
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

豊岡商工会議所 行  ＦＡＸ： ０７９６-２４-３１８０  

※ご記入いただいた情報は、当所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

事 業 所 
                         

T E L  

住 所 
（〒    ‐     ） F A X  

メールアドレス
 

参加者名 
※複数名お申し込み可能 

申込日(２０２２年    月    日) 

・外国人は低賃金で雇えるのか 

・語学、宗教、文化などの違いは、大丈夫なのか 

・外国人とは何なのか 

・在留カードの種類 

・在留カードの読み方 

・外国人雇用の際の、入国から就労につくまでの流れ 

・在留カードの変更や更新について 

・外国人との人間関係の作り方のコツ 

< 講 師 > 

池田
い け だ

 有
う

美
み

 氏 
ＵＭＣサポート 

行政書士 
 
 ２００４年５月～２０１５年２月 大手ビジネス資格の専門学校である、大原

学園（総務部、社会人課程教務部、専門課程教務部）にて、社会人受講生

や専門学生の管理・指導・ブラスバンド部の指導、新設学校３校の立ち上げ

などに携わる。関東圏内に留まらず、様々な地域の日本企業や、何カ国もの

国から相談を日々受けている。今までに関与した国は１５カ国。現在は、主に

外国人雇用テーマの勉強会の講師として各地で活躍中。 

働き手不足を補う目的などにより、外国人労働者を雇用する会社が増え

てきております。外国人の雇用は、日本人を雇用する以上に細かなルール

が定められており、また、「不法就労者」や「悪徳ブローカー」なども存在する

ことから、ちょっとした手違いにより、雇用者自身も法律を違反してしまう恐れ

があります。その一方で外国人を雇用することは人手不足解消と職場活性

化のチャンスでもあります。当セミナーは、外国人を雇用している会社や外

国人の雇用に関心のある会社の皆様に、外国人雇用の手続と実情をご理

解いただき、外国人雇用の適切な展開とより良い関係性の構築に貢献する

ことを目的とします。 

 

※Zoom を使用したリアルタイム配信のセミナーです 

豊岡商工会議所  

８月２３日(火) 
 １３：３０～１５：３０ (受講無料) 

【同日開催】   （15:40～17:00） 

新常識！！外国人との共通語 

『やさしい日本語』でコミュニケーション 

講師： にほんごぷらす 代表 河本美代子 

 
・情報をより早く、より正確に伝えることができる 
・相手の母語や国籍に関係なく使える 
・日本人が外国語を覚えるよりも、はるかに簡単 
・職場でのコミュニケーション、仕事の効率がぐっと良
くなる 

ご自宅、職場など(指定はありません) 
※PC やタブレット、スマホなどでご視聴ください 

３０名（定員になり次第締め切ります） 

■お申込み方法      

下記申込書に必要事項をご記入いただき、 

ＦＡＸ にてお申し込みください。 



 

 

 

 

 

 日時 テーマ・内容 

6

月 

６月２３日（木） 
１３:３０～１６：００ 

【リアル開催】      講師： 飯田 吉宏  氏 

最新！労働法対応セミナー 
パワハラ防止法、育児・介護法改正・社会保険適用
拡大など 

最新の労働関連の法改正をわかりやすく

解説。法の主旨と内容やしっかりとした
社内整備の手法を学んで頂きます。 

7

月 

【全 3 回】 
７月 ６日（水）・１３日
（水）・２０日（水） 
各回１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 黒木 勝巳  氏 

スマホでできる！！動画制作・活用 
With・After コロナ時代に対応した 「非接触型の販売拡大」 

商品・サービスの販促や企業 PR 等、動画

活用は欠かせない時代。理論編から実践

編、成功法編と３回でじっくりと基礎から
分析まで学んで頂きます。 

8

月 

８月 ９日（火） 
１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 小林 毅  氏 

人手不足解消による労働生産性の向上 

人材採用戦略と定着への視点 

人手不足の解消はしっかりとした採用戦

略の見直しから！現在の経営環境や就労

者の意識を踏まえた採用と定着のコツを
学んで頂きます。 

８月２３日（火） 
１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 池田 有美  氏 

人手不足解消による労働生産性の向上 

外国人雇用による職場の活性化と意識開

拓、受け入れ時の留意点 

外国人雇用のルールや手続き等の実務

はもちろん、良い関係をつくり、むしろ外
国人雇用により職場活性につなげるなど

メリットを学んで頂きます。 

9

月 

【全 2 回】 
９月 ７日（水） 
１３:３０～１５:３０ 
９月１４日（水） 
１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 長谷川 孝幸  氏 

With コロナ！職場環境改善と業務効率化 

●働きやすい職場づくりのコツ 

●業務効率と労働生産性を高める段取り術 

良い職場には良い人材が集まり、職場が

活性化すれば労働生産性があがり業績も
伸びます。良い職場を組織としてどう作

るか、また個人としてはどうパフォーマン

スを高めれば良いかを２回を通じて学ん
で頂きます。 

10

月 

１０月 ４日（火） 
１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 川井 隆史  氏 

インボイス制度と電子帳簿保存法の
実務対応 
対応しないと今の取引先と取引停止の恐れがあります 

インボイス制度開始まで10月で1年を切

ります。どのような具体的問題があるの

か、またどう対応すべきなのかしっかり
と学んで頂きます。 

１０月２０日（木） 
１３:３０～16：00 

【リアル開催】      講師： 小林 暢世  氏 

With コロナ 新しい生活様式の中
での 店舗演出・空間の作り方 
新しい生活様式を意識した店舗対策、集客を考える時の必要な

ポイント 

コロナの感染防止策など店舗対応、また
変わる消費者意識と行動に対して経営力

を高めるためにどう店舗演出や売り方な

どの環境を整備するか、そのコツを学ん
で頂きます。 

11

月 

１１月 ８日（火） 
１３:３０～１６：００ 

【リアル開催】      講師： 五十嵐 豊  氏 

ポストコロナ時代に求められる 
メンタルヘルスによる生産性向上 
企業をとりまくメンタルヘルスの状況と生産性との関係、有効

な施策とは 

コロナや働き方改革など変化する経営環

境に対し、ヒトという経営資本に投資する

という観点から、メンタル面と生産性向
上の関連性や有効なメンタルヘルス施策

を学んで頂きます。 

【全２回】 
１１月２２日（火）・２９日
（火） 
各回１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 飯田 剛弘  氏 

コロナ禍におけるマーケティング志向の
営業活動の分析と改善 
事実を踏まえた顧客・環境理解と、目指す方向性と行動作成 

大きく様変わりする事業環境の変化に柔

軟に対応するために、マーケティングの

手法・分析とそれを踏まえた上での営業
活動、売上アップの方策を２回を通じて

学んで頂きます。 

12

月 

【全３回】 
１２月 ７日（水）・１４日
（水）・２１日（水） 
各回１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 横田 秀珠  氏 

DX で差別化戦略セミナー 
DX の理解、業務改善、売上アップを目指す 

国全体が推し進めているデジタルトラン

スフォーメーションは全事業者にとって

重要なものです。言葉の難しさは脇に置
き、基礎から業務改善、売上アップに役立

つ“具体例・導入策”を 3 回を通じて集中

的に学んで頂きます。 

1

月 

１月１２日（木） 
１３:３０～１５:３０ 

【オンライン開催】   講師： 津田 典子  氏 

ポストコロナ時代に求められるリー
ダーの条件 
リーダーに求められる「ビジョン」「コミュニケーション」「柔軟性」 

時代が大きく変わる今こそ、リーダーの

力と姿勢の在り方が問われています。仕
事をてきぱきとこなし憧れの存在となり

部下がついてくるようなリーダーとなる

ための手法を学んで頂きます。 

 


