
①下記申込書に必要事項をご記入の上、事務局までＦＡＸにてご送付ください。
②参加申込書到着後、開催１カ月前より請求書、会場案内図をご送付いたします。
③受講期間中にキャンセルされた場合でも、ご返金はいたしません。あらかじめ了承ください。

２50,０００円（資料代、 交流会費、合宿費 、消費税を含む／会場までの交通費は各自負担） 

大阪中小企業投資育成株式会社　セミナー事務局
〒530-6128　大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２８階
TEL 06-6459-1700　 FAX 06-6459-1703

FAX 06-6459-1703 （番号違いにご注意ください）

後継者交流コース「新輪会2022」 参加申込書

会  社  名
（カナ）

所  在  地

〒

受講者名

所属・役職名 （カナ）

氏 名

e-mail（必須） 生年月日（西暦）

年　 月 日（　  　　歳）

アレルギー等でお召し上がりになれない食材がございましたらご記入ください。

連絡担当者
(ご請求送付先)

所属・役職名 （カナ）

氏 名

TEL

FAX 

e-mail

当セミナー受講にあたり、国や自治体、公的機関等の助成金・補助金の利用予定がある場合は右の枠に✓をお願いします。　□
当該参加申し込みの情報は本セミナー講師機関および参加者全員と共有いたします。
本セミナー以外の目的および参加者同士の交流以外の目的で利用することはありません。
参加者のメールアドレスは必ずお書きください。（参加者への連絡はすべてメールにて行います）

社長の実力は、仕事力２割に人間力８割と言われています。
名社長は、仕事力はもちろんのこと人間力にも優れています。

そんな社長から見れば、若い後継者には人間力がまだ十分に備わっておらず、

頼りなく見えることは当たり前です。そこに焦点をあてられても、後継者にはとまどいしか生まれません。

投資育成では、同じ立場の後継者同士が、それが後継者共通の悩みやとまどいであることに気付き、
勇気をもつための、「教育」より「相互啓発」に重点をおいた、啓発交流プログラムをご提供しています。
「２０年後でもつき合っていられる仲間づくり」を目的とし、毎回、自身の弱点に気付いていただくための「勉強会」と、
メンバー同士の腹を割った情報交換を目指す「交流会」とを組み合わせ、
全く新しいタイプの後継者教育・啓発交流の「場」としています。

地域・業種を越えた後継者達が集まった過去の参加者の傾向を踏まえ、

１３年目を迎える今回は、多くの後継者が直面する「後継者の心構え」に焦点を当ててまいります。

～コロナ禍を踏まえ、Zoomによるオンライン受講にも対応いたします。～

後継者交流コース
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長
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社長後継者
２０22年９月～２０23年２月（全６回：うち、合宿１回）
（毎回　勉強会 13：00 ～ 17：00　　交流会 17：30 ～ 20：00）

1  ９月 9日(金) 「絶対達成」 横山 信弘 氏　〔㈱アタックス・セールス・アソシエイツ〕

2 １０月１4日(金) 「印象力」 加藤 あや 氏　〔Act communications〕

3 １１月17日(木) ～ 18日(金) 〈１泊２日〉 「琵琶湖合宿～滋賀県の優良企業を訪ねて～」※

4 １２月 2日(金) 「労務課題」 北見 昌朗 氏　〔㈱北見式賃金研究所〕

5  １月13日(金) 「新入社員対策」上田 実千代 氏　〔㈲オフィスウエダ〕

6  ２月10日(金) 「交渉力」 小森 康充 氏　〔小森コンサルティングオフィス〕

※企業訪問は、参加者の業種によっては、見学できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

20名程度

勉強会場　投資育成®セミナールーム （琵琶湖合宿を除く）
　〔大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２８階〕

交流会場　 勉強会場の周辺で設定（※社会情勢により中止する場合があります）

大阪中小企業投資育成株式会社　セミナー事務局
〒530-6128　大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２８階
TEL 06-6459-1700　 FAX 06-6459-1703

対　象

期　間

定　員

場　所

事務局

2022新輪会

投資育成®ビジネススクール参 加 費

お 申 込

お問い合わせ

大阪投資育成の投資先企業に限定



N社　
29歳

基本的な進め方
（琵琶湖合宿については別途ご案内します）

過去の受講生の声

合宿をきっかけに、訪問
企業とビジネス交流の機
会を得ることができ、大変
有意義でした。

経営者と後継者から、直
接、お考えや苦労話が聴
けたうえに、質疑応答の機
会もあった。実際に経営に
携わる方々とお話ができる
良い機会でした。

企業の現場に入り、目標を絶対達成させ
るコンサルタント。支援先は大企業から
中小企業にいたるまで。ベストセラー「絶
対達成シリーズ」の著者であり、メルマ
ガ「草創花伝」は4万人超の経営者･管理
者が購読。また日経ビジネスオンライン、
Yahoo!ニュースのコラムは年間2,000
万以上のPVを記録。目標を絶対達成さ
せるための後継者自らが燃える姿勢につ
いて解説します。

投資育成セミナー「管理職塾」常任講師。
Ｐ＆Ｇ時代には、常にトップ営業マンとして
の実績を上げ、アジアパシフィック最優秀
マネージャーにもなる。その後、日本ロレ
アル、COACHジャパンなど、実力主義の
外資系企業で20年間の営業キャリア・人
材育成キャリアを積む。後継者の身につけ
るべき「交渉力の鍛え方」について解説し
ます。

新幹線「米原」駅に12:20集合、翌夕解散
する合宿研修。新輪会メンバーの会社を訪
問。各社では、「経営者の心得」「事業承継体
験談」についてもお話しいただき、単なる座
学ではない、生々しい空気の中で、同じ立
場の後継者同士で、じっくりと考えていた
だきます。

投資育成セミナー「ガラッと賃金一新セミ
ナー」常任講師。1959年生まれ。新聞記
者を経て、1995年に独立開業。自らが多
数の職員を雇用する経営者だけに、実践的
な助言に定評がある。１千件以上の就業規
則を作成した実績を持つ、人事労務のスペ
シャリスト。近年、労務管理に課題を抱いて
いる企業は少なくはありません。そこで今
回は、後継者が知っておくべき労務課題や
対応策について解説します。

投資育成セミナー「新入社員研修」「先輩
社員研修」常任講師。富士ゼロックス、コン
サルタント会社を経て、中小企業診断士の
資格を修得し、経営コンサルタントとして独
立。ビジネスマナー研修、女性リーダー研
修を専門として活躍中。新入社員の3割が
入社後3年で転職すると言われる時代、そ
の定着に向けての経営課題について解説し
ます。

元RKB毎日放送リポーター・キャスター、
元天神エフエムパーソナリティ。2014年
度ミセス日本グランプリファイナリスト。コ
ミュニケーションやスピーチなど話し方の
講師を務めており、行動に移させる質問に
も定評がある。企業研修の他、200人以上
の個人レッスンを行い、経営者の指導も豊
富。今回は、自分の印象をアップさせるた
めの話し方などの諸動作、心構えについて
トレーニングします。

横山 信弘 氏  
株式会社 アタックス・
セールス・アソシエイツ　
代表取締役社長

小森 康充 氏
小森コンサルティング
オフィス 代表

北見 昌朗 氏　
株式会社北見式賃金研究所
所長

上田 実千代 氏　
有限会社オフィスウエダ
代表取締役

加藤 あや 氏　
Act communications 
代表

絶対達成 印象力 琵琶湖合宿 労務課題 新入社員対策 交渉力

2022年

9月9日㊎

下記の日程・講師・内容は、都合により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2022年

11月17日㊍〜18日㊎
2022年

10月14日㊎
2022年

12月2日㊎
2023年

1月13日㊎
2023年

2月10日㊎

講 師 紹 介

U社　
31歳

株式会社 ピカコーポレイション
滋賀工場（滋賀県犬上郡）

株式会社 ナカサク
本社・湖南工場（滋賀県湖南市）

1泊
2日

F社 
44歳

登壇された講師は圧倒的
な存在感でスピーチ力も
素晴らしかった。緊張感
を持って受講ができ、大
変勉強になった。

H社　
57歳

後 継 者 交 流 コ ー ス

イントロダクション
１分間
スピーチ大会

勉強会

交流会

反省会　

13 :00 ～

13 :30 ～

14 :00 ～

17 :30 ～

20 :00 ～

内容は毎回
変わります

会場は毎回変わ
りますが、社会情
勢により中止する
場合があります

投資育成会社が
担当します

絶対達成のための
トップの心得

印象アップトレーニング 滋賀県の
優良企業を
訪ねて

社長後継者が
知っておくべきこと

新入社員定着のための
経営課題

ラポール構築と
効果的な交渉術

テーマは毎回
変わります

会場は毎回変わ
りますが、社会情
勢により中止する
場合があります

コロナ禍ということもあり、
一部の講義をZoomで受
講したが、問題なく受け
ることができた。
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