平成30年度
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活動内容

経営者向けセミナー

お知らせ版

第1回社長のセミナー

実施内容

開催日

●開催日：平成30年5月17日(木)
●演 題：「AIに負けない人づくりの極意」
～16年先を見据えた採用活動～
●講 師：株式会社アポロガス社長兼
元気エネルギー供給本部長 篠木雄司 氏

平成30年３月29日(木) 新入社員セミナー
４月6日(金)･9日(月)･10日(火) 講 師：キャリアトーク代表 志伯暁子氏
平成30年４月19日(木)･６月21日(木)
中期５ヶ年計画立案セミナー 将軍の日
７月24日(火)･９月20日(木)･10月18日(木)
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お知らせ版

平成30年５月17日(木) 第１回社長のセミナー
演 題：「AIに負けない人づくりの極意」～16年先を見据えた採用活動～
講 師：㈱アポロガス社長兼元気エネルギー供給本部長 篠木雄司 氏
平成30年６月18日(月) パソコンセミナー
テーマ：「よくわかる！Power Point2013基本講座」
講 師：富士通エフ・オー・エム㈱

仙台銀行ビジネスクラブ× あいぎんビジネスクラブ(愛知銀行)

仙台銀行ビジネスクラブ

平成30年８月2日(木) 第２回社長のセミナー
演
講

題：「取材現場から見える日本経済」
師：経済政策シンクタンク ハーベイロード・ジャパン副代表

平成30年９月12日(水) HACCP義務化対応セミナー（仙台銀行主催）
講 師：㈱エフアンドエム HACCPリードインストラクター

㈱アポロガスは、日本一のエネルギー供給企業を目指し、社員教
育・育成に力を入れており「日本でいちばん大切にしたい会社」
大賞を受賞されるなど、各方面から高い評価を受けている会社で
す。今回は篠木氏が大切にしている「人づくり」をテーマにユー
モアを交えながら温かみのある講演となりました。

SBC

平成30年７月10日(火) 愛知銀行ビジネスクラブとの交流会

経済ジャーナリスト

内田裕子 氏

仲田功一 氏

平成30年９月13日(木) フォローアップセミナー
テーマ：若手・新入社員フォローアップセミナー
講 師：㈱インソース 藤田美代子 氏

平成30年度
活動報告書

平成30年10月17日(水) 中小企業のための『働き方改革』セミナー（仙台銀行、宮城労働局主催）
師：宮城労働局/宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点/㈱エフアンドエム

営業推進本部部長

第2回社長のセミナー

【参加合計41名(35社)】

●開催日：平成30年8月2日(木)
●演 題：「取材現場から見える日本経済」
●講 師： 経済政策シンクタンク ハーベイロード・ジャパン副代表
経済ジャーナリスト 内田裕子 氏

平成30年10月3日(水) 営業力経営力アップセミナー
演 題：「顧客が増える！売れる！仕組みづくり実践講座」
講 師：㈱マーケティング･トルネード 代表取締役 佐藤昌弘 氏

講

【参加合計34名(29社)】

椎名孝典 氏

「現場に出て取材をする」ことを信条とされ、規模・業種を問わ
ない取材力と経験の高い評価を受けている内田氏の得意とする
「現場主義」の取材活動から見えてきた「日本経済の現在、そし
て今後」をテーマにお話しいただきました。

平成30年11月27日(火) 若手・次世代経営者勉強会・交流会
演

題Ⅰ：「事業構想から今日までの取組みについて」
講 師：株式会社ワイヤードビーンズ 代表取締役 三輪寛 氏
演 題Ⅱ：「創業から新たなビジネスモデルの確立について」
講 師：株式会社チャレンジドジャパン 代表取締役 白石圭太郎 氏
平成30年12月5日(水) 女性向けセミナー
テーマ：働く女性のためのコミュニケーション能力アップセミナー
講 師：Hearty りぃ～す仙台代表 若山博美 氏
平成31年 2月21日(木) 第２１回ＳＢＣ講演会・交流会
（予定） 講 師：明治大学教授 齋藤孝 氏
演 題：｢社内を活性化させるコミュニケーション力｣

中期5ヶ年計画立案教室 将軍の日

仙台銀行ビジネスクラブ事務局から
平素より仙台銀行ビジネスクラブ（SBC）をお引き立ていただき
誠にありがとうございます。本活動報告書では、平成30年度に行
われたSBC主催のセミナー、イベントなどをご紹介いたします。

●開催日：平成30年4月19日(木)、６月21日(木)、7月24日(火)
９月20日(木)、10月18日(木)
●講 師：千葉経営企画㈱ 代表取締役 千葉和彦 氏他

仙台銀行ビジネスクラブは
経営に役立つ小冊子や情報
誌を発行しています。

様々なセミナーを通じこれからも会員企業様のお役に立てますよ

当日は、経営理念や経営計画の進め方などの講義の後、自社の
決算書、総勘定元帳などをもとに5ヶ年の経営計画を策定し自
社の事業計画を検討しながら売上・経費の数値、投資計画や借
入金の返済計画などを入れ込み、最終的に5年分の経営計画書
を完成させました。

「経営者たちの至言」 「SeeDs Letter」

う努めてまいります。現在企画中の新たなイベントにもご期待く
ださい。

SeeDsとは

発行
SeeDsは｢会員様・仙台銀行・SBC事務局の情

報の共有を図り、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
ご覧いただければ幸いです。これからもお客様のビジネスをサポ
ート致します。皆様からのご意見やご感想をお聞かせください。
お待ちしております。

【参加合計3社】

仙台銀行ビジネスクラブ
仙台市青葉区一番町２丁目１-１
電話 022（225）8677
FAX 022（225）4636
Email：sbc@mail.sendaibank.co.jp
URL ：http:/sbc.sendaibank.co.jp/

平成30年12月発行
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階層別セミナー

お知らせ版

新入社員セミナー

【参加合計176名(66社)】

●開催日：平成30年3月29日(木)、4月6日(金)、9日(月)、10日(火)
●講 師：キャリアトーク代表 志伯暁子 氏
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若手次世代経営者向け勉強会・交流会など

お知らせ版

愛知銀行ビジネスクラブとの交流会

【参加合計20名(19社)】

●開催日：平成30年7月10日(火)
他地域の若手経営者などとの交流を通じた事業発展への足掛かりを目的
として、愛知銀行”あいぎんビジネスクラブ”との「若手・次世代経営
者交流会」を開催しました。ＳＢＣとしては初めての企画となり、同年
代の経営者様同士で、様々な情報交換が行われました。

参加者の新入社員の方々は、1日を通して名刺交換・挨拶・敬語・電話応対など
基本的なビジネスマナーから社会人としての心得、立ち振る舞いのポイントやコ
ミュニケーションについて、グループでの話し合いやロールプレイングなどを交
えながら実践的・体験的な講義を受けました。

若手次世代経営者勉強会・交流会
【参加合計23名(17社)】

パソコンセミナー
●開催日：平成30年6月18日(月）
●テーマ：Power Point2013基本講座
●講 師：富士通エフ・オー・エム㈱
研修では、Power Point未経験者、初心者のための概要説明から基本的なプレゼ
ンテーション、表、グラフやSmartArtグラフィックなどの作成や実践などを学
びました。普段の業務資料の作成方法からプレゼンに役立つ作成方法まで、日々
の業務に活かせる充実のセミナーとなりました。

グループディスカッションを行いながら、これまでの自分の行動を振り返り考え
方と行動のパターンを知ることによって「自分を知り」「相手の求めていること
を理解」することなどを学び、今後さらにステップアップする姿をイメージして
いただきました。

【参加合計50名(36社)】

●開催日：平成30年10月3日(水）
●演 題：「顧客を増やす！売れる！仕組みづくり講座」
●講 師：㈱マーケティング・トルネード
代表取締役 佐藤昌弘 氏
講師の豊富な経験と知識からなる営業セミナーは、売り方
のアピールの仕方やポイントなど、今後の営業活動に活か
せる内容で経営者から営業担当者まで幅広く参加いただい
たきました。

第21回ＳＢＣ講演会・交流会
●開催日：平成31年2月21日(木)予定
●演 題：「社内を活性化させるコミュニケーション力」
●講 師：明治大学教授 齋藤孝 氏

●開催日：平成30年9月13日(木）
●テーマ：若手・新入社員フォローアップセミナー
●講 師：㈱インソース 藤田美代子 氏

営業力アップセミナー

●開催日：平成30年11月27日(火)
●演題Ⅰ：「事業構想から今日までの取組みについて」
／講師：㈱ワイヤードビーンズ 代表取締役 三輪寛 氏
●演題Ⅱ：「創業から新たなビジネスモデルの確立について」
／講師：㈱チャレンジドジャパン代表取締役 白石圭太郎 氏
勉強会では、企業理念や創業者としての心構え、覚悟をお話いただいただけでなく
経営に対する強い思い、そして現場で活かせるチャンスを逃さない行動力について
お話をいただくなど大変貴重な時間となりました。勉強会の後は交流会を実施し、
若手・次世代経営者同士の繋がりを構築する場を提供となりました。

【参加合計48名(25社)】

フォローアップセミナー

【参加合計22名】

女性向けセミナー

仙台銀行・じもとグループ主催セミナー
HACCP義務化対応セミナー

【参加合計27名(19社)】

●開催日：平成30年12月5日(水）
●テーマ：働く女性のためのコミュニケーション能力アップセミナー
●講 師：Hearty りぃ～す仙台 代表 若山博美 氏
経営者から若手従業員まで幅広く参加いただいた当セミナー
は若山氏の豊富な経験と知識からなる内容に加え、コミュニ
ケーションカードを使用し笑顔の絶えない充実した時間とな
りました。セミナーの後は懇親会を開催。参加者同士の親交
を深めました。

●開催日：平成30年9月12日(水)
●講 師：㈱エフアンドエム
HACCPリードインストラクター

【参加合計34名】

仲田功一 氏

食品製造・加工・調理・販売事業者を対象に2020年ま
でに施行される“HACCP義務化”の基礎知識や導入の
ポイント、今後の対応などについて、講師より具体的に
説明しました。

中小企業のための『働き方改革』セミナー

【参加合計75名(61社)】

●開催日：平成30年10月17日(水)
●講 師：宮城労働局／宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点
／㈱エフアンドエム 営業推進本部部長 椎名孝典 氏
平成30年7月に仙台銀行と宮城労働局が締結した「働き方改
革に関する包括連携協定」の取り組みとして開催し、働き方
改革関連法の概要やポイント、労働関係の各種助成金や施策
などに加えて中小企業がより具体的に活用できる対応策につ
いて解説しました。

㈱タナベ経営東北支社主催セミナー
提携先企画 経営マネジメントセミナー
●開催講座
｢人事制度ノウハウ講座(3回コース)｣／｢VM100メゾット公開講座｣
｢財務セレクト講座(3回コース)｣／｢業績向上ノウハウ講座｣／｢企業改革成功事例講座｣
｢人事制度設計｣／｢採用力強化講座シリーズⅠ｣／｢採用力強化講座シリーズⅡ｣
｢内部事務育成の視点ノウハウ講座｣／｢人事制度再構築セレクト講座｣
｢戦略リーダーの育て方講座｣／｢全員参加型経営講座｣／｢戦略的Web･広告活用講座｣
｢見える化による企業体質改善の進め方講座」／｢人事制度再構築セレクト講座｣
㈱タナベ経営東北支社が主催するセミナーについて40社、44名の方々にご参加いただきました。

