
【　講義内容　】 １．変化の時代の職場力　　
（１）管理者に求められる役割
（２）マネジメントサイクル
 What-How-Do-See
（３）職場のマネジメントのフレーム
 ①仕事　②人　③組織　④自分自身

２．「仕事」を伸ばす　　
（１）仕事の管理の本質
（２）目標による仕事の管理
（３）職場を方向付ける
（４）進捗を管理する

３．「人」を育て、動機づける　
（１）人を育てるＯＪＴの基本
（２）能力パターンと育成方法
（３）モチベーションを高める

４．「組織」の力を引き出す　
（１）よい職場の姿
 ①認め合う、学び合う、助け合う職場
 ②働きがいのある職場
 ③自己革新し進化する職場
（２）職場のコミュニケーションを組み立てる
（３）要注意、組織はすぐに逆戻りする

【　開催日時　】  2021年11月19日（金）10：00～17：00（１日コース）

【お問い合わせ】  ㈱大銀経済経営研究所　TEL：097－533－8111

　本セミナーでは、マネジメントの基礎的知識と管理者に求められる立
場、役割を学びます。変化の時代、内外変化を自主的につかみ変えるべ
き課題を発見し自律的に解決できる職場づくりのために必須の“管理者
に求められる役割”を考えます。また、仕事の管理の本質はメンバー各
人が主体的にPDS（仮説検証型の仕事）を回すことができることです。
目標設定-進捗管理-仮説検証の仕組みを作り、サポートすることを理解
し、具体的実践を考えます。次世代リーダー（管理職）として中堅管理
職以上の方を対象としています。是非、当セミナーをご活用下さい。

プロフィール 1981年広島大学文学部卒業。㈱ベネッセコーポレーション（当時、福武書店）入社。
同社にて人事労務、社員教育、採用、組織開発全般を統括する。2005年に「三宅社会
保険労務士事務所」を開設し、法人や自治体に対してオーダーメイドの人事評価、目
標管理、人材開発、教育制度の設計から導入までのコンサルティングを行っている。

【　講　　師　】  三宅社会保険労務士事務所　代表  三宅  敬司 氏組織人事コンサルタント

11月 大銀セミナー（１日コース）のご案内

管理者基礎セミナー
～管理者の役割認識と能力開発のために～

①マネジメントの基礎知識と管理者に
求められる立場、役割を学びます。
②変革時代におけるリーダーシップの
あり方と、部下のモチベーションを高
めるリーダーの条件を考えます。
③理想論ではなく、その気になれば明
日から職場で実践可能なやり方を学び
ます。

本セミナーの特徴

【　定　　員　】  26名　※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込み下さい。
【　会　　場　】  大分銀行宗麟館　5階大会議室 
　　　　　　　　　（大分市東大道１丁目９番１号）※JR大分駅「上野の森口」（南口）から徒歩４分

【　参加料金　】 DKK会員（１口）： 13,200円（税込） 同（複数口会員）： 11,000円（税込） 非会員：22,000円（税込）

・上記料金は１人あたり、消費税込の金額です。
・開催日前日以降のキャンセルの場合、当社規程のキャンセル料を頂きますのでご了承下さい。
・諸般の事情により中止または延期となる場合があります。詳細は当社ホームページでお知らせ
　いたします。あらかじめご了承下さい。
・昼食はご用意しておりません。各自でお取り下さい。 ホームページ

〔https://www.dkk-oita.co.jp/〕
からもお申し込みいただけます！

2021.11.19（金）開催「管理者基礎セミナー」参加申込書
（株）大銀経済経営研究所  宛
【FAX：097-533-6888】

大分銀行お取引店
　本店　・（　　　　　　　　　　　）支店・出張所

事業所名 

所在地  〒  

所属部署・役職名 年　齢参　加　者　名

TEL

FAX

いずれかに〇を 　　　　　　　　連絡担当者                 　　　　　　所属･役職名 
　１．会　員　　２．非会員

◇個人情報保護法に定義する個人情報に該当する情報は、開催者で実施する事業に利用します。従って、当該個人情報の第三者（業務受託者を除く）への
提供または開示はしません。ただし、参加者の同意がある場合及び法令等に基づき要請された場合には、当該個人情報を提供できるものとします。

（フリガナ）

（フリガナ）
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