
KCCI News Release 令和 ３年 ９月２１日（火）１４時発表 

 

神戸商工会議所では、神戸市内の中小事業者を対象に中小企業 WEB研修事業(※)を展開し、

人材育成並びにＩＴスキル向上を支援しています。このたび、著名講師による特別セミナーを

ライブ配信形式で下記の通り開催致します。参加者を募集いたしますので、ぜひ紙面等で告知

いただきますようお願い申し上げます。 

記 

■セミナー（概要）＜詳細は添付のチラシをご参照ください＞ 

講  師：京都大学大学院 工学研究科 教授 藤井 聡 氏 

日  時：令和３年１０月２１日（木）１４：００～１５：３０ 

形  式：オンラインセミナー（Ｚｏｏｍウェビナー使用） 

内  容：「東京五輪以降の経済のゆくえ―地方経済はどうなるのか―」 

対  象：神戸市内中小事業者(非会員企業も参加可)２００名(先着順） 

受 講 料：無料 

  申込方法：特設サイトよりＷｅｂ申込み  
       https://rod-m.com/211021/1793.html 

       チラシのＱＲコード、または神戸商工会議所ＨＰの 

        「セミナー・イベント情報」からアクセスできます。 

 

※中小企業 Web研修事業（動画配信）とは 

事前に利用登録を行った企業の経営者や従業員が、パソコン・スマホ・

タブレット端末から Web上の専用サイトにアクセスし、セミナーコンテ

ンツをクリックひとつで視聴できるオンデマンドサービス。一般経営、

税務・経理、経済など幅広い分野にわたる、600本以上のセミナー動画

を提供しており、随時新たな動画を追加している。 

2020年度は主にテレワーク中の人材育成・研修、経営情報の取得等に

活用され、前年度比 12.5倍のアクセス数となった。 

【利用実績】2020年 4月～2021年 3月：23,494アクセス 

      累計受講登録企業：879社 

以 上 

 

【本件担当】神戸商工会議所 会員事業部会員事業チーム(荒木・小林) 
TEL：078‐303‐5809 / FAX：078‐303‐3003 

報道番組等で活躍する著名人による特別講演＜オンライン開催＞ 

「中小企業 Web研修事業」ライブ配信セミナーの開催について 

―京大・藤井聡教授が「東京五輪後の地方経済」をテーマに講演― 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

オンライン形式 

 

オンラインセミナーへの申込みから当日の参加までの手順になります。 

※登録フォームは神戸商工会議所およびＲＯＤ－ライブセミナー運営会社の株式会社ブレーンに送信されます。 

※登録フォームにてご記入いただいた個人情報は「お問い合せの対応」および「本サイトの情報提供」に関する業務のみで使用されます。 

 

  ＜セミナーに関するご留意事項＞ 

  本セミナーはインターネットで開催されるオンラインセミナーです。「Zoom」のアプリを使用します。 

・本セミナーの受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操作するものといたします。 

以下の項目に基づく損害について、神戸商工会議所および株式会社ブレーンは一切責任を負いません。 

（1）受講者が利用する機器もしくはソフトウェアなどのスペック、設定の不備または故障等により、本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

（2）受講者が利用するネットワークの品質、状況等により本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。 

スマートフォンやタブレットでのご参加も可能です。 

Zoom 使用 

10 月21 日（木）１4：00～15：30 

受講料 無料 先着 200 名 

下記申込みサイトよりお申込みください。 

https://rod-m.com/211021/1793.html 

【申込締切：10 月 17 日（日）】 

神戸商工会議所 会員事業部会員事業チーム ☎078-303-5809  

定 員 

お問合せ 

申込方法 

申込み １ 

申込サイトの 
参加希望フォームより
必要事項を送信 

申込み締切後 ２ 

オンラインセミナー事
務局より参加の案内メ
ールが届く 

前日 3 

再度参加の案内メール
が届く  

当日 4 

参加の案内メールから 
セミナーに参加 

※ 30分前から入場可能 

京都大学大学院 工学研究科 教授 
 

藤井 聡 氏 

＜講師プロフィール＞ 

1968 年、奈良県生まれ。京都大学卒業後、同大学助教授、東京工業大学教授等
を歴任。専門は都市・国土計画、経済政策等の公共政策論および実践的人文社
会科学研究。数多くの論文を発表し、受賞歴多数。朝日放送「正義のミカタ」、
関西テレビ「報道ランナー」他報道番組で解説者として出演。また 2012 年か
ら 2018 年まで(第二次安倍政権)において内閣官房参与を務めた。 

コロナ禍は未だ出口が見通せないなか、東京オリンピック・パラリンピックの開催を終えて、
地方インフラや地域社会はどのように変化していくのか。元内閣官房参与として公共政策の提
言を行い、テレビ・ラジオの報道番組等でも活躍する藤井聡氏を講師に迎え、日本経済の今後
の展望を、とりわけ地方経済に焦点を当ててお話しいただきます。 

中小企業 Web 研修事業ライブ配信セミナー 

神戸商工会議所 

2021年度 兵庫県商工会議所連合会 労働環境対策事業 

申込みサイト QRコード 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576837495/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9kb3QuYXNhaGkuY29tL3dhLzIwMTgxMjI1MDAwODAuaHRtbA--/RS=^ADBXGIbxAjN5W95uD5qGF6zHpWCVng-;_ylt=A2RCKwf3T_tdyDYASyaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


中小企業 WEB 研修事業 ( 動画配信 )神 戸 商 工 会 議 所
2021 年度 兵庫県商工会議所連合会　労働環境対策事業

ご利用方法   

◇定番から月次更新の最新情報まで、
　　　　　　　　  分野別に600本以上の動画コンテンツを掲載
◇PC・タブレット・スマートフォン等で時間・場所を選ばず視聴可能

3営業日を目処に貴社専用の
「ID」と「パスワード」を返信い

たします。

入力フォームにて、「事業所名」
「部署名」「担当者名」「TEL」を

ご連絡願います。

中小企業WEB研修事業
(動画配信 )を利用する
準備が整いました！

https://www.kobe-cci.or.jp/
support/ondemand/

動画サイトにアクセスして
ログイン、利用を開始。

動画サイトにアクセス メールを受信 準備完了 動画サイトに
ログインして利用開始1 2 3 4

ＩＤ：ＸＸＸＸＸ
パスワード：ＸＸＸＸＸ

【お問合せ】　神戸商工会議所　会員事業部会員事業チーム TEL：078 - 303 - 5809【お問合せ】　神戸商工会議所　会員事業部会員事業チーム TEL：078 - 303 - 5809

若手社員に向けた「仕事ができる
人」になるための研修。自分のクセ
を知るためのワークを行い、自身の
弱点を克服する方法を解説。「すぐ
やる」最初の一歩を習慣にして"や
らないストレス"を減らしてみませ
んか？

敬語は使い方を誤ると、意
図が伝わらないだけでなく
相手を不快にさせる原因
になりかねません。ここで
は、間違った敬語の事例を
提示しながらビジネスシー
ンに不可欠な正しい言葉遣
いを徹底的に学びます。

株式会社コンパス　代表取締役 鈴木　進介

池田　泰美クルール代表
人材育成コンサルタント

一般経営研修・人材育成

これだけは知っておきたい
ビジネスマナー（１） 34分

「すぐやる人」になるための仕事のやり方

相手を不快にさせない
言葉遣いの実践講座

誰でも簡単に分かりやすい伝え方ができる
「バスガイド式プレゼン上達法」

研修・人材育成

51分 67分 48分

研修・人材育成

107分

伊藤 誠一郎
株式会社ナレッジステーション
代表取締役
プレゼンテーション講師

新社会人としての心構えから、話し
方、立ち方、名刺交換、来客対応な
ど、覚えておきたいビジネスマナー
を、徹底的に網羅。本を読んだだけ
では頭に入りにくいポイントを、わ
かりやすく解説します。新入社員、
若手社員必見です。全 4 回シリー
ズで公開します。

E-ComWorks株式会社代表取締役
プレゼンテーション･プランナー 山本　衣奈子

プレゼンテーションを成功
させるヒントはバスガイド
にあり！　プレゼンのノウ
ハウ本を出版した講師が、
1500 人 以 上に伝 授して
きた「バスガイドに学ぶプ
レゼンの上達法」をお話し
します。

タイトル 講師名 時間 タイトル 講師名 時間

一
般
経
営

「親子で語る事業承継」　第 1 回　これから
の時代に求められる社長交代の心得と考え方 二条　彪 35 分

研
修
・
人
材
育
成

テレワーク時代のスタンダード　「Zoom
ミーティング」活用セミナー（３） 久原　健司 25 分

社長業入門セミナー 第１回「中小企業
のオーナー社長の仕事・責任とは？」 黒須　靖史 19 分 新しい生活様式で求められ続ける

新・接客対応と事例紹介 橋本　泉 61 分

〜コロナ禍での経営・財務の強化！ 〜
V 字回復戦略セミナー 仲光　和之 80 分 ウィズコロナ時代

リアル店舗のマスク接客 五味　栄里 110 分

渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く 渋澤　健 45 分 困難でも折れない心を持つための
7 つの思考 川崎　雄司 48 分

買いやすい店、いろいろ買いたくなる店　
7 つのポイント 橋本　泉 79 分 女性脳・男性脳、女性心理・男性心理を理

解しコミュニケーションの達人！になろう！！ 西田　陽子 110 分

コロナ禍の新しい生活に対応した
経営戦略！ 河辺　よしろう 87 分 With コロナ時代の現場本質型

思考力伝達コミュニケーション 川崎　雄司 58 分

※掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。（掲載しているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）
※本サービスで配信するコンテンツに関するすべての著作権（複製権、放送権、映画化権、本著作物を原著作物とする二次的著作物についての利用権等並びに著作権法 27 条及び 28 条に規定する権利を含む。）はブレーン・グループが所有するか原著作者から許諾を得て使用しているものです。
※本サービスで配信するコンテンツを無断で複写、複製、転載、頒布を行う事を禁止します。
※本サービスを利用したウェブの閲覧や情報収集は、利用者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。本サービスで提供するコンテンツ（リンク先の情報も含む）の正確性・妥当性・適法性等については細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
　掲載内容に基づく解釈、契約等は必ず事前にご自身の責任に基づいてご確認のうえお願いいたします。また、本サービス掲載の情報、またはウェブサイトのリンク先の利用によって、第三者に何らかの損害が発生したとしても、その損害については一切の責任を負いません。

これからの時代、幸せな人
生を歩むには逆境を跳ね返
す強い心を持つことが重要
です。逆境に反応して精神
的回復力や自然治癒力で柔
軟に適応し、目標を達成す
るために再起する力や生き
延びる力で素早く立ち直り、
成長する能力につなげる７
つの考え方をお伝えします。

川崎 雄司
株式会社ENJOYNS代表取締役
近畿大学
学生起業支援ベンチャー講師

研修・人材育成

困難でも折れない心を持つための
7つの思考

PC・スマホで
いつでもどこでも…
貴社の研修・自己啓発に

ご活用下さい。

https://www.kobe-cci.or.jp/support/ondemand/https://www.kobe-cci.or.jp/support/ondemand/
検索神戸商工会議所  WEB セミナー


