２０１９年度

Sendaibank Bisiness Club

活動内容

開催日

2019

実施内容

2019年３月27日(水) 新入社員セミナー2019
４月9日(火)・10日(水)・11日(木) 講 師：キャリアトーク代表
2019年５月21日(火)・22日(水)
2019年６月13日(木)

2019年６月20日(木)
2019年７月4日(木)

2019年７月18日(木)
2019年８月27日(火)

若手・次世代経営者向け「愛知県視察旅行」
パソコンセミナー

テーマ：「Power Point2013ビジネス活用講座」
講 師：富士通エフ・オー・エム㈱

中期５ヶ年計画立案セミナー

第１回社長のセミナー・交流会

第１回社長のセミナー
演
講

題：「渋沢栄一の『論語と算盤』で未来を拓く」
師：コモンズ投資株式会社 取締役会長 渋澤 健 氏

中期５ヶ年計画立案セミナー

題：「初対面の１分で相手をその気にさせる技術」
師：株式会社新規開拓 代表取締役 朝倉 千恵子 氏

中期５ヶ年計画立案セミナー

2019年11月13日(水)
2019年11月20日(水)

2019年12月11日(水)
2020年2月26日(水)

【演 題】「渋沢栄一の『論語と算盤』で未来を拓く」
【講 師】コモンズ投資株式会社 取締役会長 渋澤 健氏

営業・販売担当者向けセミナー
演
講

「日本資本主義の父」と言われる渋沢栄一氏の玄孫である渋澤 健 氏（コ
モンズ投資㈱会長）をお招きし、第1回社長のセミナー・交流会を開催いた
しました。
渋沢栄一氏の思想と渋澤健氏の国際感覚を織り交ぜた講演は高い評価を受
けています。今回は、渋沢栄一氏の信条とされる「論語と算盤」の思想から
見えてきた未来をテーマにお話いただきました。
講演会終了後は、会員の皆様同士の交流ならびに当行役職員との親交を図
るため、同会場にて交流会を開催しました。

将軍の日

第２回SBC次世代経営塾
中期５ヶ年計画立案セミナー

■参加合計 セミナー113名 交流会89名(95社)

【開催日】2019年7月4日(木)

将軍の日

2019年９月19日(木)

2019年10月24日(木)

経営者向けセミナー

将軍の日

第１回SBC次世代経営塾・開講式

2019年10月17日(木)

SeeDs お知らせ版

志伯 暁子 氏

2019年９月11日(水)

2019年10月9日(水)

発行日 2020.2月

将軍の日

第２回社長のセミナー
演
講

題：「町工場の星、諏訪 貴子氏に学ぶ新経営改革術」
師：ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪 貴子 氏

第３回SBC次世代経営塾

第２回社長のセミナー・交流会

■参加合計 セミナー57名 交流会36名(28社)

女性限定セミナー

テーマ：「気持ちをうまく伝える技術」～アサーティブコミュニケーション講座～
講 師：株式会社インソース 加藤 忍 氏

第４回SBC次世代経営塾・終講式
第２２回ＳＢＣ講演会・交流会
演
講

題：｢夢をかなえる生き方｣
師：元プロテニスプレイヤー/ スポーツコメンテーター 杉山 愛 氏

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）をお引き立て頂き
誠にありがとうございます。このたび、2020年1月10日より仙台
銀行100％出資の㈱仙台銀キャピタル＆コンサルティングが新会
社として発足致しました。発足に伴い、ＳＢＣの活動・運営は、

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。

【開催日】2019年10月24日(木)
【演 題】「町工場の星、諏訪 貴子氏に学ぶ新経営改革術」
【講 師】ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪貴子氏
ダイヤ精機㈱代表取締役の諏訪貴子氏をお招きし、第２回社長のセミ
ナーを開催いたしました。
セミナーでは、従業員の力を集結し危機を乗り越えた「経営改革」、若
手採用に当たって自社の強みを効果的に伝える重要性、キメ細やかな育成
方針で退職を防止する「人財育成」など実体験をもとに、諏訪氏が行った
新経営改革についてお話いただきました。
交流会では、異業種の経営者同士の繋がりを築くよい機会となりまし
た。

新会社が行い、従来以上に会員企業様のお役に立つ付加価値の高
「中堅社員の視点」

いサービス提供に努めてまいります。今後とも、より一層とご厚

「SeeDs Letter」

誼ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

発行

SeeDsとは

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。

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（224）8120
Email：sbc@mail.sendaibank.co.jp
URL ：http:/sbc.sendaibank.co.jp/

中期5ヶ年計画立案教室

将軍の日

【開催日】2019年6月20日(木)､7月18日(木)､9月19日(木)､10月17日(木)
【講 師】千葉経営企画株式会社 代表取締役 千葉和彦氏他
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ました。自社にあった
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
画などをふまえ、最終的に5年分の経営計画書を完成させました。

■参加合計 1社

階層別セミナー
新入社員セミナー

若手次世代経営者向け勉強会・交流会など
■参加合計163名(48社)

【開催日】2019年3月27日(水)､4月9日(火)､10日(水)､11日(木)

【開催日】2019年5月21日(火)･22日(水)

毎年ご好評をいただいている「新入社員セミナー2019」を開催しまし
た。参加した新入社員の方々は、一日を通して名刺交換・挨拶の仕方・電話
応対等など基本的なビジネスマナーから社会人としての心得、グループワー
クやロールプレイングなど実践・体験的な内容の講義を受けました。
また今年度は、仙台銀行コンサルティングプラザによる『新社会人のため
のマネー講座』を新たに開催し、これからのお金、貯金や資産形成、ライフ
プランニングの必要性についての講義も行われました。

パソコンセミナー

若手・次世代経営者向け「愛知県視察旅行」を実施しました。今回の視察
は、2018 年7月に愛知銀行が実施した「宮城県視察旅行」を踏まえて、
SBC 会員が愛知県を訪問し、愛知銀行の全面協力により企業などを視察しま
した。
また、愛知銀行”あいぎんビジネスクラブ“との交流会も実施し、他地域・
異業種の若手経営者同士による交流が行われました。

■参加合計14名(7社)

【特別講義】新聞のビジネス活用講座 ／ 河北新報社 販売局販売部 畠山茂陽氏
第2回10月 9日(水) 【財務全般】財務マスター講座 ／ 株式会社タナベ経営 経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部部長代理 湯山 卓氏
【特別講義】銀行が見る企業内容 ／ 仙台銀行融資部
第3回11月13日(水)【事業全般】わが社の勝てる場の発見 ／ 株式会社タナベ経営 経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部部長代理 湯山 卓氏
【特別講義】事業継承と新規事業 ／ マスヤ・スチール工業株式会社 代表取締役社長 升 遷氏
第4回12月11日(水)【人材/管理】人と組織を動かす ／ 株式会社タナベ経営 支店長代理 山内一成氏

PowerPoint2013ビジネス活用編では、Power Point初心者のための概要
説明から始まり、各機能の学習、基本的なプレゼンテーション、表、グラ
フ、図形やSmartArtグラフィックの作成や実践等を行いました。普段の業
務資料やプレゼン資料の作成方法を習得するだけでなく、プレゼン時に役立
つ知識や機能等、多くの学びや気付きのきっかけとなる充実したの講座とな
りました。

■参加合計51名(32社)

【開催日】2019年8月27日(火)
【演 題】「初対面の１分で相手をその気にさせる技術」
【講 師】株式会社新規開拓 代表取締役 朝倉千恵子氏
体感型のセミナー「営業販売者向けセミナー」を開催しました。
毎年3000人以上のビジネスパーソンを育てる人気講師の朝倉氏をお呼びし
「“できる”と思わせるスマートな名刺交換法」「颯爽と見える歩き方・立ち
方」など、自分の印象を10倍アップさせるテクニックを学びました。「自分
がどのような印象で相手に接するか。」「営業の技術はいたってシンプル
で、ちょっとした機転と心構えの積み重ねである」など営業のノウハウにつ
いて解説があり、参加者の皆様は積極的に耳を傾けていました。

女性限定セミナー

■参加合計 16名

ＳＢＣ次世代経営塾～第1期～
【開催日】第1回 9月11日(水) 【経営全般】経営の原理原則 ／ 株式会社タナベ経営 特別顧問 伊藤昌直氏

【開催日】2019年6月13日(木)
【講 師】富士通エフ・オー・エム株式会社

営業販売担当者向けセミナー

■参加合計 11名

愛知県視察旅行×あいぎんビジネスクラブ交流会

SBCとしては初の試みとなる「ＳＢＣ次世代経営塾」4回シリーズを開催
しました。
第1期生として、16社の皆様にご参加頂きました。第1回では、開講式と
情報交換会が行われ、株式会社タナベ経営の講師陣を迎え“経営力の向上”に
必要な講義を受けました。また、特別講義では、特別講師よりお話をいただ
き、当行 融資部からの講義も行われました。
最終講義の後に4ヶ月間の締めくくりとして、終講式が行われ修了証書が
手渡されました。
情報交換会では、和やかな雰囲気の中、参加者の皆様からご自身の経営者
としての熱い思いや、全ての講義を受けての感想をお話し頂き、次世代経営
者同士の繋がりを構築する場となりました。

第1回

第2回

第3回

■参加合計37名(26社)

【開催日】2019年11月20日(水)
【演 題】「気持ちをうまく伝える技術～アサーティブコミュニケーション講座～」
【講 師】株式会社インソース 加藤 忍氏
毎回定員を超える人気の女性セミナー、今年度はアサーティブコミュニ
ケーション講座を開催しました。
講義では“アサーティブ”について学び、考え方や行動、アサーティブコ
ミュニケーションにおける伝え方のポイントなどについて、グループワーク
が行われました。
講義の後は、同会場にてワンプレート料理やデザートをいただきながら、
様々な仕事上の悩みやプライベートな話題など楽しい意見交換会が行われま
した。
*アサーティブとは、「自分と相手を同等に尊重しながらも自身の意見や気持ちを適切に表現すること」

第22回ＳＢＣ講演会・交流会
【開催日】2020年2月26日(水)
【演 題】「夢を叶える生き方」
【講 師】元テニスプレイヤー・スポーツコメンテーター
【特別公演】シンガーソングライター 河口恭吾氏

杉山 愛氏

第4回

