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不確実な時代だからこそ！ 
働く人のライフプラン講座
最強の老後資金対策ツール！ 
やさしいiDeCo活用講座
親子の整理収納術 
～実家の片づけポイント講座～

ゼロから始める資産運用講座

親と自分の「終活」のために 
～エンディングノートの魅力とススメ～
目からウロコの・・・
家計見直しポイント講座
あなたの大事な老後資金です！ 
確定拠出年金フォローアップ講座
初心者でもわかる！ 
楽しく始めよう株主優待講座
家族みんなで考えよう！ 
安心安全な防災備蓄

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

女性活躍支援につなげられる！
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、活躍支援につながります。

女性のライフイベントの理解
これからの人生を中長期的に描くヒントが満載です。

参加者間のネットワークづくりに
セミナーを通じて、横のネットワークが拡がります。

1

2

3

セミナーのポイント

女性の生活設計と輝く人生の送り方
～自律的に働こう、生きていこう～

男性に比べて選択肢の多
い女性だからこそ、自分に
とって何が必要かを知る
ことが大切です。これから
起こ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。

3

何人でも受講可能です
1時間～２時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

ランチタイム
にも

実施
可能

1

2

3

話題のふるさと納税を活用！ 働く人のおトクなマネープラン1

消費税アップや社会保険料の負担増により、お給料が
上がっても手取りがなかなか増えない今日この頃。そん
な時は家計を見直し、ムダを省いてキャッシュを増やすこ
とが何よりの得策です。けれど、どうやって見直したらよ
いかわからない、何からどう手をつけたらよいかわから
ない、そんな方のためのセミナーです。

集客に最適！
いま、大注目の「ふるさと納税」で、集客が期待
できます。開催実績ランキング第1位。

生活に役立ち、
使える情報が得られる！
話題の「ふるさと納税」の具体的な活用方法に
ついて学べ、即実践につながります。

さまざまな節税対策もご紹介
ファイナンシャルプランナーの講師が「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。

何人でも受講可能です

1時間～２時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

セミナーのポイント

第1位
人気ランキング

ランチタイム
にも

実施
可能

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

掲載セミナー一覧

組合員向けセミナー

講師料金
（税抜き）

話題のふるさと納税を活用！ 働く人のおトクなマネープラン
ライフデザイン疑似体験ゲーム「HAPPY CHOICE」
女性の生活設計と輝く人生の送り方～自律的に働こう、生きていこう～
人生100年時代 定年を楽園にするための仕事とお金の話
節税しながらおトクに運用！ 働く人のＮＩＳＡ活用講座

❶
❷
❸
❹
❺

❶ 話題のふるさと納税を活用！ 働く人のおトクなマネープラン
❷ ライフデザイン擬似体験ゲーム 「HAPPY CHOICE」
12 自分の限界を打ち破るメンタル力
13 一日の疲れとさよなら！ リンパマッサージ
16 「目標管理・人事考課」傾向と対策～理論編～

P3
P3
P7
P8
P9

 ～2時間まで 200,000円～
 2時間超～5時間まで 250,000円～
 5時間超～7時間まで 300,000円～

※講師料金とは別に開催地域やセミナーの開始・終了時間
により、出張費・宿泊費等（税抜き）が必要になります。
※一部、左記講師料金と異なる講師や、材料費が必要な
場合がございます。
※詳細はお問い合わせください（問い合わせ先は裏表紙を
ご参照ください）。

テーマ1 ライフプラン ～将来の安心に備える～

イメージアップのためのカラーセミナー
使える！ グラスを回す前に知るべきワインの知識
親子で作る 消しゴムはんこ教室
お客さまの心をつかむ！ 今日からつかえる筆文字“ココロ文字”
似合うファッションスタイルがわかる骨格タイプ診断

❻
❼
❽
❾
10

メンタルヘルス研修 ～セルフケアとストレスチェックの活用方法～
自分の限界を打ち破るメンタル力
一日の疲れとさよなら！ ～リンパマッサージ～
ユニオンリスナー養成講座 ～リスニング実践による情緒支援ネットワークの構築～
健診と検診 ～受けて終わりと思っていませんか？～

11
12
13
14
15

「目標管理・人事考課」傾向と対策～理論編～
チームビルディング ～仲間との信頼関係が組織の本当の強さにつながる～
職場を元気にし、組合の組織強化にもなる ～「承認力」強化セミナー～
働きながら介護を続ける３つのコツ
ビジネスや日常生活で役立つ ～人間の深層心理の見抜き方～

16
17
18
19
20

ホワイトボード・ミーティング®for union
一流芸人から学ぶ！ 「なんでやねん力」
クリティカルシンキング入門
笑顔とプラス思考が第一印象をアップする！ 伝わる・惹きつける話し方
３つの迷いを解消！ 文章を速く書く実践講座

21
22
23
24
25

NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
NEW!

NEW!

NEW!

P3
P3
P4
P4
P4

テーマ2 カルチャー ～余暇を楽しもう～

テーマ3 ヘルスケア ～日々の疲れを癒やしてココロも身体も健康に～

テーマ4 風土改革 ～働きやすい職場づくり～

テーマ5 ビジネススキル ～仕事に活かせる～

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位

P5
P5
P6
P6
P6

P7
P7
P8
P8
P8

P9
P9
P10
P10
P10

P11
P11
P12
P12
P12

開催実績ランキング （2018年4月～2018年9月まで）人気TOP5

この冊子の見方

組合員に人気のおすすめセミナーは、下記のようにご紹介しています。

ライフプラン

ライフプラン

ヘルスケア

ヘルスケア

風土改革

「冊子に掲載されて
いないセミナー」を
実施検討したい……

冊子に掲載されていないセミナーもございます。
ご相談等ございましたらお気軽に「人材開発
グループ」までご連絡ください。

他にも魅力的なセミナーをご用意しています。こちらもあわせてご覧ください。

材料費およびアシスタント
講演料のほかに追加でかかる費用の目安です。
なお、このほかに、旅費・交通費、および開催時
間によっては宿泊費がかかる場合もあります。

時間
おすすめのセミナー所要時間が記載され
ています（セミナーによっては、記載以上もしくは以
下での講演時間で実施することが可能です）。

セミナーの概要
セミナーのねらいについて
簡単にまとめています。

セミナーのポイント
セミナーの特徴が記載され
ています。

実施人数
おすすめの人
数が記載され
ています。

QRコード
QRコードを読み取りください。弊社ホーム
ページでセミナー内容を紹介しています。

セミナー名

セミナー名

みなさんの組合では、どんなテーマに力を入れていますか？

 問い合わせ先
j.union株式会社  人材開発グループ  
☎03-5339-8205

 問い合わせ先
j.union株式会社  人材開発グループ   ☎03-5339-8205

「冊子に掲載されて
いるセミナー」を
実施検討したい……

記載内容は目安ですので、不明点やご相談等ございましたら遠慮なくご連絡ください。
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ライフプラン ～将来の安心に備える～テーマ1

消費税アップや社会保険料の負担増により、お給料が
上がっても手取りがなかなか増えない今日この頃。そん
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アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間～
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

ライフデザイン擬似体験ゲーム 「HAPPY CHOICE」2

人生を疑似体験できるボードゲーム。ゲームを通じて、
将来像（ビジョン）を「心」「体」「お金」の3つの視点で
楽しく学べる共済セミナーです。若手組合員向けの共済
セミナーとして多くの組合さまに実施いただいています。

自分のこれからの人生を考える
ゲームの中で質問に答えたり、ハプニングに遭
遇する疑似体験を通じて、自分の価値観、大切
にしているものに気づきます。「漠然とした不安」
を「具体的な課題」として捉えることができます。

ゲームを通じて楽しく学べる
グループメンバーとのディスカッションで、お互い
に新たな発見や学びを得ることができます。

若手の組合員におすすめ
「保険・共済の大切さ」などを実感するため、共済
制度や福利厚生制度を導入する際にぴったりの
セミナーです。

最低4人から最大150人まで（おすすめの人数は
60人です） 
※貸出できるキット数に限りがあります。事前にご相談ください。

3時間～5時間まで

材料費：必要ありません（ゲームキット貸出代は
講演料に含みます）
アシスタント：参加者30人以上の場合、アシスタ
ントが必要になります

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

資産運用に関する基本的な知識が身に付く
「資産運用」の基本についても解説しますので初心者の方
におススメです。
要望に沿った内容で対応可能
経験豊富なファイナンシャルプランナーがご要望に合わせ
て対応いたします。
わかりやすさで定評のある講師が解説
組合員向けの講座で大人気の講師が担当、わかりやすく解
説します。

1

2

3

セミナーのポイント

「貯蓄から投資へ」と動き始めた人
のために用意された制度がNISA
（小額投資非課税制度）です。一定
のルールに沿って運用すればリスク
を抑え、節税しながらおトクに増やす
ことができます。極力専門用語を使
わず丁寧に説明しますので、「そんな
に難しくない。やってみよう」とモチ
ベーションが高まるセミナーです。

5

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

人生100年時代
定年を楽園にするための
仕事とお金の話

人生100年時代と言われ、
将来設計をしないでいると、
老後の３大不安といわれ
る「貧困」「病気」「孤独」
に襲われることになるかも
しれません。本セミナーは、
老後の３大不安を防ぐた
めに、人生を豊かにする
「４つのＫ」をお伝えします。

節税しながらおトクに運用！
働く人のＮＩＳＡ活用講座

4

実施人数

時　　間

特記事項

不確実な時代だからこそ！ 
働く人のライフプラン講座
最強の老後資金対策ツール！ 
やさしいiDeCo活用講座
親子の整理収納術 
～実家の片づけポイント講座～

ゼロから始める資産運用講座

親と自分の「終活」のために 
～エンディングノートの魅力とススメ～
目からウロコの・・・
家計見直しポイント講座
あなたの大事な老後資金です！ 
確定拠出年金フォローアップ講座
初心者でもわかる！ 
楽しく始めよう株主優待講座
家族みんなで考えよう！ 
安心安全な防災備蓄

セカンドライフを心豊かにするためのアドバイス
講師の経験をもとにした内容でライフデザインとライフプラ
ンの必要性が理解できます。
講師は経験豊富なベテラン
講師は信託銀行時代からライフプランセミナーの講師をし
ている経験豊富なベテランです。
参加型の研修で楽しく受講
セミナーは講義だけでなくワークも行う参加型で、楽しくわ
かりやすいと好評です。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

第1位
人気ランキング

第2位
人気ランキング NEW!

NEW!

ランチタイム
にも

実施
可能

ランチタイム
にも

実施
可能

ランチタイム
にも

実施
可能

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

何人でも受講可能です
２時間～ ※1時間～3時間の内容に変更できます。
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません
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女性活躍支援につなげられる！
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、活躍支援につながります。

女性のライフイベントの理解
これからの人生を中長期的に描くヒントが満載です。

参加者間のネットワークづくりに
セミナーを通じて、横のネットワークが拡がります。

11

2

3

2

3

セミナーのポイント
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ことが大切です。これから
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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。
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ライフプラン ～将来の安心に備える～テーマ1
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な時は家計を見直し、ムダを省いてキャッシュを増やすこ
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集客に最適！
いま、大注目の「ふるさと納税」で、集客が期待
できます。開催実績ランキング第1位。

生活に役立ち、
使える情報が得られる！
話題の「ふるさと納税」の具体的な活用方法に
ついて学べ、即実践につながります。

さまざまな節税対策もご紹介
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何人でも受講可能です

1時間～２時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません
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る「貧困」「病気」「孤独」
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～エンディングノートの魅力とススメ～
目からウロコの・・・
家計見直しポイント講座
あなたの大事な老後資金です！ 
確定拠出年金フォローアップ講座
初心者でもわかる！ 
楽しく始めよう株主優待講座
家族みんなで考えよう！ 
安心安全な防災備蓄

セカンドライフを心豊かにするためのアドバイス
講師の経験をもとにした内容でライフデザインとライフプラ
ンの必要性が理解できます。
講師は経験豊富なベテラン
講師は信託銀行時代からライフプランセミナーの講師をし
ている経験豊富なベテランです。
参加型の研修で楽しく受講
セミナーは講義だけでなくワークも行う参加型で、楽しくわ
かりやすいと好評です。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

第1位
人気ランキング

第2位
人気ランキング NEW!
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ランチタイム
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可能

ランチタイム
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ランチタイム
にも

実施
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下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

何人でも受講可能です
２時間～ ※1時間～3時間の内容に変更できます。
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません
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親子の思い出づくりに！
親子で一緒に、楽しみながら作る、世界で一つだけのはんこ
は最高の思い出になります。
実はいろいろ使える消しゴムはんこ
インクを変えれば、布、ガラス、陶器、ビニールなど、いろいろ押せます！
プロから教わる本格授業
消しゴムはんこ作家のプロの技を目の前で見て、教えてもら
えるビックチャンス！

11

2

3

2

3

セミナーのポイント
セミナーのポイント

セミナーのポイント

誰でも彫れる簡単な図案
でも、インクの色や押し方
の工夫で、ビックリするほ
どかわいい作品ができあ
がります。彫る前の下準
備・刃の持ち方から、じっ
くり教えます。自分の作っ
たはんこでオリジナル雑
貨を作ってみませんか？

8イメージアップのためのカラーセミナー6

カルチャー ～余暇を楽しもう～テーマ2

自分に似合う色を知っていますか？　例えば「赤」に
は「朱赤」や「深紅」など、さまざまな種類があります。
本セミナーでパーソナルカラーを知ると、似合うネクタ
イや洋服、メイクカラーの色の選び方、使い方のコツ
がわかりイメージアップにつながります。

自分に似合うカラー診断！
似合う色をわかりやすく２タイプ（ライトカラー
／ダークカラー）に分け、参加者同士で楽しく
診断をします。

明日から使える知識
実践しやすいように、具体例を挙げてお伝えする
のでわかりやすいです。

用途はさまざま
配色はファッションだけでなく、社内インテリアや
書類にも活かせます。

10～20人程度
1時間～2時間
材料費：配送費（色合わせをする
診断用ドレープなどを会場に送り
ます）※実費分
アシスタント：20人以上の場合は
1人追加となります

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

使える！ グラスを回す前に知るべきワインの知識7

流通しているワインには「ワインもどき」が混在していま
す。「お酒はあまり飲まない」「ワインを飲むと頭痛にな
る」という方にこそ知ってほしい本来のワイン。ワインは
ビジネスシーンでも強力なツールであり、成功の共通
言語と言われています。その使い方や効果の話も交え
て、実飲しながらワインに触れます。

ワインの基礎から学べる
ワインの基礎からマナーまで学べます。

ワインの見分け方を習得
コストパフォーマンスの良いワインの見分け方を
学べます。

飲みながら学べる！
いろいろな種類のワインを実際に試飲し、色・
香り・味を楽しむことができます。

何人でも受講可能です

2時間

材料費：ワインとおつまみ代 2,000円～/人（税
別）その他、別途カップ等備品代および配送料が
必要となります
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

30～60人
1時間～３時間
材料費：1人当たり500円程度（レンタル筆ペン、
清書用紙等）
アシスタント：30人以上の場合、アシスタント
1人必要です

実施人数

時　　間

特記事項

自分の骨格を知ろう
骨格タイプ診断を行い、自分の体型を３分類のなかのどれ
かを確認します。
骨格から考えるファッション
骨格タイプに似合うファッションの特徴を学べます。
手持ち服のスタイリングを学ぶ！
骨格タイプに合わせたスタイリングのコツを会得できます。

1

2

3

セミナーのポイント

清潔感や信頼感を感じさせ好印象
を持たれる人と、そうでない人。その
違いは、ファッションや身だしなみへ
の気づかいによります。自分に合っ
た色、デザインのポイントを押さえる
と「やっぱり素敵ね」と社内、社外の
人から好感を持たれます。色づか
いが変わると、人の印象が変わり、
社内全体のイメージも変わります。

10

10～30人程
１～２時間
材料費：セミナーで使う備品の配送料（スーツ
ケース1個分、実費請求）
アシスタント：20人以上の場合、アシスタント
1人必要です

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

お客さまの心をつかむ！
今日からつかえる筆文字“ココロ文字”

ココロ文字は自由に描くデザ
イン筆文字です。この時代だ
からこそ手描きにこだわった
作品作りを目指します。ココロ
文字の強みは世界にひとつだ
けの筆文字を習得し、営業
ツールや想いを伝えることばと
してお客様へ発信できること
です。

親子で作る
消しゴムはんこ教室

似合うファッションスタイルがわかる
骨格タイプ診断

9

あっという間に習得できる
お礼状・プレゼンやフライヤータイトル・名刺ロゴ等に使える
筆文字のコツを短時間で習得できます。
習字が苦手な人にこそおすすめ
字が下手だと思っている方にこそ、自信を持って取り組んで
いただけます。
世界に一つの作品づくりができる
自分だけのオリジナル作品がつくれます。

NEW!

NEW! NEW!

ランチタイム
にも

実施
可能

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

10組20人規模がおすすめです

２時間

材料費：作品によって異なります（500円～/人）
アシスタント：お子さまが10人以上の場合、ア
シスタント1人必要です

野菜ソムリエに学ぶ 健康生活のススメ

不思議な錯覚の世界を体験しよう
～錯視で学ぶ心のサイエンス～

楽しい写真の撮り方～思い出の一枚～

君にもできる！ ECO実験

初めての工作教室～使えるオシャレな雑貨づくり～
第一印象は6秒で決まる！
プロに教わるメイクアップセミナー
親子で学ぼう！
宇宙の教室～ロケット博士になろう～

タイ式自己整体ヨガ～体のゆがみを整えて体質改善！～

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！～
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の工夫で、ビックリするほ
どかわいい作品ができあ
がります。彫る前の下準
備・刃の持ち方から、じっ
くり教えます。自分の作っ
たはんこでオリジナル雑
貨を作ってみませんか？

8イメージアップのためのカラーセミナー6

カルチャー ～余暇を楽しもう～テーマ2

自分に似合う色を知っていますか？　例えば「赤」に
は「朱赤」や「深紅」など、さまざまな種類があります。
本セミナーでパーソナルカラーを知ると、似合うネクタ
イや洋服、メイクカラーの色の選び方、使い方のコツ
がわかりイメージアップにつながります。

自分に似合うカラー診断！
似合う色をわかりやすく２タイプ（ライトカラー
／ダークカラー）に分け、参加者同士で楽しく
診断をします。

明日から使える知識
実践しやすいように、具体例を挙げてお伝えする
のでわかりやすいです。

用途はさまざま
配色はファッションだけでなく、社内インテリアや
書類にも活かせます。

10～20人程度
1時間～2時間
材料費：配送費（色合わせをする
診断用ドレープなどを会場に送り
ます）※実費分
アシスタント：20人以上の場合は
1人追加となります

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

使える！ グラスを回す前に知るべきワインの知識7

流通しているワインには「ワインもどき」が混在していま
す。「お酒はあまり飲まない」「ワインを飲むと頭痛にな
る」という方にこそ知ってほしい本来のワイン。ワインは
ビジネスシーンでも強力なツールであり、成功の共通
言語と言われています。その使い方や効果の話も交え
て、実飲しながらワインに触れます。

ワインの基礎から学べる
ワインの基礎からマナーまで学べます。

ワインの見分け方を習得
コストパフォーマンスの良いワインの見分け方を
学べます。

飲みながら学べる！
いろいろな種類のワインを実際に試飲し、色・
香り・味を楽しむことができます。

何人でも受講可能です

2時間

材料費：ワインとおつまみ代 2,000円～/人（税
別）その他、別途カップ等備品代および配送料が
必要となります
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

30～60人
1時間～３時間
材料費：1人当たり500円程度（レンタル筆ペン、
清書用紙等）
アシスタント：30人以上の場合、アシスタント
1人必要です

実施人数

時　　間

特記事項

自分の骨格を知ろう
骨格タイプ診断を行い、自分の体型を３分類のなかのどれ
かを確認します。
骨格から考えるファッション
骨格タイプに似合うファッションの特徴を学べます。
手持ち服のスタイリングを学ぶ！
骨格タイプに合わせたスタイリングのコツを会得できます。

1

2

3

セミナーのポイント

清潔感や信頼感を感じさせ好印象
を持たれる人と、そうでない人。その
違いは、ファッションや身だしなみへ
の気づかいによります。自分に合っ
た色、デザインのポイントを押さえる
と「やっぱり素敵ね」と社内、社外の
人から好感を持たれます。色づか
いが変わると、人の印象が変わり、
社内全体のイメージも変わります。

10

10～30人程
１～２時間
材料費：セミナーで使う備品の配送料（スーツ
ケース1個分、実費請求）
アシスタント：20人以上の場合、アシスタント
1人必要です

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

お客さまの心をつかむ！
今日からつかえる筆文字“ココロ文字”

ココロ文字は自由に描くデザ
イン筆文字です。この時代だ
からこそ手描きにこだわった
作品作りを目指します。ココロ
文字の強みは世界にひとつだ
けの筆文字を習得し、営業
ツールや想いを伝えることばと
してお客様へ発信できること
です。

親子で作る
消しゴムはんこ教室

似合うファッションスタイルがわかる
骨格タイプ診断

9

あっという間に習得できる
お礼状・プレゼンやフライヤータイトル・名刺ロゴ等に使える
筆文字のコツを短時間で習得できます。
習字が苦手な人にこそおすすめ
字が下手だと思っている方にこそ、自信を持って取り組んで
いただけます。
世界に一つの作品づくりができる
自分だけのオリジナル作品がつくれます。

NEW!

NEW! NEW!

ランチタイム
にも

実施
可能

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

10組20人規模がおすすめです

２時間

材料費：作品によって異なります（500円～/人）
アシスタント：お子さまが10人以上の場合、ア
シスタント1人必要です

野菜ソムリエに学ぶ 健康生活のススメ

不思議な錯覚の世界を体験しよう
～錯視で学ぶ心のサイエンス～

楽しい写真の撮り方～思い出の一枚～

君にもできる！ ECO実験

初めての工作教室～使えるオシャレな雑貨づくり～
第一印象は6秒で決まる！
プロに教わるメイクアップセミナー
親子で学ぼう！
宇宙の教室～ロケット博士になろう～

タイ式自己整体ヨガ～体のゆがみを整えて体質改善！～

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！～
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ランチタイム
にも

実施
可能

プライベートで活かせる
リンパやアロマセラピーを通じた健康維持に役立つ情報と
マッサージ方法が学べます。
体調に合わせたオイルづくりが学べる
自分に合ったマイブレンドオイルをづくり、楽しみながら受講できます。
講師は医療従事者に向けた講演活動を行っているベテランが担当
看護師や保健師の勉強会などでも講演活動を行っている
講師が、病気にかかりづらくなる身体づくりを支援します。

1
1

2

3

2

3

セミナーのポイント

昨今、代替医療としても注目されてい
るアロマセラピー（芳香療法）。精油
を入れたオイルでマッサージをする
と、精油の成分が経皮吸収されて痛
みを和らげたりホルモン調整ができま
す。本セミナーでは精油の薬理効果
を享受するために、最近注目されてい
る免疫の主役「リンパシステム」を意
識して行うマッサージを学びます。

ユニオンリスナー養成講座
～リスニング実践による情緒支援ネットワークの構築～13メンタルヘルス研修 ～セルフケアとストレスチェックの活用方法～11

ヘルスケア ～日々の疲れを癒やしてココロも身体も健康に～テーマ3

忙しい毎日、自分の心の健康、気にしていますか？   
体重や体型と同じように、メンタルも気にかけると、
パフォーマンスがUPするかもしれません。本セミナー
では周囲の方に「ストレスチェック」の意義を伝え、
メンタルヘルスの向上に役立てる方法もお伝えします。

現場を知る講師が担当
講師は2,000人以上のビジネスパーソンに面
談を実施している企業内カウンセラー。実例に
基づく内容を明るくわかりやすくお伝えします。

ストレスチェックを
組合活動と絡めて解説
ストレスチェックの結果について、個人だけでは
なく、組合としてどう活用できるか、実務家から
見たアドバイスをします。

実践しやすいセルフケア
実生活で今日からできるストレス対処法もお伝え
します。

何人でも受講可能です

２時間～

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
1.5時間～2時間
材料費：マッサージ用オイル
＠700円/人
アシスタント：参加人数によって必要に
なる場合もあります（ご相談ください）

スキル習得のため少人数開催をおすすめします（最大20人程度）
1泊２日　※スキル習得のため１泊２日をおすすめしますが、半日開催も可能です。ご相談ください。

材料費：必要ありません
アシスタント：参加者５人につきアシスタント１人必要です

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

自分の限界を打ち破るメンタル力12

自分の限界は自分自身が作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目覚めさせる効果があります。
一流のスポーツ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方法」をお伝
えします。

スポーツ選手の具体例を紹介
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。

幅広い対象者に響く内容
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。

誰でもすぐに取り組める
成果につながる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
を伝授します。

何人でも受講可能です

1.5時間～2時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

会社で受けるのが「健診」つま
り健康診断で、特定の臓器を
検査するのががん検診などの
「検診」です。あなたは「健診」
を受けただけで安心していませ
んか？　「検診」で、ガンを見落
とさないための最新情報も交
え、いつまでも健康で楽しく暮
らすためのお話をします。 

15

何人でも受講可能です
２時間まで
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

誰もが安心して働け、本音や悩み
を打ち明けることができ、ストレスを
一人で抱え込むことのない、笑顔
や笑い声があふれる職場環境がメ
ンタルヘルスの対策、ひいては働
きがい向上のためには不可欠で
す。本当に「聴く」ことができれば、
組合員も「あなたに話してよかっ
た」と心から感じてくれるでしょう。

健診と検診
～受けて終わりと思っていませんか？～

14

実施人数

時　　間

特記事項

「聴く」ことの効果が学べる
「聞く」と「聴く」の違いを知り、情緒支援（コミュニケーショ
ン）とメンタルヘルスの関係が理解できます。
「リスニング」スキルを学べる
自分の聴き方の癖に気づき、相手の気持ちに寄り添う「リス
ニング」スキル習得を目指します。
組合活動に使える！
組合員の本音の声が拾え、組合員に寄り添った活動につ
なげられます。

男女問わず受講できる健康講座
毎年1回受診している「健康診断」や「がん検診」の活かし
方など、身近な話題で健康について考えます。
話がおもしろく、わかりやすい
タレントとしても活躍する講師が芸能人の健康法も交え明
るく楽しくお伝えします。
お昼休みや就業時間後の開催におススメ
１時間～1.5時間を基本としたカリキュラム。短時間で楽しく
受講でき組合員さまからも好評です。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

第4位
人気ランキング

第3位
人気ランキング NEW!

一日の疲れとさよなら！ 
～リンパマッサージ～

ランチタイム
にも

実施
可能

笑う体操

ポジティブに生きるための心理学

アンチエイジングセミナー

漢方で元気に！ 漢方入門セミナー

メンタルヘルスと安全衛生管理

生活習慣から考えるこころの健康

睡眠セミナー ～カラダにもココロにも良い睡眠でストレスを乗り越えよう～

感情をマネジメントする～感情マネジメントセミナー～

美食同源～食べることがキレイのもと～

ストレスと幸せホルモン

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

組合員向けセミナーパンフ_X4.indd   8 18/11/30   11:50



テーマ 3 テーマ4 テーマ5テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5テーマ1 テーマ 2

87

ランチタイム
にも

実施
可能

プライベートで活かせる
リンパやアロマセラピーを通じた健康維持に役立つ情報と
マッサージ方法が学べます。
体調に合わせたオイルづくりが学べる
自分に合ったマイブレンドオイルをづくり、楽しみながら受講できます。
講師は医療従事者に向けた講演活動を行っているベテランが担当
看護師や保健師の勉強会などでも講演活動を行っている
講師が、病気にかかりづらくなる身体づくりを支援します。

1
1

2

3

2

3

セミナーのポイント

昨今、代替医療としても注目されてい
るアロマセラピー（芳香療法）。精油
を入れたオイルでマッサージをする
と、精油の成分が経皮吸収されて痛
みを和らげたりホルモン調整ができま
す。本セミナーでは精油の薬理効果
を享受するために、最近注目されてい
る免疫の主役「リンパシステム」を意
識して行うマッサージを学びます。

ユニオンリスナー養成講座
～リスニング実践による情緒支援ネットワークの構築～13メンタルヘルス研修 ～セルフケアとストレスチェックの活用方法～11

ヘルスケア ～日々の疲れを癒やしてココロも身体も健康に～テーマ3

忙しい毎日、自分の心の健康、気にしていますか？   
体重や体型と同じように、メンタルも気にかけると、
パフォーマンスがUPするかもしれません。本セミナー
では周囲の方に「ストレスチェック」の意義を伝え、
メンタルヘルスの向上に役立てる方法もお伝えします。

現場を知る講師が担当
講師は2,000人以上のビジネスパーソンに面
談を実施している企業内カウンセラー。実例に
基づく内容を明るくわかりやすくお伝えします。

ストレスチェックを
組合活動と絡めて解説
ストレスチェックの結果について、個人だけでは
なく、組合としてどう活用できるか、実務家から
見たアドバイスをします。

実践しやすいセルフケア
実生活で今日からできるストレス対処法もお伝え
します。

何人でも受講可能です

２時間～

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
1.5時間～2時間
材料費：マッサージ用オイル
＠700円/人
アシスタント：参加人数によって必要に
なる場合もあります（ご相談ください）

スキル習得のため少人数開催をおすすめします（最大20人程度）
1泊２日　※スキル習得のため１泊２日をおすすめしますが、半日開催も可能です。ご相談ください。

材料費：必要ありません
アシスタント：参加者５人につきアシスタント１人必要です

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

自分の限界を打ち破るメンタル力12

自分の限界は自分自身が作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目覚めさせる効果があります。
一流のスポーツ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方法」をお伝
えします。

スポーツ選手の具体例を紹介
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。

幅広い対象者に響く内容
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。

誰でもすぐに取り組める
成果につながる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
を伝授します。

何人でも受講可能です

1.5時間～2時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

会社で受けるのが「健診」つま
り健康診断で、特定の臓器を
検査するのががん検診などの
「検診」です。あなたは「健診」
を受けただけで安心していませ
んか？　「検診」で、ガンを見落
とさないための最新情報も交
え、いつまでも健康で楽しく暮
らすためのお話をします。 

15

何人でも受講可能です
２時間まで
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

誰もが安心して働け、本音や悩み
を打ち明けることができ、ストレスを
一人で抱え込むことのない、笑顔
や笑い声があふれる職場環境がメ
ンタルヘルスの対策、ひいては働
きがい向上のためには不可欠で
す。本当に「聴く」ことができれば、
組合員も「あなたに話してよかっ
た」と心から感じてくれるでしょう。

健診と検診
～受けて終わりと思っていませんか？～

14

実施人数

時　　間

特記事項

「聴く」ことの効果が学べる
「聞く」と「聴く」の違いを知り、情緒支援（コミュニケーショ
ン）とメンタルヘルスの関係が理解できます。
「リスニング」スキルを学べる
自分の聴き方の癖に気づき、相手の気持ちに寄り添う「リス
ニング」スキル習得を目指します。
組合活動に使える！
組合員の本音の声が拾え、組合員に寄り添った活動につ
なげられます。

男女問わず受講できる健康講座
毎年1回受診している「健康診断」や「がん検診」の活かし
方など、身近な話題で健康について考えます。
話がおもしろく、わかりやすい
タレントとしても活躍する講師が芸能人の健康法も交え明
るく楽しくお伝えします。
お昼休みや就業時間後の開催におススメ
１時間～1.5時間を基本としたカリキュラム。短時間で楽しく
受講でき組合員さまからも好評です。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

第4位
人気ランキング

第3位
人気ランキング NEW!

一日の疲れとさよなら！ 
～リンパマッサージ～

ランチタイム
にも

実施
可能

笑う体操

ポジティブに生きるための心理学

アンチエイジングセミナー

漢方で元気に！ 漢方入門セミナー

メンタルヘルスと安全衛生管理

生活習慣から考えるこころの健康

睡眠セミナー ～カラダにもココロにも良い睡眠でストレスを乗り越えよう～

感情をマネジメントする～感情マネジメントセミナー～

美食同源～食べることがキレイのもと～

ストレスと幸せホルモン

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

組合員向けセミナーパンフ_X4.indd   9 18/11/30   11:50



テーマ 3 テーマ4 テーマ5テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5テーマ1 テーマ 2

109

職場活動にも仕事にも使えるスキル
組合員（＝従業員）が元気になる効果的な「声かけ」を学び
ます。組合役員だけでなく、マネジメントにも役立つ内容です。
学術的な論拠に基づいたノウハウ
本セミナーは、「承認」研究の第一人者、同志社大学  太田  肇  
教授の「承認理論」をもとに開発されたプログラムです。
楽しみながら学べる
カードを使用するのでゲーム感覚で楽しみながら学習できます。

1
1

2

3

2

3

セミナーのポイント

働き方改革は、効率化と働き
がいの両輪です。しかし効率
化だけを追求したら、組合員
は疲弊し、仕事の面白さを感
じられません。本セミナーでは、
組合員が職場で「認められて
いる」と受け止め、責任感を
もって働ける職場づくりを支
援するスキルを学びます。

18「目標管理・人事考課」傾向と対策 ～理論編～16

風土改革  ～働きやすい職場づくり～テーマ4

成果主義がうまく機能せず悩んでいる企業は多いです。
本セミナーでは、どうしたらうまく機能させることができ
るか、労働組合の視点で解説します。目標管理と人事
考課制度をどのようにとらえ、どのように活用していく
のか、組合員の立場にたって具体的に解説します。

目標管理制度の本質が学べる
制度に関する理解が深まり、仕事と評価の納得
性が高まります。

組合主体で取り組めることに気付ける
組合員の目標管理制度に対する認識やアプ
ローチ方法を変え、「結果志向」から「成果＝お
客さま満足志向」へと発想転換することで、「働
き方改革」の取り組みにつながります。

テキスト販売部数は30万部超え
テキストは世界で最初に「被考課者訓練」の必要
性をわかりやすく解説したもので、セミナーの振り
返りにもピッタリです。

何人でも受講可能です

２時間～

材料費：テキスト代として＠500円/冊必要です
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間～
材料費：承認カード（販売：＠3,000円、レンタル：
＠500円）をご準備いただきます（1人ひとつ必要
です）
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

チームビルディング ～仲間との信頼関係が組織の本当の強さにつながる～17

組織の本当の強さとは仲間との信頼関係ではないで
しょうか。本セミナーでは、チームづくりの基盤となる要
素（信頼関係の本質や構築する仕組み）やチームワー
クを醸成するときのポイントとコミュニケーションの取り
方を体験を通じて学びます。

リーダー育成におすすめ
チームの状況から課題を見つけ出し改善まで
のプロセスを経験。現場でチームワークを発揮
できるリーダー育成につなげます。

ゲームを通じて楽しく学べる
組織の一体感、信頼関係、チームワークを頭と
体で楽しく学べます。

参加者同士の関係性も深めます
チームの成長プロセスやリーダーシップを学ぶ
だけでなく、参加者同士の関係性も深めます。

30人～（最大60人まで）

3時間

材料費：必要ありません
アシスタント：参加者30人以上の場合、アシスタ
ントが必要になります

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

全国で話題の「刑事塾」やメ
ディアでもおなじみの元刑事の
講師がウソや人間心理の見抜
き方を伝授します。採用面接で
の応募者の本質や商談相手の
ホンネを見抜き、最善の判断が
できる力を身に付けましょう。

20

何人でも受講可能です
２時間　※ご希望により1時間の内容に変更できます。
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

「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。仕事をしながら介
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。

職場を元気にし、組合の組織強化にもなる
～「承認力」強化セミナー～

ビジネスや日常生活で役立つ
～人間の深層心理の見抜き方～

働きながら介護を続ける３つのコツ19

実施人数

時　　間

特記事項

介護の具体的な対処方法が学べる
介護が必要になった時の相談先や相談の仕方など、具体
的な対処方法が学べます。
組合員の不安解消に役立つ
今後自分の身に降りかかるかもしれないリスクがイメージ
でき、不安解消や心構えにつながります。
会社制度の理解のきっかけに使える
介護休業制度や介護休暇などの取り方や活かし方も学べ、
自社の制度浸透にもつながります。

相手の深層心理の見抜き方を体系的に学べる
実体験や独学でしか学べない「相手の深層心理の見抜き
方」を体系的に学び、スキルアップにつなげます。

元刑事が講師です
知能犯担当で約２０年のキャリアを持つ元刑事が伝授し
ます。

だまされやすいあなたのためのセミナー！
自分を守るためにウソを見抜くスキルを身に付けましょう。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

第5位
人気ランキング

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

フォロワーシップを活かしたリーダーシップ開発
数字から経営を判断する ～財務諸表の見方・活かし方～
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～

キャリアマネジメントセミナー
実践！ ダイバーシティマネジメント
人間関係改善セミナー
～気質とアサーションを学んでコミュニケーションに役立てよう～

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～

世界で最もイノベーティブな組織の作り方
ワーク・ライフ・バランスセミナー
～職場の仲間との情報交換を通じて、自分の働き方・生き方について見つめ直そう！～

ハラスメントのない職場づくり

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。
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職場活動にも仕事にも使えるスキル
組合員（＝従業員）が元気になる効果的な「声かけ」を学び
ます。組合役員だけでなく、マネジメントにも役立つ内容です。
学術的な論拠に基づいたノウハウ
本セミナーは、「承認」研究の第一人者、同志社大学  太田  肇  
教授の「承認理論」をもとに開発されたプログラムです。
楽しみながら学べる
カードを使用するのでゲーム感覚で楽しみながら学習できます。

1
1

2

3

2

3

セミナーのポイント

働き方改革は、効率化と働き
がいの両輪です。しかし効率
化だけを追求したら、組合員
は疲弊し、仕事の面白さを感
じられません。本セミナーでは、
組合員が職場で「認められて
いる」と受け止め、責任感を
もって働ける職場づくりを支
援するスキルを学びます。

18「目標管理・人事考課」傾向と対策 ～理論編～16

風土改革  ～働きやすい職場づくり～テーマ4

成果主義がうまく機能せず悩んでいる企業は多いです。
本セミナーでは、どうしたらうまく機能させることができ
るか、労働組合の視点で解説します。目標管理と人事
考課制度をどのようにとらえ、どのように活用していく
のか、組合員の立場にたって具体的に解説します。

目標管理制度の本質が学べる
制度に関する理解が深まり、仕事と評価の納得
性が高まります。

組合主体で取り組めることに気付ける
組合員の目標管理制度に対する認識やアプ
ローチ方法を変え、「結果志向」から「成果＝お
客さま満足志向」へと発想転換することで、「働
き方改革」の取り組みにつながります。

テキスト販売部数は30万部超え
テキストは世界で最初に「被考課者訓練」の必要
性をわかりやすく解説したもので、セミナーの振り
返りにもピッタリです。

何人でも受講可能です

２時間～

材料費：テキスト代として＠500円/冊必要です
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間～
材料費：承認カード（販売：＠3,000円、レンタル：
＠500円）をご準備いただきます（1人ひとつ必要
です）
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

チームビルディング ～仲間との信頼関係が組織の本当の強さにつながる～17

組織の本当の強さとは仲間との信頼関係ではないで
しょうか。本セミナーでは、チームづくりの基盤となる要
素（信頼関係の本質や構築する仕組み）やチームワー
クを醸成するときのポイントとコミュニケーションの取り
方を体験を通じて学びます。

リーダー育成におすすめ
チームの状況から課題を見つけ出し改善まで
のプロセスを経験。現場でチームワークを発揮
できるリーダー育成につなげます。

ゲームを通じて楽しく学べる
組織の一体感、信頼関係、チームワークを頭と
体で楽しく学べます。

参加者同士の関係性も深めます
チームの成長プロセスやリーダーシップを学ぶ
だけでなく、参加者同士の関係性も深めます。

30人～（最大60人まで）

3時間

材料費：必要ありません
アシスタント：参加者30人以上の場合、アシスタ
ントが必要になります

実施人数

時　　間

特記事項

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

全国で話題の「刑事塾」やメ
ディアでもおなじみの元刑事の
講師がウソや人間心理の見抜
き方を伝授します。採用面接で
の応募者の本質や商談相手の
ホンネを見抜き、最善の判断が
できる力を身に付けましょう。

20

何人でも受講可能です
２時間　※ご希望により1時間の内容に変更できます。
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

「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。仕事をしながら介
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。

職場を元気にし、組合の組織強化にもなる
～「承認力」強化セミナー～

ビジネスや日常生活で役立つ
～人間の深層心理の見抜き方～

働きながら介護を続ける３つのコツ19

実施人数

時　　間

特記事項

介護の具体的な対処方法が学べる
介護が必要になった時の相談先や相談の仕方など、具体
的な対処方法が学べます。
組合員の不安解消に役立つ
今後自分の身に降りかかるかもしれないリスクがイメージ
でき、不安解消や心構えにつながります。
会社制度の理解のきっかけに使える
介護休業制度や介護休暇などの取り方や活かし方も学べ、
自社の制度浸透にもつながります。

相手の深層心理の見抜き方を体系的に学べる
実体験や独学でしか学べない「相手の深層心理の見抜き
方」を体系的に学び、スキルアップにつなげます。

元刑事が講師です
知能犯担当で約２０年のキャリアを持つ元刑事が伝授し
ます。

だまされやすいあなたのためのセミナー！
自分を守るためにウソを見抜くスキルを身に付けましょう。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

第5位
人気ランキング

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

フォロワーシップを活かしたリーダーシップ開発
数字から経営を判断する ～財務諸表の見方・活かし方～
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～

キャリアマネジメントセミナー
実践！ ダイバーシティマネジメント
人間関係改善セミナー
～気質とアサーションを学んでコミュニケーションに役立てよう～

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～

世界で最もイノベーティブな組織の作り方
ワーク・ライフ・バランスセミナー
～職場の仲間との情報交換を通じて、自分の働き方・生き方について見つめ直そう！～

ハラスメントのない職場づくり

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。
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何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

「認知心理学」が基礎
人の心の働きを科学的に分析する「認知心理学」の理論
をベースに、クリティカルシンキングを体系的に習得します。
普段の自分を見つめなおすきっかけに
自分のものの考え方の中に、無意識の歪みや不適切な
思い込みがないかを自省的に考える機会になります。
日常生活にも応用できる学び
業務に役立つ情報分析能力だけでなく、日常生活の中で
「だまされない」思考力を養うこともめざします。

1

2

3

セミナーのポイント

多様な情報に惑わされること
なく、ものごとを多面的にとら
えて、本質を見抜くための思
考がクリティカルシンキングで
す。これによって、先入観や直
感の誤りを修正して、目的達
成のために的確な判断や意
志決定を行うことができるよう
になります。

23ホワイトボード・ミーティング®for union21

ビジネススキル  ～仕事に活かせる～テーマ5

ミーティングでは参加者が共通認識をもちながら、
参画していくことが大切です。ホワイトボード・ミー
ティング®は、進行役が参加者の意見を見える化・具
体化し議論を進める会議技法です。この技法を身に
付けると「一方通行のつまらない会議」が「参加者
全員で考える納得度の高い結論が出る会議」に変
わります。

～30人前後をおすすめしています

2時間～3時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

一流芸人から学ぶ！ 「なんでやねん力」22

バラエティー現場で活躍する一流芸人が、実際に活用
しているコミュニケーション術をご紹介します！　人を
笑顔に導く原理原則を理解し、人間関係・信頼関係を
構築する笑いを活用したコミュニケーションのマインド・
スキル・ノウハウを学び、あらゆるビジネスシーンや人生
のシーンでご活用していただけること間違いなしです！

楽しく学べる！
日本初の漫才式セミナーで、緊張と緩和の空間
のもと“楽しく学ぶ”ことができます。

芸人の一流のコミュニケーション術
“人を喜ばせる・輝かせるコミュニケーション”を
学び、仕事につながるスキルを得られます。

自分や周囲の新しい一面を知れる
笑いの実践をしてもらうことで、自己開示、自己
肯定、自己信頼につながる機会を創出できます。

何人でも受講可能です

1.5時間～2時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

残業時間が増える、持ち帰って
カバーするなど「働き方改革」
に逆行する事態を回避するに
は、文書作成にかかる時間を短
縮することが必要です。このセミ
ナーでは時間がかかる原因に
なっている「３つの迷い」の解消
を通じて、よりテキパキと文書作
成を進めるコツをお伝えします。

25

1

2

3

セミナーのポイント

「第一印象は6秒で決まり、一
生を通してあまり変わることが
ない」と言われます。あなたの
好感度をアップして、仕事も人
間関係もうまくいく「笑顔の作り
方」や、心に響く「声の出し方」、
セルフイメージを向上し信頼関
係も作る「笑顔のほめワーク」
など、実践中心でお伝えします。

笑顔とプラス思考が第一印象をアップする！
伝わる・惹きつける話し方

３つの迷いを解消！
文章を速く書く実践講座

クリティカルシンキング入門 24

実施人数

時　　間

特記事項

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

知らなかった自分発見！
～インプロで学ぶコミュニケーション術（寸劇）～
仕事や人間関係に役立つアサーション

スピーチの力～心を揺さぶる、あなただけのストーリー～

発想力トレーニング

論理的会話力養成

誰と会っても困らない雑談力

プレゼンテーション資料作成講座

ユニオンコーチング

お客さまの怒りを笑顔に変える！ クレーム対応講座

今さら聞けないビジネスマナー

明るく元気な自分をめざす
脳科学や心理学メソッドを使い、セルフイメージを向上し
自信をつけ、メンタル面からポジティブに元気になれます。
モチベーションアップにつながる
腹式呼吸や発声でストレス解消、モチベーションが上がり
ます。
ワークの多い楽しいセミナー
ストレスを解消しモチベーションがアップ、笑顔あふれる
あっという間のとても楽しいセミナーです。

専用シートで「書く呼吸」をつかめる
相手のリクエストに先回りする考え方が身につくシートを活用。思い込みや
ムダを省き、「相手が求める内容」に絞って書く呼吸をつかみます。
プロから学ぶ
現役編集者が、だれでも的確に推敲できるようになる見
るべきポイントを伝授します。
究極のスピードアップ法を知る
究極の高速化～「言葉が泉のように湧いてくる状態」をつく
る確実な方法をご紹介します。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

NEW!

1

2

3

すぐに使えるようになる
今日の会議からすぐに使用できる実践的なス
キルを学べます。

目的別のスキルを学べる
議論の目的に合わせたさまざまなフレームをお
伝えするので活用しやすいです。

誰でもできるようになる
教育現場で活用され、小学生から実践できるシン
プルな会議技法です。

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。

組合員向けセミナーパンフ_X4.indd   12 18/11/30   11:50



テーマ 3 テーマ4 テーマ5テーマ1 テーマ 2 テーマ 3 テーマ4 テーマ5テーマ1 テーマ 2

1211

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

「認知心理学」が基礎
人の心の働きを科学的に分析する「認知心理学」の理論
をベースに、クリティカルシンキングを体系的に習得します。
普段の自分を見つめなおすきっかけに
自分のものの考え方の中に、無意識の歪みや不適切な
思い込みがないかを自省的に考える機会になります。
日常生活にも応用できる学び
業務に役立つ情報分析能力だけでなく、日常生活の中で
「だまされない」思考力を養うこともめざします。

1

2

3

セミナーのポイント

多様な情報に惑わされること
なく、ものごとを多面的にとら
えて、本質を見抜くための思
考がクリティカルシンキングで
す。これによって、先入観や直
感の誤りを修正して、目的達
成のために的確な判断や意
志決定を行うことができるよう
になります。

23ホワイトボード・ミーティング®for union21

ビジネススキル  ～仕事に活かせる～テーマ5

ミーティングでは参加者が共通認識をもちながら、
参画していくことが大切です。ホワイトボード・ミー
ティング®は、進行役が参加者の意見を見える化・具
体化し議論を進める会議技法です。この技法を身に
付けると「一方通行のつまらない会議」が「参加者
全員で考える納得度の高い結論が出る会議」に変
わります。

～30人前後をおすすめしています

2時間～3時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

一流芸人から学ぶ！ 「なんでやねん力」22

バラエティー現場で活躍する一流芸人が、実際に活用
しているコミュニケーション術をご紹介します！　人を
笑顔に導く原理原則を理解し、人間関係・信頼関係を
構築する笑いを活用したコミュニケーションのマインド・
スキル・ノウハウを学び、あらゆるビジネスシーンや人生
のシーンでご活用していただけること間違いなしです！

楽しく学べる！
日本初の漫才式セミナーで、緊張と緩和の空間
のもと“楽しく学ぶ”ことができます。

芸人の一流のコミュニケーション術
“人を喜ばせる・輝かせるコミュニケーション”を
学び、仕事につながるスキルを得られます。

自分や周囲の新しい一面を知れる
笑いの実践をしてもらうことで、自己開示、自己
肯定、自己信頼につながる機会を創出できます。

何人でも受講可能です

1.5時間～2時間

材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

1

2

3

セミナーのポイント

残業時間が増える、持ち帰って
カバーするなど「働き方改革」
に逆行する事態を回避するに
は、文書作成にかかる時間を短
縮することが必要です。このセミ
ナーでは時間がかかる原因に
なっている「３つの迷い」の解消
を通じて、よりテキパキと文書作
成を進めるコツをお伝えします。

25

1

2

3

セミナーのポイント

「第一印象は6秒で決まり、一
生を通してあまり変わることが
ない」と言われます。あなたの
好感度をアップして、仕事も人
間関係もうまくいく「笑顔の作り
方」や、心に響く「声の出し方」、
セルフイメージを向上し信頼関
係も作る「笑顔のほめワーク」
など、実践中心でお伝えします。

笑顔とプラス思考が第一印象をアップする！
伝わる・惹きつける話し方

３つの迷いを解消！
文章を速く書く実践講座

クリティカルシンキング入門 24

実施人数

時　　間

特記事項

何人でも受講可能です
2時間
材料費：必要ありません
アシスタント：必要ありません

実施人数

時　　間

特記事項

詳細は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

知らなかった自分発見！
～インプロで学ぶコミュニケーション術（寸劇）～
仕事や人間関係に役立つアサーション

スピーチの力～心を揺さぶる、あなただけのストーリー～

発想力トレーニング

論理的会話力養成

誰と会っても困らない雑談力

プレゼンテーション資料作成講座

ユニオンコーチング

お客さまの怒りを笑顔に変える！ クレーム対応講座

今さら聞けないビジネスマナー

明るく元気な自分をめざす
脳科学や心理学メソッドを使い、セルフイメージを向上し
自信をつけ、メンタル面からポジティブに元気になれます。
モチベーションアップにつながる
腹式呼吸や発声でストレス解消、モチベーションが上がり
ます。
ワークの多い楽しいセミナー
ストレスを解消しモチベーションがアップ、笑顔あふれる
あっという間のとても楽しいセミナーです。

専用シートで「書く呼吸」をつかめる
相手のリクエストに先回りする考え方が身につくシートを活用。思い込みや
ムダを省き、「相手が求める内容」に絞って書く呼吸をつかみます。
プロから学ぶ
現役編集者が、だれでも的確に推敲できるようになる見
るべきポイントを伝授します。
究極のスピードアップ法を知る
究極の高速化～「言葉が泉のように湧いてくる状態」をつく
る確実な方法をご紹介します。

セミナーのポイント

セミナーのポイント

NEW!

1

2

3

すぐに使えるようになる
今日の会議からすぐに使用できる実践的なス
キルを学べます。

目的別のスキルを学べる
議論の目的に合わせたさまざまなフレームをお
伝えするので活用しやすいです。

誰でもできるようになる
教育現場で活用され、小学生から実践できるシン
プルな会議技法です。

下記のセミナー内容は、
弊社ホームページより
ご確認ください。
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j.unionがおすすめするセミナー、それが『BEST主義のリーダーシップ
開発』シリーズです。
セミナー内容は組合役員の人材育成を図る内容が中心です。新任
役員に対して組合活動の動機づけから、中央執行委員、三役クラス
の方に対して今後の活動方針を立てる上で役立つ内容まで、各役員
の階層やレベルに応じたセミナー
をご用意しています。

人材育成・経営へのカウンターパートナー・職場の生産性向上・メンタル
ヘルス面などの視点から、労働組合の活動が企業の存続・発展になく
てはならないものであることを学びます。組合活動の意義と機能を正しく
理解し、組合役員として組合活動のモチベーション向上を図ります。
すべてのセミナーの基本となる考え方をお伝えします。

労働組合の意義と機能

j.unionの担当者による、ヒアリングとニーズに合わせたご提案

セミナー内容の決定

実施に向けた
各種スケジュール
確認と仮決定

セミナー確定＆
ご契約

当日の
詳細についての
お打ち合わせ

開催のご準備

セミナー開催当日

1

組合員の組合離れ（関心ない、興味ない）はどうして生じるのか、また、
それに対してどのように対処していけばよいのかを学びます。組合員の
目と心を組合活動に引き付けるための活動の在り方（商品開発・販売
促進）はどのように展開していけばよいか、マーケティングの視点から
その手法を解説します。

21世紀型労働組合の経営戦略2

組合員が組合活動を評価し満足度を高めるためには、組合役員がど
のような時、どのような立場で、どのように発言・行動すればよいか、マ
ネジメントの手法から解き明かします。職場運営の過程で発生する日
常的な労使間のトラブルに、組合役員としてどのように対処すればよ
いか、事例研究を通じて解説します。

発言力を強められる組合役員の立場と役割3

日常の職場の中で組合活動を進めるにあたって、組合役員に求めら
れる活動管理の手法を学びます。活動目標の設定、手段・方法の検討、
実践スケジュールの立案、実践、結果の総括─という組合活動マネ
ジメントの基本をあらためて学習します。

組合役員としての目標達成と活動管理の基本4

日常の職場の中で組合役員としてリーダーシップを発揮していくに
あたり、どのような点に注意して、どのように発言・行動すればよいか、
30の事例を通して学びます。全員が考え、一人一人の意見を発表
して、グループ見解をまとめるワーク形式で、楽しくリーダーシップを
学べます。

組合役員としてのリーダーシップ開発5

労使関係は力関係ではありません。労使交渉・協議によって相手から
成果を得るには、相手との関係をWin－Winに持っていく交渉術が
求められます。本セミナーは、労使関係を顧客関係ととらえて、相手の
満足を通して自分たちの利益に結びつける交渉術の全テクニックを
体系的に解説します。

労使交渉・協議の進め方7

組合活動を進めていくにあたって、組合役員に一番求められる能力
はコミュニケーション能力です。本セミナーは､どのように組合員と
コミュニケーションをとれば、相手の理解や満足を得られるのか、また、
そのコミュニケーションによって問題の解決に至るのか、役員必須の
テクニックを実践的に学びます。

コミュニケーション力開発6

組合活動を通じた役員の育成と、後継者の育成方法について学び
ます。組合役員は組合員を対象にした研修の企画や、時には自ら講師役
を担うことが求められます。その場合何を準備して、どのように講義
すればよいのか人前で話をするときの手法を学べます。

部下の育成と教育・研修方法8

職場討議・集会は組合活動の中で、最もベーシックで数多く求められる活動です。
しかし、多くの役員は、手法等の事前のレクチャーがほとんどされず、いきなり現場に
放り込まれます。そのため、職場討議・集会のデビューに失敗し、それがトラウマと
なってしまう組合役員が多々見受けられます。組合員からのどんな発言にも動じる
ことなく、自信をもって司会進行役が担えるように、必要な全テクニックを解説します。

職場討議・集会の進め方9

今日の人と組織に求められるリーダーシップ、それは、あらゆる職場・人間関係の
中で発生する問題・課題の解決です。成果をあげる人と組織（勝ち組）の行動特性
（コア・コンピテンシー）とはなんなのか、成果をあげられない人と組織（負け組）
との違いを通して、わかりやすく解説します。この問題解決型のリーダーシップは
労使双方に求められ、本セミナーは労使双方に大変好評です。

組合による会社風土改革と問題解決力の開発10

多くの企業で成果主義がうまくいかないのは何故なのか、どうすればうまく機能させる
ことができるのか、明確にします。また、成果主義の根幹として導入されている目標管
理と人事考課制度をどのようにとらえ、どのように逆活用していくかを組合員の立場に
立って具体的に指し示します。本セミナーは、世界で最初に「被考課者訓練」の必要性
を説き、それを解説するもので、テキストはすでに20万部を超えて読まれています。

「目標管理・人事考課」傾向と対策11

雇用と賃金を守るためにも、今日の労働組合に必須となっている活動、それ
が経営対策活動です。しかし、その活動は組合員にはわかりづらく、理解を得
にくいものとなっています。本セミナーでは、21世紀型の組合活動としての経
営対策活動をどのように体系化し、全組合員および全組合役員が、それぞれ
の持ち場で、日常的にどのように取り組めばよいのかを具体的に解説します。

これからの労働組合の経営対策活動12

気になっていたのですが、「難しそう」「面倒」と思い、手を
出せずにおりました。今回のセミナーで、「とてもカンタン
で誰でもできる」ものだと良くわかりました。こういった
生活で得する情報等セミナーでやっていただけると
ありがたいです。また、お昼休みの開催ということで、時短
勤務の方々の出席者も多く、ご配慮を感じました。

ふるさと納税セミナー

思い込みや先入観にとらわれず、考え方を変える
ことで自分自身がいつでも変わることができると
感じました。

自分の限界を打ち破るメンタル力セミナー

メンバーに興味を持ち、名前など身近
に感じられる言葉を使っていきたい。

「承認力」強化セミナー

会社、家庭、地域のすべての社会において、
人に接するスタンスを変えていきたい。

女性活躍推進セミナー

今回のセミナーを受講してモチベーション
が上がるとともに、今後の業務や組合活
動に活かしていけると感じました。

ユニオンリスナー養成講座

質問の技を活用し、参加者と共有することが大切だと
わかった。その他の内容も具体的に意識・活用できるも
のも多かった。

このほかたくさんの
ご好評の声を

いただいております！

ホワイトボード・ミーティング®セミナー

大変好評でした。今回はパートさんの参加が多
かったのですが、みなさん真剣に受講されていて、
また受講後も「とても参考になった」「その場で
すぐに実践できたのでよかった」「自分流でやっ
ていたがプロの指導でとても参考になった」との
声が聴かれ、事務局としてもとてもよかったです。

メイクアップセミナーご利用
いただいた
お客さまの声

ヘルスケア

ヘルスケア

風土改革 風土改革

ビジネスス
キル

セミナー実施までの流れ

■セミナー実施が確定しましたら、以下の契約手続きをいたします。
①弊社担当者より、セミナーのご契約書である「講演・研修確認書」をお送りいたします。 
　内容をご確認いただき、各項目（日時や場所等、開催に関する詳細事項）に記入およびご捺印の上、
弊社担当者まで送付をお願いいたします。

※遅くとも開催1カ月前までにご記入と送付をお願いいたします。
※「講演・研修確認書」受領後は「開催確定」とし、「確定案件」として講師のスケジュールを確定いたします。

②講演実施にあたり必要となる備品のご案内（「講演・研修実施に際してのお願い」）もいたします。

■当日の参加者人数や講師との待ち合わせ場所など、詳細についてご連絡ください。
※材料が必要になるものについては、材料手配の関係上、開催10日前までに、人数の確定をよろしくお願いいたします。
※なお、材料のお届けは、ご指定場所（特に指定がない場合は会場）へ開催日の前 日々までに講師から直接ご郵送いたします。

■弊社担当者より、担当講師のレジュメや資料（講師による）をお届けします。お手数ですが必要部数
のコピーをよろしくお願いいたします。
※原則1週間前までにお手元へお届けいたします。

■セミナー開催前日までに、以下のご準備とご確認をお願いいたします。
①レジュメ等資料の人数分コピー　②備品のご準備
③その他（会場のレイアウト確認および設営など）
※セミナーにより変動いたします。ご不明点やご心配なことなど、なんでもお気軽に弊社担当者までお声がけください。

■原則、講師は開始30分前に会場入りをいたします。

ご請求書発行と
お支払い ■セミナー終了後ご請求書をご郵送いたします。

■以下の内容の仮決定をお願いいたします。
　①日時　②開催場所　③セミナー内容　④担当講師
※この時点で講師の仮押さえをいたします。

ライフプラ
ン

カルチャー

1

2

3

4

5

6

7

8

労働組合役員向けセミナー

日常の職場をより良くするためにはどのようにしたらいいのか、組合役
員としての立場と役割を学んでいきます。｢労働組合｣の意義や具体的
な活動内容を再認識し、組合の実際的な機能・役割に対する理解を深
めます。新任組合役員や２期目～３期目の｢改選組｣、｢支部役員｣にも
役立つセミナープログラムです。

職場での組合活動の進め方特別講座

まずは
基本のセミナーを
おすすめします

（表 3）（本文ここまで）
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j.unionがおすすめするセミナー、それが『BEST主義のリーダーシップ
開発』シリーズです。
セミナー内容は組合役員の人材育成を図る内容が中心です。新任
役員に対して組合活動の動機づけから、中央執行委員、三役クラス
の方に対して今後の活動方針を立てる上で役立つ内容まで、各役員
の階層やレベルに応じたセミナー
をご用意しています。

人材育成・経営へのカウンターパートナー・職場の生産性向上・メンタル
ヘルス面などの視点から、労働組合の活動が企業の存続・発展になく
てはならないものであることを学びます。組合活動の意義と機能を正しく
理解し、組合役員として組合活動のモチベーション向上を図ります。
すべてのセミナーの基本となる考え方をお伝えします。

労働組合の意義と機能

j.unionの担当者による、ヒアリングとニーズに合わせたご提案

セミナー内容の決定

実施に向けた
各種スケジュール
確認と仮決定

セミナー確定＆
ご契約

当日の
詳細についての
お打ち合わせ

開催のご準備

セミナー開催当日

1

組合員の組合離れ（関心ない、興味ない）はどうして生じるのか、また、
それに対してどのように対処していけばよいのかを学びます。組合員の
目と心を組合活動に引き付けるための活動の在り方（商品開発・販売
促進）はどのように展開していけばよいか、マーケティングの視点から
その手法を解説します。

21世紀型労働組合の経営戦略2

組合員が組合活動を評価し満足度を高めるためには、組合役員がど
のような時、どのような立場で、どのように発言・行動すればよいか、マ
ネジメントの手法から解き明かします。職場運営の過程で発生する日
常的な労使間のトラブルに、組合役員としてどのように対処すればよ
いか、事例研究を通じて解説します。

発言力を強められる組合役員の立場と役割3

日常の職場の中で組合活動を進めるにあたって、組合役員に求めら
れる活動管理の手法を学びます。活動目標の設定、手段・方法の検討、
実践スケジュールの立案、実践、結果の総括─という組合活動マネ
ジメントの基本をあらためて学習します。

組合役員としての目標達成と活動管理の基本4

日常の職場の中で組合役員としてリーダーシップを発揮していくに
あたり、どのような点に注意して、どのように発言・行動すればよいか、
30の事例を通して学びます。全員が考え、一人一人の意見を発表
して、グループ見解をまとめるワーク形式で、楽しくリーダーシップを
学べます。

組合役員としてのリーダーシップ開発5

労使関係は力関係ではありません。労使交渉・協議によって相手から
成果を得るには、相手との関係をWin－Winに持っていく交渉術が
求められます。本セミナーは、労使関係を顧客関係ととらえて、相手の
満足を通して自分たちの利益に結びつける交渉術の全テクニックを
体系的に解説します。

労使交渉・協議の進め方7

組合活動を進めていくにあたって、組合役員に一番求められる能力
はコミュニケーション能力です。本セミナーは､どのように組合員と
コミュニケーションをとれば、相手の理解や満足を得られるのか、また、
そのコミュニケーションによって問題の解決に至るのか、役員必須の
テクニックを実践的に学びます。

コミュニケーション力開発6

組合活動を通じた役員の育成と、後継者の育成方法について学び
ます。組合役員は組合員を対象にした研修の企画や、時には自ら講師役
を担うことが求められます。その場合何を準備して、どのように講義
すればよいのか人前で話をするときの手法を学べます。

部下の育成と教育・研修方法8

職場討議・集会は組合活動の中で、最もベーシックで数多く求められる活動です。
しかし、多くの役員は、手法等の事前のレクチャーがほとんどされず、いきなり現場に
放り込まれます。そのため、職場討議・集会のデビューに失敗し、それがトラウマと
なってしまう組合役員が多々見受けられます。組合員からのどんな発言にも動じる
ことなく、自信をもって司会進行役が担えるように、必要な全テクニックを解説します。

職場討議・集会の進め方9

今日の人と組織に求められるリーダーシップ、それは、あらゆる職場・人間関係の
中で発生する問題・課題の解決です。成果をあげる人と組織（勝ち組）の行動特性
（コア・コンピテンシー）とはなんなのか、成果をあげられない人と組織（負け組）
との違いを通して、わかりやすく解説します。この問題解決型のリーダーシップは
労使双方に求められ、本セミナーは労使双方に大変好評です。

組合による会社風土改革と問題解決力の開発10

多くの企業で成果主義がうまくいかないのは何故なのか、どうすればうまく機能させる
ことができるのか、明確にします。また、成果主義の根幹として導入されている目標管
理と人事考課制度をどのようにとらえ、どのように逆活用していくかを組合員の立場に
立って具体的に指し示します。本セミナーは、世界で最初に「被考課者訓練」の必要性
を説き、それを解説するもので、テキストはすでに20万部を超えて読まれています。

「目標管理・人事考課」傾向と対策11

雇用と賃金を守るためにも、今日の労働組合に必須となっている活動、それ
が経営対策活動です。しかし、その活動は組合員にはわかりづらく、理解を得
にくいものとなっています。本セミナーでは、21世紀型の組合活動としての経
営対策活動をどのように体系化し、全組合員および全組合役員が、それぞれ
の持ち場で、日常的にどのように取り組めばよいのかを具体的に解説します。

これからの労働組合の経営対策活動12

気になっていたのですが、「難しそう」「面倒」と思い、手を
出せずにおりました。今回のセミナーで、「とてもカンタン
で誰でもできる」ものだと良くわかりました。こういった
生活で得する情報等セミナーでやっていただけると
ありがたいです。また、お昼休みの開催ということで、時短
勤務の方々の出席者も多く、ご配慮を感じました。

ふるさと納税セミナー

思い込みや先入観にとらわれず、考え方を変える
ことで自分自身がいつでも変わることができると
感じました。

自分の限界を打ち破るメンタル力セミナー

メンバーに興味を持ち、名前など身近
に感じられる言葉を使っていきたい。

「承認力」強化セミナー

会社、家庭、地域のすべての社会において、
人に接するスタンスを変えていきたい。

女性活躍推進セミナー

今回のセミナーを受講してモチベーション
が上がるとともに、今後の業務や組合活
動に活かしていけると感じました。

ユニオンリスナー養成講座

質問の技を活用し、参加者と共有することが大切だと
わかった。その他の内容も具体的に意識・活用できるも
のも多かった。

このほかたくさんの
ご好評の声を

いただいております！

ホワイトボード・ミーティング®セミナー

大変好評でした。今回はパートさんの参加が多
かったのですが、みなさん真剣に受講されていて、
また受講後も「とても参考になった」「その場で
すぐに実践できたのでよかった」「自分流でやっ
ていたがプロの指導でとても参考になった」との
声が聴かれ、事務局としてもとてもよかったです。

メイクアップセミナーご利用
いただいた
お客さまの声

ヘルスケア

ヘルスケア

風土改革 風土改革

ビジネスス
キル

セミナー実施までの流れ

■セミナー実施が確定しましたら、以下の契約手続きをいたします。
①弊社担当者より、セミナーのご契約書である「講演・研修確認書」をお送りいたします。 
　内容をご確認いただき、各項目（日時や場所等、開催に関する詳細事項）に記入およびご捺印の上、
弊社担当者まで送付をお願いいたします。

※遅くとも開催1カ月前までにご記入と送付をお願いいたします。
※「講演・研修確認書」受領後は「開催確定」とし、「確定案件」として講師のスケジュールを確定いたします。

②講演実施にあたり必要となる備品のご案内（「講演・研修実施に際してのお願い」）もいたします。

■当日の参加者人数や講師との待ち合わせ場所など、詳細についてご連絡ください。
※材料が必要になるものについては、材料手配の関係上、開催10日前までに、人数の確定をよろしくお願いいたします。
※なお、材料のお届けは、ご指定場所（特に指定がない場合は会場）へ開催日の前 日々までに講師から直接ご郵送いたします。

■弊社担当者より、担当講師のレジュメや資料（講師による）をお届けします。お手数ですが必要部数
のコピーをよろしくお願いいたします。
※原則1週間前までにお手元へお届けいたします。

■セミナー開催前日までに、以下のご準備とご確認をお願いいたします。
①レジュメ等資料の人数分コピー　②備品のご準備
③その他（会場のレイアウト確認および設営など）
※セミナーにより変動いたします。ご不明点やご心配なことなど、なんでもお気軽に弊社担当者までお声がけください。

■原則、講師は開始30分前に会場入りをいたします。

ご請求書発行と
お支払い ■セミナー終了後ご請求書をご郵送いたします。

■以下の内容の仮決定をお願いいたします。
　①日時　②開催場所　③セミナー内容　④担当講師
※この時点で講師の仮押さえをいたします。

ライフプラ
ン

カルチャー

1

2

3

4

5

6

7

8

労働組合役員向けセミナー

日常の職場をより良くするためにはどのようにしたらいいのか、組合役
員としての立場と役割を学んでいきます。｢労働組合｣の意義や具体的
な活動内容を再認識し、組合の実際的な機能・役割に対する理解を深
めます。新任組合役員や２期目～３期目の｢改選組｣、｢支部役員｣にも
役立つセミナープログラムです。

職場での組合活動の進め方特別講座

まずは
基本のセミナーを
おすすめします

（表 3）（本文ここまで）
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10

ホワイトボード・ミーティング®for union
一流芸人から学ぶ！ 「なんでやねん力」

クリティカルシンキング入門
笑顔とプラス思考が第一印象をアップする！ 伝わる・惹きつける話し方
３つの迷いを解消！ 文章を速く書く実践講座

話題のふるさと納税を活用！ 働く人のおトクなマネープラン
ライフデザイン疑似体験ゲーム「HAPPY CHOICE」

女性の生活設計と輝く人生の送り方～自律的に働こう、生きていこう～

人生100年時代 定年を楽園にするための仕事とお金の話
節税しながらおトクに運用！ 働く人のＮＩＳＡ活用講座

イメージアップのためのカラーセミナー
使える！ グラスを回す前に知るべきワインの知識
親子で作る 消しゴムはんこ教室
お客さまの心をつかむ！ 今日からつかえる筆文字“ココロ文字”

似合うファッションスタイルがわかる骨格タイプ診断

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

□
□
□
□
□

21
22
23
24
25

メンタルヘルス研修 ～セルフケアとストレスチェックの活用方法～

自分の限界を打ち破るメンタル力
一日の疲れとさよなら！ ～リンパマッサージ～

ユニオンリスナー養成講座 ～リスニング実践による情緒支援ネットワークの構築～

健診と検診 ～受けて終わりと思っていませんか？～

「目標管理・人事考課」傾向と対策～理論編～

チームビルディング ～仲間との信頼関係が組織の本当の強さにつながる～

職場を元気にし、組合の組織強化にもなる ～「承認力」強化セミナー～

働きながら介護を続ける３つのコツ
ビジネスや日常生活で役立つ ～人間の深層心理の見抜き方～

お問い合わせ用紙

セミナー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セミナー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

ご希望に合わせたセミナーをご紹介します　※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 □ 40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●セミナー参加人数

□ 20万円 □ 25万円 □ 30万円 □ 決まっていない●講師費ご予算

□ ライフプラン～将来の安心に備える～ □ カルチャー～余暇を楽しもう～ □ ヘルスケア～日 の々疲れを癒やしてココロも身体も健康に～

□ 風土改革～働きやすい職場づくり～ □ ビジネススキル～仕事に活かせる～
□ 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（人材開発グループ）

（表 4）

組合員向けセミナーパンフ_X4.indd   16 18/11/30   11:50


