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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。 

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

 

 ◆平成 31 年 熊本経済同友会･熊本商工会議所 新年祝賀会の御案内 

 

 http://www.kmt-cci.or.jp/topics/detail.php?id=20181119210118 

 

  新年を迎えるにあたり、地域経済のますますの発展を祈念致しま 

 して熊本経済同友会と合同で新年祝賀会を開催致します。 

 

 【日 時】平成 31 年 1 月 5 日(土)17：00～18：30 

 

 【場 所】ホテル日航熊本 5 階「阿蘇」 

 

 【会 費】6,000 円/人 

     ※当日受付にて申し受けます 

 

 ※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 

 

 



─────────────────────────────── 

 

 ◆事業承継の初めの一歩！ 

  経営の「見える化＆磨き上げ」講座 

 

 http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181126133700 

 

  「後継者不足による中小企業の廃業が増加している中で、事業承継 

 の重要性が見直されています。今回のセミナーでは、事業承継の「初 

 めの一歩」である、自社の経営の見える化＆磨き上げにスポットを当 

 て、分かり易く解説します。「事業承継は、まだまだ先の問題」とお 

 考えの経営者の皆様にも役立つ内容となっています。 

  是非ご参加ください。 

 

 【日 時】平成 31 年 1 月 23 日(水)18：00～20：00 

 

 【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室 

 

 【定 員】30 名 

 

 【受講料】会員：無料（非会員：3,240 円） 

 

 【講 師】本郷経営研究所 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】熊本商工会議所 商工観光振興課 

       Tel 096-354-6688 

 

 

─────────────────────────────── 

 

 ◆熊本・観光文化検定受験申込開始のご案内 

 

 http://www.kmt-cci.or.jp/authorization/kankoubunka.php 

 



  11 月下旬より「熊本・観光文化検定」受験申込を開始致しました。 

 「熊本・観光文化検定」は、平成 19 年から実施している熊本のご当地 

 検定です。熊本固有の歴史や文化、魅力を再発見し、おもてなしの心 

 をもっていただくことを目的に実施しています。 

  皆様のお申込みお待ちしております！ 

 

 【実 施 日】平成 31 年 2 月 3 日(日) 

 【申込期間】平成 30 年 11 月 26 日(月)～平成 30 年 12 月 28 日(金) 

       ※窓口での申込受付時間 平日 8 時 30 分～17 時 15 分 

 

 ※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 商工観光振興課 

       Tel 096-354-6688 

 

 

─────────────────────────────── 

 

 ◆熊本・観光文化検定実施ステップアップ講座開講！！ 

 

 http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181122135055 

 

  今回、公式テキストブックに沿って、もっと掘り下げて学びたい方 

 を対象にセミナーを企画いたしました。受験をお考えの方、是非とも 

 ご参加ください。 

 

 【日 時】(2 級)平成 31 年 1 月 17 日(木) 18：30～20：30 

      (1 級)平成 31 年 1 月 22 日(火) 18：30～20：30 

 

 【場 所】熊本商工会議所 会議室 

 【受験料】各日 1,080 円(税込) 

      ※受験料は当日受付にてお支払いください。 

 【講 師】末吉 駿一 氏(末吉・歴史文化研究所 社長、 

                    検定テキスト執筆・編集者) 

 【その他】「熊本・観光文化検定公式テキスト」及び「熊本・観光文化 

      検定公式テキスト 続編」に沿って、熊本の自然、歴史文化、 



      観光等を中心に、2 月 3 日の観光文化検定のポイントについて 

      も解説いたします。必ずテキストをご持参ください。 

      (会場でも販売しております) 

 

 ※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 商工観光振興課 

       Tel 096-354-6688 

 

 

─────────────────────────────── 

 

 ◆平成 30 年度各種検定試験のご案内 

 

 http://www.kmt-cci.or.jp/authorization/ 

 

 商工会議所の検定試験は、ビジネス実務に直結する技能を重 

 視し、企業が必要とする人材の育成を目的に実施しています。 

 是非、人材育成、人事評価などにお役立てください。 

 

 ◆簿記検定 

  【試験科目】1～3 級 

  【試 験 日】平成 31 年 2 月 24 日(第 4 日曜日) 

  【申込期間】(窓 口) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 22 日(火) 

        (インターネット) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 24 日(木) 

        ※現在お申込み期間外の為、お申込みはできません。 

 

 ◆リテールマーケティング検定(販売士) 

  【試験科目】1～3 級 

  【試 験 日】平成 31 年 2 月 20 日(第 3 土曜日) 

  【申込期間】(窓 口) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 22 日(火) 

        (インターネット) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 24 日(木) 

        ※現在お申込み期間外の為、お申込みはできません。 

 

 ※主な検定のみ掲載しております。詳細につきましては 

  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 

 

 

〓〓〓〓【 熊本商工会議所 Express!!】〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

  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！ 

  

  ┏━━┓     

  ┃田田┣━┓ 発行 熊本商工会議所 
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