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このメールは、熊本商工会議所メールマガジンにご登録頂き
ました方に送付しております。
日々変化する経済環境の中、皆様のお役に立つ情報源の一つ
として、ご活用いただければ幸いです。今年度もどうぞよろし
くお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
◆「会員の集い」ご案内
http://www.kmt-cci.or.jp/member/20181119tsudoi.php
当所運営に多大なるご支援をいただいております皆様方に、感謝
の気持ちを込めまして、平成３０年度「会員の集い」を下記内容に
て開催する運びとなりました。今回は、利益率 20%を超える IT 鉄工所
HILLTOP(株) 代表取締役副社長 山本 昌作 氏 をお招きして講演会
も開催いたします。会員の皆様の相互交流の機会となりますので、
是非ご参加ください。
【日 時】平成 30 年 11 月 19 日(月)15:00～19:15
【会 場】熊本ホテルキャッスル 2 階「キャッスルホール」
(熊本市中央区城東町 4-2)
【対 象】当所会員企業及び関係機関の方々
【定 員】200 名

【懇親会参加料】お一人につき 3,000 円
※式典、講演会へのご参加は無料です
【申込締切】平成 30 年 11 月 12 日(月)
※詳細、申込等につきましては、上記 URL をご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 会員サービス課 Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆2019 年国際スポーツ大会概要説明会
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181024131645
2019 年 10 月～12 月に開催されるラグビーワールドカップ・女子ハ
ンドボール世界選手権大会では、多くの外国人観光客の方々が来熊
されます。おもてなしの準備を万端にして、確実に売上に繋げてい
ただくために、大会の概要についての説明会を開催します。奮って
ご参加ください！
【日 時】平成 30 年 11 月 15 日(木)9：30～11：00
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
【定 員】50 名
【対 象】熊本市内の観光関連事業者等
【講 師】熊本国際スポーツ大会推進事務局
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 商工観光振興課

Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆事業承継計画作成セミナー
http://www.kmt-cci.or.jp/topics/detail.php?id=20181029084248
事業承継の進め方や事業計画の概要を説明した後、自社の事業承
継計画に着手していただきます。事業承継をお考えの方はぜひご参
加ください。
【日 時】平成 30 年 11 月 15 日(水)14：00～16：00
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
【定 員】20 名程度
【受講料】無料
【講 師】熊本県事業承継ネットワーク事務局 ブロックコーディネーター
本郷経営研究所（中小企業診断士）代表

本郷 誠 氏

※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本県事業承継ネットワーク事務局
Tel 096-312-4190

───────────────────────────────
◆消費税怪訝税率導入・税率引き上げに備える事前準備と実務対策
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181029173658
消費税率引き上げ・軽減税率制度導入の２０１９年１０月まで、

１年を切りました！軽減税率制度の導入にあたっては、すべての業
種の皆さまが適用税率に区分した経理や新しい請求書方式などに対
応する準備が必要となります。ギリギリなって慌てないために今の
うちから対策を備えましょう！
【日 時】平成 30 年 11 月 20 日(火)14：00～16：00
平成 30 年 11 月 27 日(火)14：00～16：00
【会 場】熊本商工会議所 会議室
【定 員】11 月 20 日(火)30 名（先着）
11 月 27 日(火)15 名（先着）
【講 師】株式会社ワクフリ
代表取締役

髙島卓也 氏

※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 経営金融課 Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆貴方の会社の魅力が伝わる求人の書き方
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181015093734
慢性的な「人手不足」は、企業にとって事業継続のうえで深刻な課題
の一つです。そこで、必要な人材を確保するために知っておきたい「貴
社の魅力を効果的にＰＲするコツ」や最新の「助成金・奨励金」に関す
る情報等を分かりやすく解説します。
ぜひ、ご参加ください。
【日 時】平成 30 年 11 月 27 日(火)18：00～20：00
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室

【定 員】50 名
【受講料】会員：無料(非会員：3,240 円/1 名)
【講 師】社会保険労務士事務所 みらいパートナーズ
武田亮大 氏
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 商工観光振興課
Tel 096-354-6688 Fax 096-352-5202

───────────────────────────────
◆企業が今とるべき人手不足への対応～労働意欲を高める人材育成
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181025110025
人手不足が深刻化しているなか、高い離職率が問題となっています。
人材が定着しない状況では、事業を安定して継続することは難しく、
離職率を低下させることが急務といえます。
そこで本セミナーでは、
『人材の定着』に焦点を当て「働きたいと
思われる企業とは何か」
「定着率向上の仕組み作り」について具体的
に学んでいきます。ぜひ、ご参加ください！
【日 時】平成 30 年 12 月 3 日(月)
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
【定 員】先着 50 名
【受講料】会員：無料(非会員：3,240 円)
【講 師】社会保険労務士 ㈱コンサルタントブレイン

代表取締役

西原哲朗 氏

※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 総務企画課
Tel 096-354-6688 Fax 096-352-5202

───────────────────────────────
◆熊本商工会議所女性会“くまもと未来イノベーションアワード”
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181005093258
熊本商工会議所女性会では、熊本の未来に向けて、『街・人・
産業・文化・社会』発展のため、果敢に取り組んでいるイノベー
ターにフォーカスし、若手後継者等の人材育成を目的に”未来イ
ノベーションアワード”を開催いたします。
本年のテーマを「地域共創」～地域の立場から、志のある人た
ちと共に、新しい営みを創る～と掲げ、３名の未来イノベーター
を講師に招き、講演を行います。是非、ご参加ください。
【日 時】平成 30 年 11 月 6 日(火)
第 1 部/イノベーション講座 18：00～19：30
第 2 部/交流会

19：30～21：30

※会費は、当日受付にてお支払いください。
【会 場】ホテル日航熊本 5F 天草
【受講料】第 1 部/イノベーション講座 無料
第 2 部/交流会

会費制 8,000 円

【講 師】ベトナムトレーディング㈱ 代表取締役 吉角友里 氏
㈲渡辺商店

代表取締役 渡辺義文 氏

熊本ヴォルターズ㈱

代表取締役 湯之上聡 氏

※詳細、申込等につきましては、上記 URL をご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 専門指導課 Tel 096-354-6688
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ご意見、配信中止、配信先変更などに関する手続きなどは以下の
メールアドレスからお願いします。
express@kmt-cci.or.jp
本メールマガジン掲載情報に関するお問い合わせは
TEL:096-354-6688 FAX:096-352-5202
E-mail:info@kmt-cci.or.jp
熊本商工会議所までお気軽にどうぞ！
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