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研修 のご案内

七十七銀行
本店

１階ジュエリーツツミさんの左から入ると
奥にエレベーターがあります

参加申込書

『 社員研 修 2018 』・『 ステップアップ 2018 』

下記にご記入の上、切り取らずＦＡＸ・メールにてお申し込みください。

4月 5日(木)−6日(金)

※4名以上でお申し込みの場合は、別途参加者名簿をお送りください。
※お申込後２日以内に、担当より確認のご連絡をいたします。万が一弊社から返信が無い場合は、送受信トラブルが
考えられますので、恐れ入りますが到着確認のお電話（022-796-9231）をお願いいたします。

ＦＡＸ：022-796-9232 メール：melody@harmony-ofﬁce.com
申込日： 2018年

月

日

-

）

9月 6日(木)−7日(金)

社会人としての基本を学ぶ

組織で求められるスキル、果たす役割

社員研修 2018
ステップアップ 2018

事業所名
ご担当名

（連絡先：

ふ り が な

□ 社員研修 2018
□ ステップアップ2018

参加者名
ふ り が な

□ 新卒（高校・専門・大学・大学院）
※丸で囲んでください
□ 既卒

選択してください

□ 社員研修 2018
□ ステップアップ2018

参加者名
ふ り が な

□ 新卒（高校・専門・大学・大学院）
※丸で囲んでください
□ 既卒

選択してください

□ 社員研修 2018
□ ステップアップ2018

参加者名
選択してください

参加費 の お支払

-

選択してください

□ 月額報酬と同時

□ 新卒（高校・専門・大学・大学院）
※丸で囲んでください
□ 既卒
※ 以下の日程でのキャンセルは
致しかねます。予めご了承下さい

□ 別途お振込（請求書希望）

社員研修2018
：3/20以降
ステップアップ2018 ：8/20以降

【企画運営・申し込み先 】

仙台市青葉区上杉２-３-３８-４F ／ TEL０２２-７９６-９２３１ ／ FAX０２２-７９６-９２３２

社会人としての基本を学ぶ

組織で求められるスキル、果たす役割

社 員 研 修 2018
2018年

4月 5日(木)−6日(金)

///////////////////////

ステップアップ2018

受付開始は 9：15 です

///////////////////////

９：３０ １８：３０

研修
開始

終了
予定

2018年

9月 6日(木) −7日(金)

参加対象 Ｈａｒｍｏｎｙのお客様が採用された 新卒3年以内の方
定

員 ３０名（オブザーブとして参加希望の方はお問合せ下さい）

会

場 ＰＡＲＭ-ＣＩＴＹ１３１

4階

マナー・コミュニケーション
働くということ

～なぜいま新聞なのか～

社会の見方、つながり方

フリーアナウンサー・朗読家

株式会社 河北新報社

渡辺 祥子

記者

図を使って “考える”

自分のこと・
これからの仕事のこと

大泉 大介

定期面談・評価の
受け方、受け止め方 -PART.1-

株式会社 マグネットデザイン

株式会社 あしたのチーム

岩澤 仁子

仙台支社長

東田 信也

９：３０ １８：３０

研修
開始

終了
予定

定

員 ３０名

会

場 ＰＡＲＭ -ＣＩＴＹ１３１（予定）

参 加 費 １人あたり 23，
7６０円（昼食代・消費税込）

申込方法 裏面の申込書をFAX または メールにてお申し込み
ください。

心を伝える

///////////////////////

左頁
「社員研修 2018」受講者はもちろん、
今回初めて受講する方も大歓迎です！

ROOM 4G

新社会人の双方が、長い道のりをともに駆け抜けること
ができるよう、
「学び」という形で皆さんのお役に立ちたい
と考えています。
研修では、日々の業務に則した実践的な講義やワーク、
ロールプレイを通して、社会人としての基礎知識を学び
ます。
社会生活の一歩を踏み出す皆さんへ向けたこの研修に、
ぜひご参加ください。皆様のお申し込みをお待ちして
おります。

受付開始は 9：15 です

参加対象 Ｈａｒｍｏｎｙのお客様が採用された 新卒3年以内の方

参 加 費 １人あたり 2 3，
7６０円（昼食代・消費税込）

今年も新社会人の皆さんを迎える季節がやってきま
した。企業側の「早く仕事に慣れ、長く働いてほしい」
という期待と、若い世代が望む「理想の社会人生活」
、
その
ギャップで生じる溝を埋め、離職という結末を防ぐには、
双方の車輪が同じ方向を目指して走れるよう、相互理解
を実現することが不可欠です。
その第一弾として、Ｍｅｌｏｄｙでは、これから社会に
出る皆さんのために社会人として知っておきたい大切な
ことをギュッとまとめたセミナーを企画しました。企業と

///////////////////////

申込方法 裏面の申込書をFAX または メールにてお申し込み
ください。
春の社員研修から 5 ヶ月。皆さんはそれぞれの経験を
積み、少しずつ会社や業務に慣れて来ている頃かもしれ
ません。
職場の中での自分の位置づけ、果たすべき役割、また、
部・課・プロジェクトチームの中での自分のポジション
を把握していますか？そして、最終的な顧客は誰なのか、
見えていますか？あなたは今、上司に何を期待され、何
を求められていると思いますか？上司や先輩との連携を
深めるためには、どのようなスキルが必要でしょうか？

事実・状況を把握する力、問題を的確に捉える力、問題
を解決する力、自分の考えを整理して適切かつ効果的に
相手に伝える力など…社会人となって間もないこの時期
だからこそ必要な学びがあります。
そこでＭｅｌｏｄｙでは、これから各事業の一翼を担う
社員となる皆さんが、確実にステップアップの力をつける
研修を用意しました。ぜひご参加ください。

SNSの正しい使い方・
落とし穴

印象と言葉づかい・発声

健康管理で仕事力アップ！

東北テレメディア開発 株式会社

フリーアナウンサー・朗読家

産業医・花京院健康管理センター

弁護士・晩翠法律事務所

渡辺 祥子

清治 邦章

菅野 修

代表取締役社長

渋谷 潤

賃金・保険の仕組み・会社の仕組み
・コミュニケーション

社会人として働くということ

～心に響く～

秘伝!? 新聞記者の
コミュニケーション20のツボ

定期面談・評価の
受け方、受け止め方-PART.2-

知っているだけで気持ちが軽くなる

トラブル・クレームに対する
心構えと対処法

あなたの仕事は何ですか？

図で表すあなたの仕事

～座学から実践へ、
挑戦・他己紹介～

社会保険労務士・Ｈａｒｍｏｎｙ

株式会社 河北新報社

門田 陽子

記者

※ 筆記用具をお持ちください。
※ プログラムは変更になる場合があります。予めご了承ください。

仕事に遊びにぬかりなく

大泉 大介

株式会社 あしたのチーム
仙台支社長

東田 信也

株式会社 マグネットデザイン

岩澤 仁子

※ 筆記用具をお持ちください。
※ プログラムは変更になる場合があります。予めご了承ください。

