経営幹部育成研修
先行く時代を見据えた組織の牽引者になるために

現在、社会福祉法人組織に求められる役割は、利用者・ご家族に
向けられるものから、さらに地域社会に向けてと広がり、「地域
共生社会」の実現に向けて各法人組織様が尽力している状況です。
その中で、経営幹部の方々におかれましては、サービス提供の質
の向上やそのための組織運営はもとより、「選ばれ続ける組織づ

くり」に向けたミッションやビジョンを描き、実践していく力が
求められます。
本セミナーでは、将来ありたき姿を実現していくために必要な
ミッションやビジョンなどの上位概念や、それが職員の方々のエ
ンゲージメント（この職場で働き続けたいという気持ち）の向上、

組織づくりについてご案内させていただきます。

対象者と課題観
理事
事務局長

先々を見て法人
全体を考えたいが
現業に追われそれ
ができていない。

経営者視点での組
織運営の仕方を知
りたい。

経営者として
求められる資質が
知りたい。

施設長

受講の目的
経営幹部として求められる
リーダー機能について学ぶ。

社会福祉法人が求められる
役割について理解する。

これから求められる経営幹
部人材について理解する。

得られるもの
経営幹部として必要な
視座の向上が図れます。

自身のリーダーシップ
の特徴や課題が明確に
なります。

他法人との交流により
違いを知り、視野が広
がります。

本講座のねらい
職員、利用者、ご家族、地域に選ばれ続けるための組織づくりと、そのた
めに必要な経営力の向上について学ぶ

12月14日（水）9:30～16:30
９：３０

１０：００

１１：００

オリエンテーション
・本講座の目的・目標観・進め方
「これからも選ばれ続ける組織づくりとは」
・社会福祉法人を取り巻く環境変化
・経営力向上のための考え方
・組織上位概念の見直しとありたき姿
・個人検討 ⇒ グループ内共有

講義形式

講義形式
個人検討
グループ内
共有

１２：００

昼食休憩
１３：００

１４：００

１５：００

１６：００

「これから求められる経営幹部人材とは」
・リーダー機能とマネジャー機能
「経営幹部としてのリーダー機能について」
・逆算経営指向、成果指向、組織変革を推進、
大志を持ってことにあたることができる
「経営幹部としての自己のリーダーシップスタイル」
・LIFO診断解説、個人レポート
※LIFO診断は事前にwebにて実施

「本日の学びと今後の活動計画」

講義形式
個人検討
グループ内
共有
講義形式
個人検討
グループ内
共有
講義形式
グループ内
共有
個人検討
グループ内
共有

１６：３０

・講義形式、個人検討、グループ内共有の組み合わせで行います。
・昼食とは別に適宜休憩をとらせていただきます。

Webによる診断、受講後のフォローアップ
LIFO診断個人レポート

受講者の自己のリーダーシップスタイルを診断した個
人レポートは今後の強みの発揮に活用いただきます！

eラーニング

本講座の事後学習として2コース活用いただきます！
①経営戦略 ②ビジョンとリーダーシップ

受講者の声
研修の中で行われた自己診
断では自分としては管理者
の立場という観点から、マ
ネージャ的要素が少し強く
なっている事を感じました。
研修を受ける中でもう少し
リーダー的要素が必要とい
う事に気づかされました。

どのような目標や目的があ
るのかを、皆に理解しても
らった上で、初めて進むべ
き方向性を示す事が如何に
大事であるか、グループ
ワークなどで意見交換がで
きた事と併せて詳細に理解
する事ができました。

言葉としてそれぞれを聞い
たり、自分なりの把握をし
ていたつもりではいました
が、講義の中での説明を聴
いていくと、ここでも自分
なりの理解しかしていな
かった事に気付かされまし
た。

◆開催概要
日程

セミナー料金（税込）

2022年12月14日（水）9:30~16:30

お1人様1開催
￥33,000-

【本書および講座内の個人情報取扱について】
１ 利用目的および提供 株式会社ビーコンラーニ
ングサービス（以下、「BLS」）は、
本書に記載される個人情報を以下の目的に利
用いたします。
（１）お申込みご担当者の確認と講座申込み手続き
（２）講座内で使用するメンバー表の作成
（３）ご参加者の確認
（４）講座終了後に配付する所感等資料の送付
（５）分科会のグループ編成およびご参加者に対す
る職場実践へのアドバイス
（６）講座終了後、BLSが扱う最新のプログラムおよ
び サービスに関するe-mail等での情報提供
（注１）（３）に関しまして、申込内容の確認のため、ご参加者
に直接連絡をさせていただく場合があります。
（注２）（６）に関しまして、希望されない旨をお伝えいただけ
ればご意向に添わせていただきます。
（注３）（２）、（４）、（５）に関しまして、講座の内容によ
り利用しない場合があります。
ただし、以下いずれかに該当する場合は、この限りではあり
ません。
※お客様より同意をいただいた場合
※法的義務を果たすために必要な場合
※お客様および公衆の生命・健康・財産等の重大な利益を保
護するために必要な場合

２ 本書で情報提供がなされない場合、
ご参加手続きに支障をきたす
場合があります。

主
催

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－２－１ 東石ビル

３ 講座内における個人情報の取扱いについて
（イ）講座開講受付時、ご本人様確認のために名刺
を頂戴いたします。
（ロ）本講座内では、講座の効果性を高めるために、
グループ編成表や演習・ワークシート等にお
いて、ご参加者間でお名前等の個人情報を共
有していただくことがあります。
（ハ）自己理解を助けたり、チーム活動を効果性を
高めたりする目的で、個人の行動特性などを
分析する診断を活用する場合があります。そ
の際は、各ご参加者のデータをご参加者間で
共有していただきます。
（ニ）個人情報の一部は、お申込みいただいた組織
の研修所轄部署に受講後報告として提供され
る場合があります。
（注４） （イ）につきましては、オンライン開催の場合
は該当いたしません。

４ 弊社が提供するサービスの品質向上のために、
お客様個人が特定できない範囲で、講座内容
を撮影・録画・録音する場合がございます。
５ ご参加者の個人情報に関する利用目的の通知、
開示、訂正・削除・提供の拒否につきまして
は、ご本人様からのお申し出により、合理的
な期間および範囲で対応をさせていただきま
す。

６ BLSの公開講座ご参加者に対するプライバ
シーポリシーの詳細は、弊社ホームページを
ご参照ください。
７
本書記載の情報および個人情報の取扱いに関
ＴＥＬ：03-6231-1670（平日9:00～17:30）
するご質問・ご要望は下記にて承ります。
ＦＡＸ：03-6231-1677（24時間）

お申込み
【FAX】 03-6231-1677
経営幹部育成研修（有料）申込書
貴組織・団体名

所在地

ご
担
当
者

（〒

）

ふりがな
お名前

部門・役職

ＴＥＬ：

ＭＡＩＬ：

開催要項送付先
ご参加者欄

ご担当者様

・

ご参加者様

請求書送付先

ご担当者様

・

ご参加者様

※上記以外の方がご参加される場合、ご記入をお願いします。
組織名

部門・役職

名前

メールアドレス
※開催要項をご参加様に送付する場合はご記入ください。

参加日程に〇をつ
けてください。

社会福祉法人

7月 8日(金)
12月14日(水)

社会福祉法人

7月 8日(金)
12月14日(水)

社会福祉法人

7月 8日(金)
12月14日(水)

１

２

３

申込みに当たっての諸注意
＊裏面の【本書および講座内の個人情報取扱について】をお読み
になり、ご同意の上、以下にご記入ください。
＊お申し込み受付後、請求書をお送りさせていただきます。
＊公開講座ご参加組織様として、組織名を公開させていただきま
すので、あらかじめご了承ください。
＊天候不良およびご参加者の安全を考慮して、スケジュールを変
更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
＊FAXでお申し込みの際は、送信面をご確認ください。

キャンセルの取り扱いについて
＊お申し込み後に参加を取り消される場合は下記に示す
区分に準じて、キャンセル料を申し受けます。
＊日数計算については土日・祝日を含めて算出いたします。
講座開始の7日前～3日前

ご参加費用の70%

講座開始の2日前～当日

ご参加費用全額（100%）

参加にあたって準備いただきたいもの
◆参加にあたって準備いただきたいもの
①Zoomに参加するためのデバイス（下記のいずれかは必須）
（1）パソコン（ノート型パソコンが望ましい）
※職場での会議室利用やご自宅など、周囲を気にせず集中
するために、場所を移動できるノート型パソコンが望ましい
です。
※パソコンは、カメラ内臓のもの、もしくは外付けのカメラを
ご用意ください。
（2）タブレット
（3）スマートフォン
②ネットワーク環境
受講される際には、パソコンが有線LANで
つながっている、または、通信量無制限の
Wi-Fi環境に接続できるパソコン、タブレット、
スマートフォンなどのデバイスからご参加いただく
ことを推奨いたします（接続には相当量のデータ
通信容量を必要とするため、月間の通信上限が
ある場合はご注意ください）。
③イヤホンマイクやヘッドセット
イヤホンマイクやヘッドセットをご用意いただいた方が、
質の高い音声でのやり取りやハウリング防止ができます。
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