
■2019年度 地域経営をリードする人材マネジメント部会 会場・日程 ver.190918[表面] 

【人材マネジメント部会】 

＊第 1 回、2回、4回研究会の基本的なタイムスケジュール 

10：00 研究会開始 （9：45 受付開始） 

 昼食休憩 

仙台・福岡会場  17：00 研究会終了 

東京・名古屋会場 18：00 研究会終了 

 

＊第 3 回、第 5 回研究会の基本的なタイムスケジュール 

1 日目：13：00 研究会開始 ～ 夕方 研究会終了 

  ※終了後、交流・意見交換会があります 

2 日目：09：30 研究会開始 ～ 夕方 研究会終了 

 

【管理職部会】基本的なスケジュール 

 1 日目（金曜日）：14：00 研究会開始 ～ 18:30 研究会終了 

   ※終了後、交流・意見交換会があります 

2 日目（土曜日）：09：00 研究会開始 ～ 12:00 研究会終了 

 

＊第 1 回～ 5回 日程 

人材マネジメン

ト部会 

地域会場および 

東京会場集合開催 

第 1 回 研究会 

６会場 ※1 

 

2019年 

4月 16日(火)東京①/17日(水)東京②/18 日(木)仙台 

23日(火)東京③/24日(水)名古屋/25 日(木)福岡 

第 2 回 研究会 

６会場 ※1 

5月 14日(火)東京①/15日(水)東京②/16 日(木)仙台 

21日(火)東京③/22日(水)名古屋/23 日(木)福岡 

第 3 回 研究会 

1会場、1泊 2日 ※2 

7月 17日(水)・18日(木) ★合同★ 東京 

※1 日目 午後開始、2 日目 夕方終了予定 

動画による 

幹事フィードバック 

8 月中に成果物提出、9 月に動画による幹事フィードバック実施 

※2019年度は夏期研究会（合宿）を開催しません 

第 4 回 研究会 

８会場 ※1 

10月 09日(水)東京①/10日(木)仙台 

16日(水)東京②/17日(木)東京③/18 日(金)名古屋 

23日(水)東京④/24日(木)東京⑤/25 日(金)福岡 

第 5 回 研究会 

1会場、1泊 2日 ※2 

2020年 1月 30日(木)・31日(金) ★合同★ 東京・早稲田 

※1 日目 午後開始、2 日目 夕方終了予定 

経営セミナー 

日本橋、午後開催 

夏期 

秋期 

2019年 8月 16日（木） 

10月 4 日（金）もしくは 7日（月）（予定） 

管理職部会 

東京会場開催 

金曜午後～土曜午前 

第 1 回 研究会 2019年 5月 24日(金)午後・25日(土)午前 東京 

第 2 回 研究会 6月 28日(金)午後・29日(土)午前 東京 

各チームに対する 

個別コーチング 

8月中で日程調整し Zoomによるウェブ会議を実施 

第 3 回 研究会 10月 18日(金)午後・19日(土)午前 東京 

第 4 回 研究会 2020年 1月 17日(金)午後・18日(土)午前 東京 

※1：第 1～2 回東京会場①～③の参加日、第 4 回東京会場①～⑤の参加日は事務局指定 

※2：第 2 回、第 5 回のご参加者の宿泊場所は、各自お手配のほどお願いいたします。  



■2019 年度 地域経営をリードする人材マネジメント部会 会場・日程 ver.190918 [裏面] 

 

＊【人材マネジメント部会】第 1 回～2 回地域会場について（6会場） 

会場名 第 1回（4月）  第 2回（5月）  

仙台 仙都会館 ８階会議室  （仙台市青葉区中央 2-2-10） 

東京 

①～③ 

WASEDA NEO 教室 8・9 

（東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目ビルディン

グ コレド日本橋 5F） 

5/14 ベルサール東京日本橋 5階 Room7 

（東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー5F） 

5/15、5/21 WASEDA NEO 教室 8・9 (同) 

名古屋 桑山ビル８A 

（名古屋市中村区名駅 2 丁目 45番 19号） 

ウィンクあいち[愛知県産業労働センター]10 階

1002教室（名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38） 

福岡 福岡商工会議所 403〜405教室 

（福岡市博多区博多駅前 2 丁目 9-28） 

福岡商工会議所 408教室 

（福岡市博多区博多駅前 2 丁目 9-28） 

 

＊【人材マネジメント部会】第 3 回～ 5回集合開催・地域会場について 

会場名 第 3回（7月） ※集合開催 

東京 ベルサール東京日本橋 Room3+4+5 

（東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー5F ベルサール東京日本橋） 

会場名 第 4回（10月） 

仙台 仙都会館 ８階会議室  （仙台市青葉区中央 2-2-10） 

東京 

①～⑤ 

WASEDA NEO 教室 8・9 

 （東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目ビルディング コレド日本橋 5F） 

名古屋 桑山ビル８A（名古屋市中村区名駅 2 丁目 45 番 19 号） 

福岡 福岡商工会議所 403〜405教室  （福岡市博多区博多駅前 2 丁目 9-28） 

会場名 第 5回（1月） ※集合開催 

東京 早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール（東京都新宿区西早稲田１丁目２０−１４） 

 

＊【管理職部会】第 1～4回の会場 

会場名 日程 会場 

東京会場 2019年 5月 24・25日、6月 28・29日、 

10 月 18日・19日 

2020年 1月 17日・18日 

WASEDA NEO 教室 8 （東京都中央区日本橋 

1-4-1 日本橋一丁目ビルディング コレド日本橋

5F） 

【経営層・変革リーダー向け「経営セミナー」】 

イベント 日程 会場 

経営セミナー秋期 2019年 10月 7日（月） WASEDA NEO ホール（東京都中央区日本橋 

1-4-1 日本橋一丁目ビルディング コレド日本橋

5F） 

※ご参加者の宿泊場所は、各自お手配のほどお願いいたします。 

※会場変更等ございましたら速やかに連絡いたします。ご不明点は以下にお願いいたします。 

≫お問い合わせ：一般社団法人地域経営推進センター 青木、中村  Mail：mani@maniken.jp 

以上 


