
新入社員向け研修のお知らせ

第１回 4月4日(火) 4月5日(水) 4月6日(木) 4月7日(金)

10:00-10:20 受 付 受 付 受 付

10:20-10:30 開講式・諸注意 諸注意 諸注意

10:30-12:30
【オープン講座①】
新社会人のための心
と身体の健康づくり

【一般教養】
コミュニケーション
スキルを高めるには

【一般教養】
電子メール達人
初めの一歩

12:30-13:15 昼 食 昼 食 昼 食

13:00-13:15 受 付 受 付 受 付 受 付

13:15-15:15
【一般教養】
全ての基本は
5Sから

【オープン講座②】
社会人の心構え・ビ

ジネスマナー
（16:15まで）

【一般教養】
働く社会人として
守るべきルール

【専門科目】
改善活動の
進め方

15:15-15:30 休憩・受付

15:30-17:30
【専門科目】
品質管理

第２回 4月12日(水) 4月13日(木) 4月14日(金)

10:00-10:20 受 付 受 付 受 付

10:20-10:30 開講式・諸注意 諸注意 諸注意

10:30-12:30
【オープン講座①】
新社会人のための心
と身体の健康づくり

【一般教養】
コミュニケーション
スキルを高めるには

【一般教養】
電子メール達人
初めの一歩

12:30-13:15 昼 食 昼 食 昼 食

13:00-13:15 受 付 受 付 受 付

13:15-15:15
【オープン講座②】
社会人の心構え・ビ

ジネスマナー
（16:15まで）

【一般教養】
働く社会人として
守るべきルール

【専門科目】
改善活動の
進め方

15:15-15:30 休憩・受付 休憩・受付

15:30-17:30
【一般教養】
全ての基本は
5Sから

【専門科目】
品質管理

佐久商工会議所主催

【会 場】 ワークテラス佐久２階カンファレンスルーム
【受 講 料】 オープン講座は会員無料。その他は１講座１名につき会員は1,000円となります。

（①～⑦の講座全て受講した場合、1名6,000円）
【講 師】 オープン講座／①㈱Dream Seed 三井 洋子 氏、②K-Style 小林 さゆり 氏

その他講座／佐久産業支援センター コーディネーター、アドバイザー
【定 員】 オープン講座は30名、その他の講座は各20名
【申込方法】 裏面の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、佐久産業支援センターあてにFAX

（54-8172）またはメール（shien@soic.or.jp）にてお送りください。
【申込期限】 ３月２４日(金)まで。但し定員に達した場合は、その時点で締め切りとなります。

※第1回と第2回
の講座内容は
同じです。

※昼食は各自で
ご用意くださ
い。

今年も新入社員向けの研修会を開催します。本研修は新社会人として必要な基礎知識を学べる
講座を用意しました。また、全講座の受講はもとより、各講座を選択して受講する事も出来ます
ので、新入社員・若手社員の研修にご活用ください。
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事業所名

連 絡 先 TEL FAX

ご担当者名
所属・役職 お名前

E-Mail

受 講 料
支払方法

□当日現金による支払い
□後日、佐久産業支援センターからの請求書により振り込み

受講申込書

受講者名２ 所属・役職

講座名 種類 第1回 第2回 受講料

新社会人のための心と身体の健康づくり オープン講座 □4月4日 □4月12日 会員無料

社会人の心構え・ビジネスマナー オープン講座 □4月5日 □4月12日 会員無料

コミュニケーションスキルを高めるには 一般教養 □4月6日 □4月13日 1,000円

働く社会人として守るべきルール 一般教養 □4月6日 □4月13日 1,000円

全ての基本は5Sから 一般教養 □4月4日 □4月13日 1,000円

電子メール達人 初めの一歩 一般教養 □4月7日 □4月14日 1,000円

改善活動の進め方 専門科目 □4月7日 □4月14日 1,000円

品質管理 専門科目 □4月7日 □4月14日 1,000円

受講者名３ 所属・役職

講座名 種類 第1回 第2回 受講料

新社会人のための心と身体の健康づくり オープン講座 □4月4日 □4月12日 会員無料

社会人の心構え・ビジネスマナー オープン講座 □4月5日 □4月12日 会員無料

コミュニケーションスキルを高めるには 一般教養 □4月6日 □4月13日 1,000円

働く社会人として守るべきルール 一般教養 □4月6日 □4月13日 1,000円

全ての基本は5Sから 一般教養 □4月4日 □4月13日 1,000円

電子メール達人 初めの一歩 一般教養 □4月7日 □4月14日 1,000円

改善活動の進め方 専門科目 □4月7日 □4月14日 1,000円

品質管理 専門科目 □4月7日 □4月14日 1,000円

〔お問合せ・お申込み先〕
（一社）佐久産業支援センター 佐久市中込2336-1 ワークテラス佐久 101

TEL0267-54-8171 FAX0267-54-8172 Mail：shien@soic.or.jp

受講者名１ 所属・役職

講座名 種類 第1回 第2回 受講料

新社会人のための心と身体の健康づくり オープン講座 □4月4日 □4月12日 会員無料

社会人の心構え・ビジネスマナー オープン講座 □4月5日 □4月12日 会員無料

コミュニケーションスキルを高めるには 一般教養 □4月6日 □4月13日 1,000円

働く社会人として守るべきルール 一般教養 □4月6日 □4月13日 1,000円

全ての基本は5Sから 一般教養 □4月4日 □4月13日 1,000円

電子メール達人 初めの一歩 一般教養 □4月7日 □4月14日 1,000円

改善活動の進め方 専門科目 □4月7日 □4月14日 1,000円

品質管理 専門科目 □4月7日 □4月14日 1,000円

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、佐久産業支援センターあてにFAX（54-8172）または
メール（shien@soic.or.jp）にてお送りください。
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