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理論政策更新研修 
中小企業診断士 各位                           令和元年５月吉日 

一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会 

会長 井上 真伯 

 

令和元年度中小企業診断士｢理論政策更新研修」開催のご案内 

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、令和元年度中小企業診断士｢理論政策｣登録更新研修を下記により開催いたします。受講をご希望

の方は、下記内容をお読みの上、お手続きいただきますようご案内申し上げます。 
敬具 

記 

１．主   催： 一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会 

２．日程・会場・内容： 4 ページ以降をご覧下さい。本年度は、開催会場が 3 会場になります。 

３．申   込： 以下の 2 通りの申し込み方法があります。 

（１）県協会ホームページからの申し込み【申込手順を 2 ページ以降で説明しています】 

My ページに未登録の方、協会の会員でない方もご利用いただけます。受講料のお振り込み（入金）が

確認され次第、受講票をご希望に応じてメールまたは郵便で送付いたします。 

（２）FAX または郵送での申し込み【申込書は 10 ページにあります】 

受講申込書を県協会宛にお送りください。この場合、「仮申し込み」となります。ご希望の受講回が定

員に達していた場合のみ、こちらからご連絡（電話）をさせていただきます。仮申し込み後、3 営業日を

経過しても連絡がない場合、受講料をお振込みください。 

４．申し込み受付期間： ◎前半 4 回、後半 5 回の申し込み受付期間が異なります。 

①第 1 回～第 4回   5 月 30 日（木）から各受講日の 5日前まで 

②第 5 回～第 9回   9 月 19 日（木）から各受講日の 5日前まで 

 ※期間外に申し込まれた場合、無効になります。また各回、定員になり次第締め切ります。 

５．受講料： 6,000 円 銀行振込＊ 

 【重要】受講申し込み後、下記の振込口座に 2 週間以内＊＊に受講料をお振込みください。お振り込みが 

ない場合、キャンセル扱いとなり、申し込みが取り消しとなりますのでご注意ください。 

  ＊ 金融機関発行の振込金受領書などを領収書に代えさせていただきますのでご了承ください。 
＊＊開催日直前のお申し込みの場合、申し込み受付後、至急お振り込みください。 

振込先： 横浜銀行 横浜駅前支店 普通 3407278 一般社団法人神奈川県中小企業診断協会 

    （シヤ）カナガワケンチュウショウキギョウシンダンキョウカイ 

※お振り込みの際には、振込依頼人名に 

診断士登録番号（6 桁の数字）＋氏名(カタカナ)をご入力ください。 

６．変更・キャンセル： 

  受講回の変更あるいはキャンセルを希望する場合は、受講 1 週間前までに事務局に必ずご連絡くださ

い。受講回の変更は手数料不要です。キャンセルを希望する場合は、手数料を差し引いた額をご指定の銀

行口座に返金いたします。ご注意：受講日前１週間以降の変更およびキャンセルの返金は出来ません。 

７．お問い合わせ： （一社）神奈川県中小企業診断協会 事務局 

（１）電子メールアドレス： info@sindan-k.com 

（２）電話または FAX： 電話 045（228）7870 FAX 045（228）7871 

  月曜日～金曜日 10:00～16:30（土・日・祝祭日はお休みです） 
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【県協会ホームページ（以下ＨＰと略）からの申し込み手順】 

県協会 HP トップページ URL：http://www.sindan-k.com/ 
     県協会ＨＰトップページの左側ボックスの診断士更新研修はこちらをクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「理論政策更新研修案内」ページで該当項目をクリック 

■本部 My ページをお持ちの方（パスワードを設定している方） 

令和元年度 理論政策更新研修 専用コーナーの「新規申込（連合会システムのパスワード設定済みの

方）」をクリック 

■本部 My ページをお持ちでない方（パスワードを設定したことがない方） 

令和元年度 理論政策更新研修 専用コーナーの「新規申込(連合会システムのパスワード未設定の方）」

をクリック 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     それぞれ開いたページで 

■本部 My ページをお持ちの方（すでにパスワードを設定している方） 

①ログイン ID(診断士登録番号)と②パスワード（過去にご自身で設定）を入力してください。 

■本部 My ページをお持ちでない方（いままでにパスワードを設定したことがない方） 

 ①ログイン ID（診断士登録番号）、②「カナ氏名（全角カタカナ）、③生年月日を入力してください。 

※ログインできない場合は、表示された画面指示に従って手続きをしてください。 

該当するどちらかをクリック 

最初にこちらをクリック 

Step 2 

Step 1 

Step 3 
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     ログインが済むと、「研修申込状況照会」ページが開きます。「神奈川県」を確認または選択

し、表示されたページの「受付状況」で「受付中」と表示された受講回の中から希望する回の「受

付中」をクリックしてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研修申込」ページが開いたら、①「受講料振込予定日（申し込み日から 2 週間以内）」を半角

で入力してください ②「受講

票の取得」方法を選択（メール

アドレスをお持ちの方は、「メ

ールでの送信を希望する」を選

択ください）して、入力内容を

ご確認の上、③「申込内容確認

画面へ」をクリックしてくださ

い。 

 

※この画面で、住所、メールア

ドレスなどの登録・変更ができ

ます。 

 

 

 

 

 

     ｢研修申込－内容確認｣ページで「受講情報」を最終確認後、「確定」をクリックして申し込み

が完了です。「受講申し込みを

次の内容で承りました」のメー

ルが送信されますのでご確認

いただき、受講料を 2 週間以内

にお振込みください。 

受講票は、入金確認後にメールまたは郵便にて送付いたします。 

Step 4 

「神奈川県」と表示されていることを確認 

「受付中」と表示されている受講回のみ、

申し込みができます 

Step 5 

Step 6 

ここをクリックして、申し込みが

完了です 

① 

② 
③ 



4 
 

 

令和元年度 理論政策更新研修のご案内 
 

今年度の理論政策更新研修は、中小企業政策の動向を踏まえ、特に重要な分野から、いくつか総合テ

ーマを設定し、そのテーマに則した講演を一日のなかで受講いただける重点テーマ研修を計 5 回実施い

たします。開催期日と会場・分野を以下に示しますが、詳細は各回案内をご参照ください。 

 

重点テーマ研修開催概要 

開催回 実施日 会場 重点テーマ分野 

第 1回 令和元年 7月 13 日（土）午後 ワークピア横浜 知財活用 

第 2回 令和元年 8月 24 日（土）午前 ワークピア横浜 人事・労務 

第 3回 令和元年 9月 14 日（土）午前 ワークピア横浜 人事・労務 

第 5回 令和元年 11 月 16 日（土）午後 ワークピア横浜 マーケティング 

第 8回 令和 2年 2月 12 日（水）午後 ワークピア横浜 海外展開 

 
 

 
  

第１回 日 時 令和元年 7 月 13 日（土）13：00～17：15 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ 中小企業支援における知的財産経営について 

１ 

テーマ 中小企業支援における知的財産経営の取組みについて 

時間 13：00～15：00 講師 株式会社サーチアンドスペックス代表取締役  

一級建築士 中小企業診断士 籔田 安之 

日本弁理士会 関東会 神奈川委員会 

副委員長 弁理士 保科 敏夫 

知的財産経営とは、知的財産を活用して企業の競争力を強化していくことであり、中小企業支援の重要な視点

と考えられます。そこで研修前半では、知的財産にかかわることの意義や留意点の説明を行うとともに、具体的な

事例を通して、経営者との対話から発明を見出す方法や、発明の権利化について認識を深めていただきます。 

２ 

テーマ 川崎市における知的財産を活用した中小企業支援の取組みについて 

時間 15：15～17：15 講師 前川崎市経済労働局長 川崎信用金庫参与 

社会保険労務士 中小企業診断士 伊藤 和良 

川崎市経済労働局 イノベーション推進室 

創業・知財戦略担当課長 中小企業診断士 木村 佳司 

川崎市経済労働局 イノベーション推進室  

創業・知財戦略担当 中小企業診断士 山田 拓 

佐々木工機株式会社  

代表取締役社長 佐々木 政仁 

研修後半は、大企業等の知的財産を活用した中小企業支援のモデルとして、全国に広がる「川崎モデル」につ

いて、その設立の背景と具体的な取組みの紹介を行います。衰退し行く京浜工業地帯の復権を願い、長年奔走し

てきた当事者から直接話を伺うことで、今後の中小企業支援の取組み方法について理解を深めていただきます。 
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第２回 日 時 令和元年 8 月 24 日（土）08：30～12：50 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ 高齢化社会におけるシニア人財の有効活用 

１ 

テーマ 65 歳超雇用時代の高齢者活用戦略 

時間 08：30～09：30 講師 厚生労働省  

栃木労働局長 浅野 浩美 

少子高齢化が進む中で、65 歳定年、65 歳を超える継続雇用延長など、高齢者のさらなる戦力化が求められて

います。既に、定年延長や継続雇用延長を行った企業を対象に行ったヒアリングやアンケート調査結果をもとに、

高齢者活用戦略についてどう考えるべきか、何をすべきかについてお話します 

２ 

テーマ 
中小企業における高齢者雇用の課題とは? 

～産業ジェロントロジーを生かした採用・配属・定着化～ 

時間 09：40～11：10 講師 一般社団法人 日本産業ジェロントロジー協会 代表理事 

株式会社自分楽 代表取締役 崎山 みゆき 

「高齢者雇用安定法の改定（2013 年 4 月）」は大企業の人材確保には寄与したものの、中小企業に対しては新

たな問題をもたらせました。今回は、その解決策を現場事例と学際的研究（ジェロントロジー＝老年学）を通じて、

ご紹介します。ここだけの情報・新しい視点が欲しい方は、ぜひ、ご参加ください。 

３ 

テーマ 働く場所を開放することは企業の役割である 

時間 11：20～12：50 講師 株式会社テンポスホールディングス  

代表取締役社長 森下篤史 

テンポスには高齢者でも出来る仕事がたくさんあります。働く場を提供するのは企業の役割です。本講演では、

「定年制廃止」「フリーエージェント制度」「にっこり退職金」等の人事制度についてご紹介します。事業面では、飲食

店経営を支援する「ドクターサービス事業」を推進しています。その事業戦略についてもご紹介します。 

第３回 日 時 令和元年 9 月 14 日（土）08：30～12：50 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ ワークライフバランスと働き方改革 

１ 

テーマ 川崎市が進めるウェルフェアイノベーション 

時間 08：30～09：30 講師 川崎市経済労働局 イノベーション推進室  

ウェルフェアイノベーション担当 担当係長 弓場 賢二 

川崎市は、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値の創造を目指し、ウェルフェアイノベーションの取組を

進めています。また、かわさき基準(KIS)認証制度などの活動を通して、川崎に限定せず、新たなライフスタイル・ワ

ークスタイルの創造に取り組んでいます。これらと共に、中小企業支援に活用できる制度もご紹介します。 

２ 

テーマ 『働き方改革の実践ノウハウ』  ～「ワークライフバランス」「ダイバーシティ」とは～ 

時間 09：40～11：10 講師 内閣府 地域働き方改革支援チーム委員／ 

内閣府 少子化危機突破タスクフォース 

政策推進チームリーダー 渥美 由喜 

企業のワークライフバランスマネジメント、ダイバーシティ研究の第一人者として、且つ、コンサルタント・アドバイ

ザーとして、実際にワークライフバランスやダイバーシティに取り組む企業の取組推進をサポートしています。自身

も子育てや介護、看護など何足もの草鞋を履いている中で、実体験を交えながら多様な働き方を実現する方法に

ついてご紹介します。 

３ 

テーマ 「女性起業家が語る 働き方改革と障がい者雇用 」 

時間 11：20～12：50 講師 ダンウェイ株式会社 代表取締役社長 

特定社会保険労務士 高橋 陽子 

障がい者の就労支援を行っているダンウェイ株式会社。就労に向けた障がい者へのトレーニングを行い、企業

側には雇用についてアドバイスするなど、企業との橋渡しをしています。超高齢化社会、人口構造の変化からなる

社会の大きな変化の中で、サスティナブルな企業経営をいかに実現していくのか？2030 年に向けて世界が合意し

た、世界を変えるための 17 の持続可能な開発目標「SDGs」を見据えた、未来の新しい考え方をお伝えします。 
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第４回 日 時 令和元年 10 月 12 日（土）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ ミラサポ等中小企業庁広報ツールを中小企業支援に活用する秘訣 

時間 13：00～14：00 講師 中小企業庁  長官官房  

広報相談室長 勝本 光久 

中小企業庁では、施策利用ガイドブックやミラサポ・中企庁 HP 等各種広報ツールを提供しています。この広報

ツールの内容（ミラサポを中心に）や、中小企業が施策活用に至る経緯等の調査結果、広報ツールを活用した中小

企業・小規模事業者支援ノウハウ等を事例も踏まえご紹介します。 

２ 

テーマ 人手不足の時代、診断士経営者が実践する人財共育のすすめ 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社はなまるフードサービス  

株式会社横浜マネジメントコンサルティング JPS  

       代表取締役 川名 勝経 

中食産業である惣菜・弁当の製造販売業を創業して 23 年、駅ビル・駅ナカ・SC 等を中心に、惣菜店 15 店・飲食

店 2 店を展開しております。その歩みを、中小企業診断士と経営者の両方の視点からお話しいたします。また、人

手不足時代にどのような人財共育を行っているか、当社の取り組みについてもご紹介いたします。 

３ 

テーマ 「社員の可能性を信じる」～コロンバン挑戦の軌跡～ 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社コロンバン  

代表取締役社長 小澤 俊文 

株式会社コロンバンは、日本最古の洋菓子メーカーであり、1924 年の創業当時から洋菓子界唯一の宮内庁御

用達となり、今日に至る老舗です。しかし、バブル崩壊を機に売上が右肩下がりに減少するなかで社長に就任し、

社員の可能性を信じながら地道に改革を進め、Ｖ字回復を図りました。人・物・金・時間がないなかで、どのような改

革を実践したか、お話しいたします。 

第５回 日 時 令和元年 11 月 16 日（土）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ 知って得するマーケティング 

１ 

テーマ 和菓子の海外展開支援とその秘策 

時間 13：00～14：00 講師 株式会社アンゼン・パックス  

代表取締役社長 尾関 勇 

和菓子は日本の伝統産業であり、歴史的にも特徴のある製造販売業であるため、インバウンドを惹きつけ衰え

を知らぬ業界です。一方で中小規模の企業が多く、海外進出ノウハウは不足しているのが現状です。パートナー企

業の立場から、コストのかからない海外コラボレーションノウハウを、マーケティング面・財務面などを中心に紹介い

たします。 

２ 

テーマ 商業コンサルの業界常識 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社乃村工藝社 第二事業本部 アカウント第四事業部  

開発２部 プランナー白崎 智子 

業界最大手企業で 10 年以上の商業コンサル経験から、中小企業診断士の実務で飲食店や物販、商店街など

の商業コンサルを行う際に必要な「知っていて当然・トクする業界知識」をポイントでお伝えいたします。 

３ 

テーマ 
デザイン思考からデザイン心理学思考へ 

～デザイン心理学で顧客の言葉にならない声を紐解き未来を予測新たなマーケティングを科学する～  

時間 15：50～17：20 講師 株式会社 BBSTONE デザイン心理学研究所 

   社長 日比野 好恵 

デザイン心理学（実験心理学＋人間工学＋統計学）を活用し、「人の感性に訴える」ことでビジネスの方向性を決

定づけようとしております。デザイン心理学という新たな研究をもとにビジネス化した経緯と、数々の企業から投げ

られる問題を解決してきたイノベーティブな事例を紹介し、新たなマーケティングの方向性を示唆いたします。 
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第６回 日 時 令和元年 12 月 18 日（水）13：00～17：20 会場 崎陽軒本店６階 

１ 

テーマ イノベーション・マネージメント 

時間 13：00～14：00 講師 京都大学大学院 経済学研究科 

特定助教 舟津 昌平 

価値観の変革が起きる現代においては、中小企業においてもイノベーションが重要なテーマです。最新のイノベ

ーション研究のトピックをご紹介いただくと共に、イノベーションの性質、イノベーションの抱える矛盾やイノベーティ

ブな人材の育成、成果に繋がる思考法など、実例を交えてお話しいたします。 

２ 

テーマ まち工場の働き方改革 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社スリーハイ 

                  代表取締役社長 男澤 誠 

2019 年 4 月、働き方改革法案が施行されました。残業規制、有休 5 日義務化など、多くの経営者は悩んでいる

でしょう。私はいち早く、勤務間インターバル制度を導入し、従業員の働き方の意識改善を図ろうとしましたが、すぐ

に意識が変わるわけがありません。「お客様の納期を最優先」に仕事をしてきた私たちは今どこに向かえばいいの

でしょうか。 

３ 

テーマ 「社員第一主義」 ～社員を大事にするから黒字になる。甘いから赤字になる。～ 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社日本レーザー  

代表取締役会長 近藤 宣之 

為替や景気の波の影響を大きく受ける輸入専門商社という業態にあって、社長就任以来 25 年間連続で黒字を

達成できたのはなぜか。いざというとき、社長と一緒に火の玉となって、“火事場の馬鹿力”を出して戦ってくれる社

員をつくれたのはなぜか。ゆるぎない理念と、それを実現する具体的な『しくみ』と『しかけ』についてお話しします。 

第７回 日 時 令和 2 年 1 月 11 日（土）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ 中小企業を取り巻く環境変化と経済産業省の重点ポイント 

時間 13：00～14：00 講師 関東経済産業局資源エネルギー環境部 

電源開発調整官 青木 宏 

本年 10 月に予定されている消費税増税やキャッシュレスへの対応は、中小・零細企業にとって危機であると同

時に、チャンスでもあります。令和元年度及び令和 2 年度の新たな政策を活用して、この変化をどのように乗り越

えるか、考えるきっかけとなるような情報を提供します。 

２ 

テーマ 町工場、従来の受注型から創造提案型への取組み 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社秋東精工  

代表取締役 柴田 忠利 

当社は創業以来、プラモデルや玩具の金型を受注製作してきましたが、近年はその製造を海外へ委託する流れ

が強まっています。そんな経営危機とも言える状況を打破するべく、受注型工場から総合的なプラモデル・模型製

作会社への転換を目指しています。本講演では、事業転換に際して零細企業が抱える問題への取組みについて

お話しします。 

３ 

テーマ 人と人の心を繋げるおもてなし、老舗旅館の若支配人の見つめる接客の極意 

時間 15：50～17：20 講師 日進館 常務取締役 

支配人  黒岩 条二 

 標高 1800 メートル、群馬県の上信越国立公園に位置する万座温泉日進館は、明治 6 年創業、現在世代交代を

行い、若い経営者が舵を取り運営を行っています。経営者として、サービスマンとして現場を引っ張る支配人のリア

ルな話や接客の極意についてお話いたします。 
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第８回 日 時 令和 2 年 02 月 12 日（水）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ 世界に飛び出る中小企業 

１ 

テーマ 中小企業の海外展開トレンドとコンサルティングの仕事 

時間 13：00～14：00 講師 株式会社事業革新パートナーズ 

代表取締役社長 茄子川 仁 

海外展開支援コンサルティング会社として、アジア・米州・欧州での 10 年間の活動経験にもとづき、変遷してきた

中小企業の海外展開ニーズを解説します。また、現地拠点の設立・製造立上げ・販路開拓・経営管理・人財採用/

育成など、テーマ毎に実例の元で、コンサルティング/事業投資の仕事の実際、課題、喜び、やりがいをお伝えしま

す。 

２ 

テーマ 日本の中小企業の国際展開 ～成功パターンの王道～ 

時間 14：10～15：40 講師 東京理科大学大学院 経営学研究科 技術経営専攻（MOT） 

講師 岸本 太一 

これまで百を超える海外拠点を訪問調査してきました。その結果を基に考える限り、日本の中小企業と欧米の

大企業では、成功パターンの王道に色々な違いが見られます。国際経営の教科書の多くは、欧米大企業の実情

を基に作成されております。本研修では「日本の中小企業の成功パターンの王道」を理論的に解説していきます。 

３ 

テーマ タイ工場進出の失敗談と成功事例 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社西居製作所 

代表取締役社長 西居 徳和 

わずか数名の町工場が強い会社になった実話談です。経営資源が少ない町工場の海外進出は、判断を間違え

れば死活問題になります。しかし、経営がゆえに失敗はつきもので、その失敗をどう成功につなげるか。当社で執

った対応策など、町工場の企業継続についての参考事例を紹介します。 

第９回 日 時 令和 2 年 02 月 22 日（土）13：00～17：20 会場 
川崎市 

産業振興会館 

１ 

テーマ 川崎モデルを支える中小企業支援施策について 

時間 13：00～14：00 講師 公益財団法人川崎市産業振興財団 産業支援部 新産業振興課 

 連携支援係長 堀 満千子 

川崎市内の中小企業による新技術・新製品開発や新分野進出など、新事業展開を促進するための中小企業支

援施策として、「コーディネート支援・出張キャラバン隊」や「知的財産戦略推進プログラム啓発・交流事業」等を中

心にご紹介します 

２ 

テーマ 知財交流事業を活用した新事業展開について 

時間 14：10～15：40 講師 公益財団法人川崎市産業振興財団  

知的財産コーディネーター 西谷 亨 

株式会社アルファメディア  

代表取締役 小湊 宏之 

川崎市における「知的財産マッチング事業」の取り組みとして、大企業の開放特許を活用して自社製品を開発、

事業化に結びつけた事例をもとに、対談形式で支援者と中小企業のそれぞれの視点から成功の秘訣をお話ししま

す。 

３ 

テーマ 横浜から世界へ 診断士社長が取り組むバイオ・ソーシャルベンチャー 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社トライフ 代表取締役 

中小企業診断士 手島 大輔 

「オーラルピース」は、九州大学等と開発した口腔ケア製品により世界の高齢者の介護負担削減と障害者の仕

事を創出するプロジェクトとして、ジャパンベンチャーアワード 2015 で最優秀賞となる等、各種メディア等でも注目さ

れています。2000 年に診断士登録後、コンサルティングファーム等を経て独立、本事業の立上げに至りました。診

断士としてどうやって社会の役に立てるか、転職や起業のノウハウ、どう生きていくかについてお話しします。 
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会場のご案内 

※受講日によって会場が異なります。ご注意ください。 

【ワークピア横浜 会場】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【崎陽軒本店 6 階 会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【川崎市産業振興会館 会場】 

 

 

 

 

 

  

日本大通り駅 
３番出口 

ワークピア横浜 2階ホール 

所在地：横浜市中区山下町 24-1 

TEL  ：045(664)5252 

 

交通アクセス： 

・横浜高速鉄道みなとみらい線 

日本大通り駅 3番出口より徒歩 5分 

・JR 京浜東北・根岸線 

関内駅南口より徒歩 15分 

崎陽軒本店 6階 会議室 

所在地：横浜市西区高島 2-13-12 

TEL  ：045(441)8880 

 

交通アクセス： 

JR 線・横浜市営地下鉄・東急東横線 

京浜急行線・相鉄線 横浜駅 

 

横浜駅東口の階段を上がり、横浜中央郵

便局の方へお越しください。郵便局の向か

いです。正面入り口の道路沿いに 6 階への

専用エレベータがあります。 

川崎市産業振興会館 1 階ホール 

所在地：川崎市幸区堀川町 66-20 

 

交通アクセス： 

JR 線川崎駅から徒歩 8分 

京浜急行線京急川崎駅から徒歩 7分 
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        FAX または郵送用   送信先 045（228）7871 

ご注意：①FAX または郵送での申し込みは、事務局での受付処理を持って申込完了となります。 

    ②第 1回～第 4回と第 5回～第 9回は申込受付期間が異なります。期間外の申込は無効となります。 

    ③申込書 1枚で 1回の申し込みしかできません。複数回の申し込みをする場合は、お手数ですが申込書

をコピーし、それぞれ必要事項をご記入の上、お送りください。 

 

２０１９年 一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会主催 

中小企業診断士 理論政策更新研修 受講申込書 

 

診断士登録番号 お名前 

      （ふりがな）  

（氏） （名） 

協会員・非協会員の別 □協会員（     協会     支部）    □非協会員 

ご住所 
〒   － 

 

ご連絡先 
電話番号 

※日中、ご連絡のとれる電話 

            （      ）          

□ご自宅 □携帯電話 □勤務先（社名など        ） 

メールアドレス  

 

【受講希望回】  ◎ご希望する順に １、２、…とご記入ください 

申し込み受付期間（5月 30 日～各受講日の 5日前） 

受講回 受講日 会場 希望順位 

第 1回 令和元年 07 月 13 日（土） 午後 ワークピア横浜  

第 2 回 令和元年 08 月 24 日（土） 午前 ワークピア横浜  

第 3 回 令和元年 09 月 14 日（土） 午前 ワークピア横浜  

第 4 回 令和元年 10 月 12 日（土） 午後 ワークピア横浜  

※複数回のお申し込み状況： □している  □していない 

 

申し込み受付期間（9月 19 日～各受講日の 5日前） 

受講回 受講日 会場 希望順位 

第 5回 令和元年 11 月 16 日（土） 午後 ワークピア横浜  

第 6 回 令和元年 12 月 18 日（水） 午後 崎陽軒本店 ６階  

第 7 回 令和 2年 01 月 11 日（土） 午後 ワークピア横浜  

第 8 回 令和 2年 02 月 12 日（水） 午後 ワークピア横浜  

第 9 回 令和 2年 02 月 22 日（土） 午後 川崎市産業振興会館  

※複数回のお申し込み状況： □している  □していない 

※個人情報の取り扱い 本申込書で取得した個人情報は、理論政策更新研修事業に限り利用いたします。 

送信方向 


