周囲の人の
“気質”を理解し、周り
の人と一緒に楽しむ
生き方を学びます。

自分と相手の気質
を知ることで、よりお
互いの理解を深め
るきっかけにできる
と感じました。

損保系労働組合 主催者

お客様の声

リーダーシップは部下で育つ！ フォロワーシップ入門講座23

組織を活性化しリーダーシップを支援するフォロワー
シップを学びます。組織には、リーダー（上司）がいて
フォロワー（部下）がいます。 組織を健全に運営するに
は、リーダーシップだけでなくフォロワーシップも発揮し
なければなりません。
組織を強くするフォロワーシップを育てる方法につい
て、基礎から解説します。

フォロワーシップの概念やリーダーシップとの違いなど、基本から解説します。
フォロワーシップの必要性を理解1

受講者が職場でフォロワーシップを発揮することで、上司を助け、職場の活性化につながります。
上司を助け、職場に貢献2

フォロワーシップを学ぶことで、将来のリーダーへのトレーニングになり、自己成長を促します。
将来のリーダーに向けたトレーニング3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 大阪府
時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者） 会場条件：プロジェクターが使用できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、スクリーン、付箋模造
紙・カラーペン（数種類）、講師用マイク

（参加者） 持ち物：筆記用具

材料費：特になし
アシスタント：特になし

特記事項

具体的な例を示していただき、すぐにフォロワーシップを
実践できそうな感じがしました。

情報系労働組合 主催者

お客様の声

第4位
人気ランキング

NEW!
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自分の限界を打ち破るメンタル力24

自分の限界は自分自身がつくり出して
いることに気づいていますか。
メンタルトレーニングはあなたの中に
眠っている潜在能力を一つずつ目覚め
させる効果があります。一流のスポーツ
選手、オリンピック選手を指導してきた講
師が経験と事例を交えて「心を鍛える最
強のトレーニング」法をお伝えします。

500人以上のプロ選手を指導してきた
講師が対話の中でつかんだプロフェッ
ショナルの心の持ち方を実例を交えてお
伝えします。

スポーツ選手の
具体例を紹介

1

スポーツ、ビジネス、教育などさまざまな
活動に活かせます。

幅広い対象者にうける内容2

成果につながる良いパフォーマンスを発
揮するための、簡単で日々続けやすいメ
ンタルトレーニング方法をお伝えします。

誰にでもすぐに取り組める3

講座のポイント 実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 1.5時間～2時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：特にありません。
準備物：講師用マイク、ホワイト
ボードとマグネット２つ
（参加者）
持ち物：特にありません。

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

力まずリラックスした雰囲気で終始進み、非常に気づきの多い
講座でした。参加者からも“受講して良かった”という声が多
かったです。

自動車系労働組合 主催者

お客様の声

スピーチの力
～心を揺さぶる、あなただけのストーリー～

25

スピーチを依頼された時、高尚な話を
しようと、つい肩肘が張ってしまってい
ませんか？ 私たちは、誰でも最高のス
ピーチができます。他人にはマネので
きない独自の経験や学び（ストーリー）
を語ることで、感動と信頼を届けること
ができます。

TED Talkやスティーブ・ジョブズの
スピーチに共通する「ストーリー・テ
リング」の技術を学びます。

人の心をつかみ行動に
駆り立てたい方、必見

1

あなたのスピーチを最高のスピーチ
に変える“効果的な流れでストー
リーを語る”コツをお伝えします。

ストーリーの構成法を学ぶ2

今までの経験すべてに意味がある
ことに気づきます。

実践ワークを通じて
自信が生まれる

3

講座のポイント 実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都

時　　間 1.5時間～2時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：特にありません。
会場レイアウト：アイランド形式（4人1組） 
※グループワークやディスカッションを
行います。 
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
PC用スピーカー 
（参加者）
持ち物：筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

これまで「失敗」だと思っていた出来事が、自分にとって大きな
意味があったことを発見しました。

情報系労働組合 主催者

お客様の声

テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ5 仕事に活かせるマインド＆スキル

働きながら介護を続ける3つのコツ26

「仕事と介護、どちらを取る？」ではな
く、介護を生活の一部に取り入れなが
ら働き続けられるように、家計のプロで
あるファイナンシャル・プランナーがナ
ビゲート。
介護を続けるための介護サービスや
法律についての理解を深めます。

介護が必要になったときの相談先
や相談の仕方がわかります。

有効な介護サービスを
知る

1

具体的な対策を示し、不安解消に
近づけます。

組合員の不安解消に
役立つ

2

介護休業制度や介護休暇などの
取り方、生かし方を学べます。自社
の制度浸透にもつながります。

会社の制度理解の
きっかけに

3

講座のポイント 実施人数 制限はございません　

講師在籍エリア 東京都

時　　間 2時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
会場レイアウト：コの字型もしくはスクー
ル型（人数に応じて）
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：電卓、筆記用具

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

育児と同じように介護休業を「自分が介護するためにある」とと
らえがちだったが、講師の「介護する環境を整えるためにある」
という言葉が参加者には新しい発見だった。

メーカー系労働組合 主催者

お客様の声

私にもできる！
イキイキ ワーキングマザー27

育休をとり出産後も短時間勤務制度
などを使って働き続ける女性が増えて
います。しかし復職してみると仕事も育
児も満足感を得られず、悩む人が多い
のが実情です。本講座はワーキングマ
ザーを目指す方を対象に、会社側の考
え方や仕事と育児の両立にあたっての
心構え、キャリアの考え方についてお
話しします。参加者同士の情報交換や
ネットワークづくりにも役立ちます。

自分一人で抱え込まず、家族や職
場で周りを巻き込みながら働いて
いく方法を学べます。

仕事も育児も
続けるための考え方

1

最新動向と講師の実体験に基づ
いており理想論にとどまらないため
参加者が共感しやすい内容です。

講師の体験に基づく内容2

セミナーを通じて横の情報交換が
促され、参加者個人の勇気づけに
つながります。

参加者間の交流を深める3

講座のポイント 実施人数 制限はございません　

講師在籍エリア 神奈川県
時　　間 1.5時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用できる
会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター・
スクリーン、パソコン、ホワイトボード・
ペン、講師用マイク
（参加者）
持ち物：筆記用意

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。
※ワーク内容によっては追加の備品が必要
です。
※投影資料は事前にお送りします。

特記事項

講師のレベルが非常に高く「参加して良かった」という声が多
かった。参加者に笑顔で帰ってもらえたのが何よりだと思う。

サービス系労働組合 主催者

お客様の声

第5位
人気ランキング

第3位
人気ランキング NEW!
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ちょっとの努力で大きな成果の出る
タイムマネジメントのすすめ

参加人数
確定の期日

開催実施日の１カ月
※web診断を実施する場合

お申込み締切日 開催実施日の７日前

わかりやすい伝え方31

認知心理学の観点から、自分の考えや情報を
相手にわかりやすく伝える方法が学べます。

楽しくしっかり学べる1

文章のレベルを問わず、わかりやすい情報（図・
表・表現など）に加工するスキルを習得できます。

知ると知らないとでは大きな差！2

よりわかりやすいプレゼンテーションや資
料づくりに応用することができます。

仕事で使える心理学3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 長野県
時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）
会場条件：プロジェクターが使用
できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェク
ター、スクリーン、講師用マイク

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。

特記事項

認知心理学の観点から、
受け手にとって「わかる」
とはどのような状態なの
かを学び、情報をわかり
やすく加工するスキルも
習得します。資料や提案
書が相手に伝わりやす
い情報に変わります。

自分本位でなく、相
手が理解しやすい
ように説明すること
が、いかに大事か
改めて考えさせら
れました。

運輸系労働組合 参加者

お客様の声

30

仕事の生産性とは何かを理解して、自分と仲
間で協働して成果を上げる仕組みが学べます。

個人と組織の生産性向上につなげる1

自分の仕事の仕方を見直すきっかけにな
ります。

仕事の進め方に対する新しい発見2

誰でも効果が出る仕事の取り組み方がわ
かります。

ホワイトカラーの方にオススメ3

講座のポイント

実施人数 制限はございません　

講師在籍エリア 東京都
時　　間 1.5時間

講座準備について

（主催者）会場条件：プロジェクターが
使用できる会場
会場レイアウト：アイランド型
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
ホワイトボード・ペン、講師用マイク

WEB業務診断料：1,000円（税別）
/名（オプション）
アシスタント：必要ありません。
※WEB業務診断を実施する場合、セミ
ナー資料に業務診断結果を反映させるこ
とができます。個人の診断結果は受講者
へメールにてフィードバックされます。
※WEB業務診断料は受講人数分のご請
求となります。

特記事項

「タイムマネジメント」
とは、「仕事のねらい・
管理」をすることなの
です。仕事の仕組みを
理解し、個人と組織の
成果（生産性向上）に
結びつける方法を学
びます。

「自分に足りないとこ
ろがわかりました」と
言われ、企画側として
結果が出たと感じた。

損保系労働組合 主催者

お客様の声

29

わかりやすく読み手に伝えるための文章マ
ナーのポイントについて理解します。

文章マナーの理解を深める1

報告書や企画書など、日常的に文章を作成す
る機会が多い職場や組合活動にオススメです。

誰にでも役立つ内容2

学習する文章マナーには即効性があり、
“その日”の仕事からすぐに活用可能です。

すぐに効果。すぐに実感。3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 2時間～5時間

講座準備について

（主催者）会場条件：プロジェクターが
使用できる会場
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター、
スクリーン、ホワイトボード、講師用マイク
会場レイアウト：4時間以上でグループ
ワークを行う場合はアイランド型

材料費：必要ありません。
アシスタント：必要ありません。
一般的な例文ではなく「課題文」（150字・事
前に提出いただきます）を素材にしたレジュ
メでの進行も可能です（別途カスタマイズ
費が必要となります）。
この場合の参加可能人数の目安：２時間＝
15人まで、４時間＝30人まで

特記事項

相手に伝わる文章を書
くのは難しいもの。的確
に伝わる文章を書くた
めには「文章マナー」の
習得が必要です。「相手
にとって読みやすく、受
け取りやすい」文章の
書き方をお伝えします。

すぐに役に立つ文章
術が学べました。明日
から早速実践したい
です。

電機系労働組合 参加者

お客様の声

テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5

テーマ5 仕事に活かせるマインド＆スキル

28

理論やスキルを伝授するだけではないので
行動に結びつきます。

「なぜ」という目的やマインドに重点を置いた内容1

ビデオを使用したロールプレイで客観的に
自分の問題に気づくことができます。

受講生参加型で、体験しながら学べる2

グループディスカッションやワークを中心に、
具体的なケースを使って実践的に学びます。

職種やケースに併せた実践的な内容3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 ２時間～

講座準備について

（主催者）会場条件：特にありません。
会場レイアウト：アイランド型（6～7名/島） 
準備物：レジュメ印刷、プロジェクター（注）、
ビデオカメラ（注） ケーブル（映像を流すための
３色ケーブル）、スピーカー 講師用ピンマイク
※状況により、企業で使用している「ク
レーム対応マニュアル」をご用意ください。
※注：ビデオ付きのロールプレイをメイン
で進める場合は、４時間以上ならば可能
です。 ２時間の場合は定員20名以内の場
合は可能です。20名以上の場合、代表者
の何名かを見本に展開いたします。  

材料費：必要ありません。
アシスタント：参加人数が20名以
上の場合必要です。

特記事項

お客さまの期待に応えた場合満足
につながりますが、期待に応えられ
なかった場合「不満」が生まれます。
クレームの適切な対応はファンを
作ります。お客さまと良好な関係を
築き、いつまでも選ばれ続ける会
社づくりのために、お客さまの「生
の声」を前向きに受けとめましょう。

先生のスキルが高
く、大変有意義な時
間を過ごせた。

電機系労働組合 主催者

お客様の声

伝わる文章がサクサク書ける！
さすが！ と言われる「文章マナー」の基本

思わず人が動いてしまう「すごい質問力」のコツ32

質問の3ステップを踏むことで、無理なく相手の信頼と協力を獲得できます。
「質問力」で人を動かすコツをつかむ1

相手や状況に応じた効果的な質問方法が学べます。
質を問う質問の仕方のツボを押さえる2

すぐに使えて会話が続く「質問」のフレーズなど、受講後すぐに出来るテクニックが身につきます。
思わず活用したくなる質問のキラーフレーズ3

講座のポイント

実施人数 制限はございません

講師在籍エリア 東京都
時　　間 2時間～

講座準備について

（主催者） 会場条件：特にありません。
準備物：レジュメ印刷、講師用ピンマイク（ワイヤレスマイク）、
ホワイトボード、ペン

今までなかなか質問できませんでしたが、組み合わせに
よって目的をスムーズに達成できることを知り、質問に対す
る苦手意識がなくなりました。

自動車系労働組合 参加者

お客様の声

NEW!
「質問」とは「質を問う」と書きます。質問することで
相手との関係性も変わり、相互の理解も促進でき
ます。効果的な質問は相手の「頭脳」と「感情」に
働きかけ、相手を「行動」に移すことができます。本
講座は「人が動いてしまう質問力」のエッセンスを
学べます。

クレーム対応を極める
～基礎編～

NEW!
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気になる講座が見つかったら……

「これってどういうこと？」「こんなことで連絡していいのかな？」など
悩んでいるのがもったいない！ 気になることを即解決！

まずは、問い合わせてみよう!
パソコン・スマホで

お電話で

FAXで

メールアドレス

送信先 seminar@j-union.com

j.union人材サポートグループ

裏面のFAXお問い合わせ用紙に必要項目をご記入の上、

までお送りください。03-5339-8201

03-5339-8205

まずはお気軽に電話をかけ
てください。

STEP1
初めに「組合員向けセミナー
冊子を見て連絡しました」と
お伝えいただくとスムーズです。

STEP2
どんな小さなことでもOK!
何でも聞いてください。

STEP3

裏面のFAXお問い合わせ用
紙の項目に沿って内容を記
入しましょう。

STEP1
どんな小さなことでもOK!
何でも聞いてください。

STEP2

FAXをお送りください。

STEP3

メール問い合わせ（例）

受付時間：9：00 a.m.～5：00 p.m.（土日祝祭日を除く）

件名 組合員向けセミナーの案内を見ました

j.union株式会社
組合員向けセミナー担当者

●●●労働組合の清水です。

5ページの「はたらきがいセミナー」を
もう少し詳しく教えてください。

若手組合員（20歳～30歳）が30名ほど東京で
集まる機会があります。
若手組合員がモチベーションが下がっている様子
なので、仕事に前向きに取り組めることに気づける
研修があれば、実施したいと思っています。

○月中旬・土曜日　平日夜間

●●●労働組合 清水

宛先 seminar@j-union.com

※3営業日以内に返答がないようでしたら、お手数ですが、お電話でご連絡をお願いします。

「組合員向けセミナーの案内を見ました」と
ご記入いただくとスムーズです。

どんな小さなことでもOK! 何でもご質問ください。

企画概要をお伝えいただけると掲載されていない
内容も併せてご紹介が可能です。

〈企画概要項目〉メール問い合わせ（例）
①若手組合員（20歳～30歳）
②30人
③仕事に前向きに取り組めることに気づける
　研修があれば、実施したいと思っています。

〈企画概要項目〉
①対象者　
②対象人数
③企画目的



□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

リーダーシップは部下で育つ！ フォロワーシップ入門講座

自分の限界を打ち破るメンタル力

スピーチの力～心を揺さぶる、あなただけのストーリー～

働きながら介護を続ける3つのコツ
私にもできる！ イキイキ ワーキングマザー

クレーム対応を極める
伝わる文章が　
サクサク書ける！ さすが！ と言われる「文章マナー」の基本
ちょっとの努力で
大きな成果の出るタイムマネジメントのすすめ

わかりやすい伝え方

思わず人が動いてしまう「すごい質問力」のコツ

親子で学ぼう！ 宇宙の教室

親子でたのしく工作教室

気分がらく～になるストレスマネジメント

すぐに実践！ ハンドマッサージ

六車奈々の「食べる美人塾」

タイ式自己整体ヨガ

カラダの中からキレイになろう！～野菜ソムリエのお話～

女性活躍推進セミナー ～ダイバーシティをベースに考える～

ハラスメントのない職場づくり

究極のワーク・ライフ・バランス術

人間関係改善セミナー～気質コーチングとアサーションスキル～

働く人のためのライフ・マネープラン講座

女性の生活設計と輝く人生の送り方

実家の片づけポイント講座

家計の見直しポイントセミナー
ライフデザイン
擬似体験ゲーム HAPPY CHOICE ～自分らしい人生の創り方～

わかる！ ふるさと納税セミナー
笑顔を呼ぶ♪ マジックでコミュニケーション

楽しい写真の撮り方
笑ってもっと元気に 笑いの健康学

プリザーブドフラワーアレンジメント

もっとワインを楽しもう！

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
32

お問い合わせ用紙

講座について詳しく知りたい　※複数選択可
チェックいただいた講座の詳細と講師費用がわかる資料をお送りいたします。

企画概要をお教えください

ご希望に合わせた講座をご紹介します　※複数選択可

ご希望の連絡方法（連絡先のご記入をお願いします）　※必須

ご連絡先　※必須

FAX：03-5339-8201

□ 20代、30代 □ 30代、40代 □ 40代、50代 □ 50代以上 □ 決まっていない
□ 男性 □ 女性 □ 男性・女性 □ 決まっていない

（＿＿＿＿）－（＿＿＿＿）－（＿＿＿＿）
（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＠＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

（本部） □ 委員長　□ 副委員長　□ 書記長　□ 教育担当　□ その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
（支部） □ 委員長　□ 副委員長　□ 書記長　□ 教育担当　□ その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

労 組 名
（支部名）

役 職

お 名 前

ふりがな

●対象者 （年代）
 （性別）

□ 10人未満 □ 10人～30人 □ 31人～50人 □ 51人以上 □ 決まっていない●講座参加人数

□ 20万円 □ 25万円 □ 30万円 □ 決まっていない●講師費ご予算

□ 将来の安心に備える □ 余暇を楽しもう □ 日 の々疲れを癒やしてココロと体を健康にする
□ 働きやすい職場づくり □ 仕事に生かせるマインド＆スキル
□ その他（気になることがあればこちらにお書きください）

●内 容

問い合わせたい内容を記入してください

□ 電 話

□ メール

〒163-1322　東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー 22F
TEL：03-5339-8205　FAX：03-5339-8201（人材サポートグループ）


