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若手社員のためのスキルアップセミナー 

開催のご案内 
 

本会では、新入社員、入社後３年ぐらいまでの方を対象にスキルアップセミナーを開催します。昨今

の厳しい雇用情勢の中、企業の将来を担う若手社員のスキルアップは、企業の存続・成長のためには必

要不可欠です。自ら考え、行動できる自立型社会人を養成します。 

 

１．開催日時 平成３０年２月２８日（水） 

３月 １日（木） 

９時～１７時（両日とも） 

２．開催場所 富山県総合情報センター 

（富山市高田 527） 

３．内 容（カリキュラム） 

【2月 28日（水）】 

 9時～12時 「主体性を発揮する」 

       ～仕事への向き合い方、「見方」

を変える、長所を活かす～ 

13時～17時 「チームワークとコミュニケー

ション」 

      ～チームプレー、コミュニケーシ

ョン、伝える基本～ 

【3月 1日（木）】 

9時～12時 「社会の仕組みを知る」 

       ～企業の役割、仕事の意味を考

える、個人の成長と会社の関係

～ 

13時～17時 「目標の効果を学ぶ」 

       ～目標の効果、ＰＤＣＡのスキ

ル、１年後の目標を設定する～ 

講師：株式会社モビリティマネジメント 

 

   代表取締役 長谷川 泰彦 氏 

         （中小企業診断士） 

４．対 象  若手社員（新入社員、入社後３年

ぐらいまでの方） 

５．受講料  10,000円（１名につき） 

６．申込方法  

 下記より「受講申込書」をダウンロードし、

必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（０７６－４２

２－０８３５）にて２月７日（水）までにお申

込みください。（申込み受付後に、受講料の振

込先をご連絡します。） 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/vXYvo6 

７．お問合せ先 

富山県中小企業団体中央会 流通・労働支援課 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

 

◇ 組合女性部・女性経営者等セミナー開催の

ご案内 

 

 本会では、女性部活動推進事業の一環で組合

女性部・女性経営者等セミナーを開催します。 

 今回は、快適で健康的な毎日を送るために必

要な「心と体を健康にする睡眠」について、実

際に布団を敷いての実演も交えてお話しいただ
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きます。 

 組合女性部の有無に関わらず、組合の女性役

職員をはじめ、男性の参加も大歓迎いたします

ので、お気軽にご参加ください。 

 

１．開催日時  平成３０年２月２８日（水） 

        １３時３０分～１５時 

２．開催場所  富山県市町村会館 研修室 103 

       （富山市下野 995-3 無料駐車

場有） 

３．内容 「体と心を健康にする眠り方 

～良い仕事は、質の良い睡眠から～」 

講師：大郷 卓也 氏（健康睡眠アドバイザー  

寝具店「ねむり屋」店主） 

４．お申し込み・お問い合わせ先 

 下記より「受講申込書」をダウンロードいた

だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申

込みください。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/pWqpbC 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

ＦＡＸ：０７６－４２２－０８３５ 

 

◇ 平成 29 年度高度技能人材育成研修開催の

ご案内 

 

 県では、「とやまの名匠」などがものづくり

の勘・コツを直接指導する「高度技能人材育成

研修」を開催します。マニュアルにはない熟練

技能者ならではの技を少人数できめ細かく、個

人レベルに応じてご指導いただける貴重な研修

会です。ぜひご参加ください。 

 

１．実施職種  

【機械検査】定員５名・受講費用：10,000円 

日時：平成３０年３月７日（水）、３月８日（木） 

   ３月９日（金）（３日間）9時～17時 

場所：富山市職業訓練センター（富山市向新庄

町 1-14-40） 

内容：技能検定２級レベルの技能の習得 

   ・各種測定器の測定法 

   ・実技ペーパーの演習（段取り法、品質

管理） 

講師：橋本 真 氏（アイシン軽金属㈱） 

   （Ｈ26 とやまの名匠認定） 

【フライス盤】定員５名・受講費用：35,000円 

日時：平成３０年３月３日（土）、３月 10日（土） 

   ３月 17日（土）（３日間）9時～17時 

場所：富山県技術専門学院（富山市向新庄町

1-14-48） 

内容：技能検定２級レベルの課題製作技能の習   

   得 

   ・六面体加工、側面・溝加工 

   ・Ｒ加工、勾配加工 

講師：石田 俊勝 氏（ＹＫＫ㈱） 

   （Ｈ25 とやまの名匠認定） 

【普通旋盤】定員５名・受講費用：35,000円 

日時：平成３０年３月３日（土）、３月 10日（土） 

   ３月 17日（土）（３日間）9時～17時 

場所：富山県技術専門学院（富山市向新庄町

1-14-48） 

内容：技能検定２級レベルの課題製作技能の習   

   得 

   ・外径・内径加工、溝加工 

   ・ネジ切り加工、テーパー加工 

講師：高波 隆男 氏（アイシン軽金属㈱） 

   （Ｈ19 とやまの名匠認定） 

【ＴＩＧ溶接】定員５名・受講費用：50,000円 

日時：平成３０年３月３日（土）、３月 10日（土） 

元気いっぱいのファーストバンクです。 
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 
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   ３月 17日（土）（３日間）9時～17時 

場所：富山県技術専門学院（富山市向新庄町

1-14-48） 

内容：薄板（鉄・ステンレス）の溶接技術の習

得 ひずみ対策（溶接条件、溶接方法・

順序、冶具など） 

講師：下村 俊之 氏（コンチネンタル㈱） 

２．対象者  

 県内企業の在職者で、各職種の実務経験があ

り、企業が推薦する者 

３．お申し込み・お問い合わせ先 

 下記より「受講申請書」をダウンロードいた

だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申

込みください。 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1305/kj0

0018556.html 

富山県商工労働部 職業能力開発課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－３２５９ 

ＦＡＸ：０７６－４４４－４４０６ 

  

◇ 航空機産業進出セミナー開催のご案内 

 

 富山大学、富山市新産業支援センターでは、

富山県内の創業者、航空機産業を中心としたも

のづくり分野への進出を検討している企業や一

般の方、起業を目指す学生、インキュベーショ

ン施設入居者等を対象に、航空機産業進出セミ

ナーを開催します。 

 航空機産業の歴史や実情を踏まえ、同分野へ

の参入可否を検討するとともに、これから中小

企業ものづくりに求められることやその実現の

可能性を模索し、事業の方向性を導き出す場を

提供します。参加は無料です。 

 

１．開催日時 

 平成３０年２月１３日（火） 

 １８時３０分～２０時３０分 

２．開催場所 

 富山市新産業支援センター４階研修室 

（富山大学五福キャンパス工学部敷地内） 

３．内容  

・これまでの航空機産業の歴史 

・航空機分野における富山県内の実情 

・今「中小ものづくり企業」に求められるもの

とは 

・航空機分野参入への可能性とは 

・ソラトヤマの現状について 

講 師：株式会社石金精機  

代表取締役 清水 克洋 氏 

４．定 員  ４０名 

５．お申し込み・お問い合わせ先 

 富山市新産業支援センター 

ＴＥＬ：０７６－４１１－６１３１ 

ＦＡＸ：０７６－４１１－７３９７ 

http://www.toyama-sinsangyo.jp/news/2017/1

2/1212.html 

 

◇ 富山県よろず支援拠点 販路開拓セミナー

開催のご案内 

 

 富山県よろず支援拠点では、販路開拓セミナ

ーを開催します。商品やサービスのコンセプト

を明確にして、「真の強み」を見つけ出し、マ

スコミへ送るプレスリリースを自社で作成する

ことは大企業だけでなく、中小企業・小規模事

業者にも可能です。これまで 500回以上実施し

てきた講師の成功事例とプレスリリースの実践

手法を学びます。 

 

１．開催日時 

 平成３０年２月２６日（月）１３時～１６時 

２．開催場所 

  富山県総合情報センター３階大研修室 

（富山市高田 527） 

３．定員  １００名（参加無料／先着順） 

４．プログラム 

【受付開始】１２時３０分～ 

【セミナー】１３時～ 

 「マスコミからドンドン取材がくるプレスリ

リース講座」 
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 講師 ㈱ﾏｼﾞｯｸﾏｲｽﾀｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

    代表取締役 大谷 芳弘 氏 

【グループワーク】１５時～ 

１６時終了予定 

※２月２７日（火）に講師の大谷氏による個別

相談会が開催されます。５社限定で相談は無料

です。 

５．お申込み・お問合せ先 

下記より参加申込書をダウンロードいただき、

ＦＡＸまたはメールにてお申込みください。 

http://www.tonio.or.jp/semi/20180226-y/ 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０５ 

ＦＡＸ：０７６－４４４－５６４６ 

E-mail:yorozu@tonio.or.jp 

 

◇ 平成 29年度補正「地域文化資源活用空間創

出事業（商店街支援事業）」を公募していま

す 

 

 中小企業庁では、平成 29年度補正予算「地域

文化資源活用空間創出事業（商店街支援事業）」

を募集しています。当事業は、歴史的建造物群

を中心としたまちなみ整備や、文化イベントを

契機とした地域の活性化、名所・観光地・食文

化等、地域文化資源と連携した空間創出によっ

て、にぎわいを創出し、外国人観光客等を増加

させるとともに、これらと連携した商店街の活

性化を支援する事業です。 

 

 

１．補助対象事業  

（１）地域文化資源活用空間整備事業 

 我が国の文化を代表する歴史的建造物（城、

街並み、神社、寺院、庭園等）や、名所・観光

地・食文化等の地域文化資源を活用し、外国人

観光客等に地域での消費を促すための空間等整

備事業 

（２）地域文化資源活用交流促進事業 

 我が国の文化を代表する歴史的建造物（城、

街並み、神社、寺院、庭園等）や、名所・観光

地・食文化等の地域文化資源を活用し、外国人

観光客等に地域での消費を促すためのイベント

事業 

２．補助率・補助額 

（１）地域文化資源活用空間整備事業 

 1/2以内または2/3以内（上限額：7,500万円、

下限額：100万円） 

（２）地域文化資源活用交流促進事業 

 1/2以内（上限額：300万円、下限額：100万

円） 

３．補助対象事業者 

 ・商店街組織 

 ・商店街組織と民間事業者の連携体 

４．募集期間 

平成３０年１月２６日（金）～３月１日（木）

（当日消印有効） 

※募集要領は下記ＵＲＬよりご確認ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo

/2018/180126chiikibunka.htm 

５．お申込み・お問合せ先 

中部経済産業局 産業部流通・サービス産業課 

商業振興室 

 ＴＥＬ：０５２－９５１－０５９７ 
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