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日程 実施内容 

平成27年3月26日 
  4月7日・8日・10日 

新入社員セミナー   
講 師：キャリアトーク代表 志伯 暁子氏 

平成27年4月18日 中期5ヶ年計画立案教室 将軍の日  
平成27年4月21日 （株）タナベ経営主催「人事制度改革ノウハウ講座」への協賛 
平成27年5月25日 （株）タナベ経営主催「収益構造改革ノウハウ講座」への協賛 
平成27年5月27日 第1回社長のセミナー  

演 題：地方発！『ヒット商品』の作り方 
講 師：商品ジャーナリスト 北村 森氏 

平成27年6月11日 （株）タナベ経営主催「決算書の見方・読み方ノウハウ講座」への協賛 
平成27年6月11日 パソコンセミナー「初心者のためのFacebook講座」 

講 師：ＮＡＶiＳ（（株）仙台ソフトウエアセンター）講師 
平成27年6月15日 （株）タナベ経営主催「教育体系づくりノウハウ公開講座」への協賛 
平成27年6月25日 第２回社長のセミナー 

演 題：銀座のママに学ぶ経営力・人間力 
講 師：㈱白坂企画 代表 白坂 亜紀氏 

平成27年7月13日・14日 地区別セミナー 
「ＩＳＯ規格改訂・対応セミナー」 
第１部 「ＩＳＯ規格改訂のポイント」 
講 師：インターテック・サーティフィケーション㈱ 白川 佳典氏 
第２部 「ＩＳＯ規格改訂に向けたコンサルタント業務」 
講 師：㈱エフアンドエム チーフコンサルタント 奥村 芳弘氏 

平成27年7月29日 第３回社長のセミナー 
演 題：アベノミクスで日本復活はなるか！ 
講 師：政治ジャーナリスト 末延 吉正氏 

平成27年8月4日 中堅社員向け「女性社員を活かすチームの作り方」セミナー 
平成27年8月25日 （株）タナベ経営主催「営業部門強化ノウハウ講座」への協賛 
平成27年8月31日 （株）タナベ経営主催「評価制度構築セレクト講座」への協賛 
平成27年9月2日 マイナンバー実務対策セミナー 
平成27年9月7日 （株）タナベ経営主催「業績向上のマネジメントノウハウ講座」への協賛 
平成27年9月10日 営業社員向け「心理学テクニックの秘話大公開」セミナー 
平成27年9月19日 中期5ヶ年計画立案教室 将軍の日  
平成27年9月28日 （株）タナベ経営主催「賃金制度構築セレクト講座」への協賛 
平成27年10月6日 （株）タナベ経営主催「第三者継承時代におけるホールディングス経営ノウハウ講座」への

協賛 

平成27年11月4日 ストレスゼロの「クレーム対応」講座 
平成27年12月10日 女性限定「働き女子充実講座」 
平成28年2月23日 第18回 ＳＢＣ講演会・交流会 

演 題：｢地球環境を救う新しいライフスタイルへ ｣ 

講 師： 淑徳大学教授・工学博士 北野 大 氏 

平成27年度に実施した企画についてご紹介いたします。 

 平素より会員さまには仙台銀行ビジネスクラブをお引き立ていただき、誠にありがとうございます。 

 ＳＢＣにて主催し、平成27年度に行われたセミナー・イベントをご紹介いたします。 

 これからも様々なセミナーを通じ、会員企業さまのお役に立てますよう努めてまいります。  

 新たなイベントも企画中ですので、ご期待下さい！ 

『SeeDs』とは・・・ 

『SeeDs』は「会員さま・仙台銀行・ＳＢＣ事務局の情報の共有化を図り、そのつながりを強めること」をコンセプトに、  

制作・発刊しています。情報交換・ビジネス発展のツールとしてご覧頂ければ幸いです。 

仙台銀行ビジネスクラブ  
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＜経営者向けセミナー＞ 

仙台銀行ビジネスクラブ  

第3回社長のセミナー 

 日 時：平成27年5月27日（水） 参加39名（31社） 

 演 題：「地方発！ヒット商品の作り方」 

 講 師：商品ジャーナリスト 元日経トレンディ編集長 北村 森 氏 

 ヒット商品作りについて、消費者は、自分にとって本当に必要で良い商品であれば購入

し、『得するものを買った』と人に自慢したい。そのような他にはない商品が必要である。 

中小企業が大手企業と同じ土俵で勝ち抜く為には何が必要か？「消費者をびっくりさせる

商品作り」が大切であると講義いただきました。 

日 時：平成27年6月25日（木） 参加96名（71社） 

演 題：「銀座のママに学ぶ経営力・人間力」 

講 師：銀座「クラブ稲葉」ママ （株）白坂企画代表 白坂 亜紀 氏 

 『一流の人』は、「相手によって態度を変えず、偉い人に媚びることなく、下の人を見

下すことをしない。相手が取引先でも、部下やホステスでもどんな人にもフラットでスマー

トに対応できる人」である。『出世する人』は、どんな人にも常に気配りを忘れない本物

の「おもてなし力」を持ち、「粋」で「男気」「人間力」のある人であると話されていました。 

第2回社長のセミナー 

日 時：平成27年7月29日（水） 参加42名（38社） 

演 題：「アベノミクスで日本復活はなるか！」 

講 師：政治ジャーナリスト 末延 吉正 氏 

 金融・財政、成長戦略というアベノミクスの「３本の矢」のうち、２つ目まではうまくいって

いる。問題は成長戦略である。新聞、テレビ等のメディアによる報道内容がすべてではな

い。自分自身で正しいことを見極めて判断しなくてはならない。第3次安倍政権の安保・

経済政策を徹底分析した興味溢れる内容のセミナーでした。 

中期5ヶ年計画立案教室「将軍の日」 

日 時：平成27年4月・9月 参加 3社 

講 師：千葉経営企画（株） 代表取締役 千葉 和彦 氏 

 

 職場を離れ、落ち着いた環境の下で、自社の現状を集中的に見つめ直し、5年後の将来像を見据えた事業計画書を作成していくことが本研修の目的です。 

本研修は、千葉和彦社長による「経営理念」、「経営計画の進め方」に関する講義に始まり、その後、専門スタッフが同席し、個別に相談しながら、実際に売上

や経費の推移を考え、設備投資の予定や借入金の返済計画を含めた事業計画を作成するというところまで進められます。 

特に、本研修では、専門スタッフによる指導や客観的な意見等を得ることができるとともに、自社の決算書に基づく具体的な事業計画書の検討を重ねられる内

容となっています。経営上の課題を再認識することができ、課題に対する解決策を講じる絶好の機会になるといえます。 

≪テーマ≫ 

「人事制度改革ノウハウ講座」 

「収益構造改革ノウハウ講座」 

「決算書の見方・読み方ノウハウ講座」 

「教育体系づくりノウハウ公開講座」 

「営業部門強化ノウハウ講座」  

｢評価制度構築セレクト講座」 

「業績向上のマネジメントノウハウ講座」  

「賃金制度構築セレクト講座」 

「第三者継承時代におけるホールディングス経営ノウハウ講座」など 

＜提携先が企画する経営者・管理者向けセミナー＞ 

㈱タナベ経営東北支社が主催し、仙台市内で開催するセミナーについてＳＢＣ

会員の皆様にご紹介し、46名の方々にご参加いただきました。 

 

第1回社長のセミナー 



3 

仙台銀行ビジネスクラブ  

 仕事と家庭の両立に役立てたい、またプライベートのバランスが保てていない、上司からの

勧めなど、さまざまな悩みを持った働く女性にご参加いただきました。ワークや話し合いにより、

「自分が今後どのように働き、具体的に何をするか」の個々の気持ちを明確にしました。 

自分のワークバランスを知ることにより、これからの生活がより充実し、さらに自分らしく働くため

の気づきを得ることができたセミナーとなりました。 

 

＜階層別セミナー＞ 

日 時：平成27年3月26日（木）4月7日（火）、8日（水）・10日（金） 参加合計151名               

講 師：キャリアトーク代表 志伯 暁子 氏  

 

 平成27年度に社会人になられた新入社員の方々を対象とした「新入社員セミナー」を開催し、合計151名（初日：

26名、2日目：48名、3日目：53名、4日目：24名）の皆さんにご参加をいただきました。講師をお務めいただいた

キャリアトーク代表の志伯先生より、「挨拶」・「名刺交換」・「敬語」・「電話応対」などの基本的なビジネスマナーや社会

人としての心得、コミュニケーションの取り方などについてご指導いただきました。ロールプレイングも多く盛り込まれており、座

学に偏ることなく、実践的・体験的に学んでいただけました。 

新入社員セミナー 

日 時：平成27年8月4日（火） 参加28名（17社） 

テーマ：女性部下を持つ管理職・リーダーの方向け「女性社員を活かすチームの作り方」 

講 師：（株）FeelWorks 代表取締役 前川 孝雄 氏 

 

【講義のポイント】 

・リーダーは、最初に傾聴の努力をすること。一日一個良いところを見つけ、感謝を伝える。 

・自分との違いを認め、他人の立場を理解し、同時に他人の立場から物事を見ることが出来る能力が必要 

・女性にはアドバイスする事より、納得を得るコミュニケーションが大切。共感して、良いところを引き出していく。 

・開口一番の否定語禁止。 

・できることから実践し、共通の目的のためにチームワークを大切にすれば非凡な成果を上げられる。 

・期待して、任せて応援。最後は責任を取る。 

女性部下を持つ管理者・リーダーの方向けセミナー 

営業社員向けセミナー 
 日 時：平成27年9月10日（木） 参加40名（28社） 

 演 題：「セールスに役立つ！心理学テクニックの秘訣大公開」 

 講 師：ファーストアドバンテージ（有）代表取締役 酒井 とし夫 氏 

 

 どんな業界でも、いろいろな商品やサービスを扱っていても、対象（相手）が『人』ということが

共通する。人は『心』で好き嫌いを感じ、『心』で興味と無関心を決め『心』で買うか買わないか

の行動に至る。ビジネス心理学をベースにしたロールプレイングを実践し、参加者全員が人の

『心』の動かし方を体感することができました。先生の魅力あふれる、笑顔の絶えないパワフルな

セミナーでした。 

女性限定セミナー 日 時：平成27年12月10日（木） 参加20名（14社） 

演 題：なりたい自分を実現するための「働き女子充実講座」～仕事編～ 

講 師：宍戸美香コーチングオフィス 代表 宍戸 美香 氏 

クレームセミナー 

日 時：平成27年11月4日（水） 参加47名（32社） 

演 題：経験ゼロでもすぐ身につくストレスゼロの『クレーム対応』講座 

講 師：ストレスマネジメント研究家、クレーム対応アドバイザー 堀北 祐司 氏 

 

 クレーム対応の基礎から、クレーム対応につきものの『ストレス』との上手な付き合い方まで、 

幅広く講義をいただきました。11年間で1万件ものクレームに対応した経験を持つ堀北氏の 

講義に参加者は熱心に耳を傾け、実際に体を動かすなど、充実した3時間となりました。 
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仙台銀行ビジネスクラブ  

地区別 ＩＳＯ対応セミナー 

日 時：平成27年6月11日（木） 参加 8名(7社） 

テーマ：「初心者のためのFacebook講座」 

講 師：ＮＡＶiＳ(（株）仙台ソフトウエアセンター）講師 

 

 今年度は「初心者のためのFacebook講座」の内容にて開催しました。 

実際にカバー写真の登録や投稿、参加者同士で友達申請を行うなど実践的な内容となっ 

ており、「いいね！」や「チャット」での会話など、初対面同士でしたがFacebookで繋 

がり、スムーズに会話がはずんでいた様子がみられました。 

 

パソコンセミナー 

日 時：平成27年7月13日（月）・7月14日（火） 仙台地区・古川地区・船岡地区                  

演 題：『ＩＳＯ規格改訂・対応セミナー』  参加 107名  
講 師：インターテック・サーティフィケーション（株）白川 佳典 氏 

     （株）エフアンドエム チーフコンサルタント 奥村 芳弘 氏 

 

 “ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）”と“ＩＳＯ１４００１（環境マネジメント

システム）”は、9月に規格改訂予定であり、現在の認証企業はその後3年間で改訂対応が必

要となります。 

このため、本セミナーでは、取引先のＩＳＯ認証企業を対象に、第1部でＩＳＯ審査機関で

ある㈱インターテック・サーティフケーション社の講師が「規格改訂のポイント等」を、第2部で仙台

銀行業務提携先の㈱エフアンドエムより「ＩＳＯ改訂のコンサルタント業務内容」の説明を行い

ました。 

マイナンバー実務対策セミナー 
日 時：平成27年9月2日（水） 参加 130名（100社） 

演 題：「ちいさく作ろう！シンプル構造の体制づくり」 

講 師：損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント（株） 主任コンサルタント 西出 三輝 氏 

 

 「これまで参加したマイナンバーセミナーは、制度概要の説明や企業サービス紹介が多く、結局

自社でどう対応したら良いのかが分からない」という声があり、その対応として企画したものです。こ

のため、本セミナーでは、“シンプル構造の体制づくり”“会社規模に関わらず対応が必要な

事項”など、中小企業向けの実務対応を中心とした内容で行いました。 
 

＜仙台銀行主催セミナー＞ 

これからもお客さまのビジネスをサポート致します。

皆さまからのご意見やご感想をお聞かせ下さい。  

お待ちしております。                   

仙台市青葉区一番町２丁目１－１ 

仙台銀行ビジネスクラブ 事務局 

電話 ０２２（２２５）８６７７ 

FAX    ０２２（２２５）４６３６ 

Email: sbc@mail.sendaibank.ｃｏ.jp 

http:/sbc.sendaibank.co.jp/ 

日 時：平成28年2月23日（火） 

【第一部】  

   テーマ：「地球環境を救う新しいライフスタイルへ」            

   講 師： 淑徳大学教授・工学博士 北野 大 氏 
 

 

【第二部】 

   魅知国（みちのく）仙台寄席 

       「なまって笑ってコミュニケーション」 

         落語家 六華亭遊花 

 

第18回講演会・交流会 
平成27年12月より 

会員様向けのコンテンツもインターネットセミナーやビジネスに役立つ

情報サービスなどを追加し、リニューアルオープンしました！ 


