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今後の主要事業
【5月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

所

事
グループ・局

5月16日（木）
10:00～12:30

第244回常任理事会 ・ 第87回理事会 合同会議

5月23日（木）
11:15～13:00

2019年 5月度 会長・副会長会議

6月13日（木）
14:00～18:00

第45回 定時総会 ・ 第88回 理事会 ・ 記念講演会 ・ 懇親会

JRタワーホテル日航札幌

担

企画総務グループ

道経連会議室

大照・高井・中村

企画総務グループ

札幌グランドホテル

当

高井
大照・中村

企画総務グループ

【5月以降の講座講習会】
日

時

5月15日(水)
16日(木)
10:00～17:00
5月21日(火)
13:00～17:00
5月29日(水)
10:00～17:00
6月3日(月)
13:00～17:00
6月12日(水)
9:00～17:00
6月19日(水)
10:00～16:00
6月26日(水)
28日(金)
9:00～17:00
7月3日(水)
9:50～17:00
4日(木)
10:00～17:00
7月5日(金)
9:20～20:10
7月12日(金)
13:00～17:00

場

講座講習会名
グループ・局

所

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

受講料

－管理の原理原則の習得－

大会議室B

労働政策局

会員 23,760円

一般 30,240円

労働基準法の実務講座 ～労働時間･時間外労働･休日･有給休暇のポイントと留意点～
道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 8,640円

労働政策局

会員 14,040円

一般 11,880円

人事・賃金制度の構築セミナー
道特会館

5階

大会議室B

一般 18,360円

雇用保険に関する実務講座
会員 6,480円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
すぐに効果が実感出来る法人営業行動力強化研修
＝トップ営業マンへのブレイクスルーの秘密を明かす！＝

道特会館

6階

中会議室

労働政策局

会員 12,960円

一般 8,640円

一般 17,280円

『働き方改革時代とメンタルヘルス対策』 ～支え愛、学び愛、紡ぎ愛の組織風土を～
道特会館

6階

中会議室

労働政策局

会員 12,960円

一般 17,280円

会員 54,000円

一般 72,360円

労働政策局

一種 27,540円

二種 25,380円

労働政策局

会員・一般

ＭＴＰ（管理研修プログラム）コース 【3日間コース】
道特会館

6階

中会議室

労働政策局

第一種・第二種衛生管理者受験のための対策講座
道特会館

5階

大会議室A

安全管理者選任時研修
道特会館

5階

大会議室A

11,880円

給与計算の実務講座～給与に関する源泉徴収事務を中心に解説します～
道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 6,480円

一般 8,640円

【道経連通信 №719】(1)

日

時

7月19日(金)
10:00～16:00

場

所

講座講習会名
グループ・局

受講料

就業規則の整備と見直し
～ 改正労働基準法・労働安全衛生法・パート労働法への対応 ～
会員 11,880円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局

一般 16,200円

※講座・講習会の内容詳細及び申込書は当会ホームページにも掲載しております。

http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
お問い合わせは 労働政策局(ＴＥＬ 011-251-3592)まで。

掲 示 板
◆ 原子力発電環境整備機構 より
科学的特性マップに関する対話型全国説明会が開催されます。
原子力発電環境整備機構(ＮＵＭＯ)は、経済産業省資源エネルギー庁との共催で、高レベル放射性廃棄物の
地層処分について理解を深めていただけるよう、対話型全国説明会を開催しています。
旭川市、函館市、北見市での説明会開催のご案内がありましたので、お知らせいたします。
参加申込等は以下のURLを御覧ください。

https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/
よろしくお願いします。

◆ 北海道経済部経済企画局経済企画課 より
北海道・第一生命共催「経営者セミナー」が開催されます。
◆札幌開催
〇日時：２０１９年５月２０日（月） １５：３０～（受付開始
〇場所：ロイトン札幌（札幌市中央区北1条西１１丁目）
◆小樽開催
〇日時：２０１９年５月２１日（火） １７：００～（受付開始
〇場所：グランドパーク小樽（小樽市築港１１－３）

１５：００～）
１６：３０～）

▼詳細及び申込みは、別添資料を御覧ください。

【道経連通信 №719】(2)

北海道・第一生命共催

「経営者セミナー」の開催
（北海道経済部経済企画局経済企画課）
※ 本 セミナーは、北 海 道 と第 一 生 命 の包 括 連 携 協 定 に基 づく協 働 事 業 です。
※ セミナーの詳 細 については、チラシをご参 照 ください。

◆札幌開催
〇日時：２０１９年５月２０日（月） １５：３０～（受付開始 １５：００～）
〇場所：ロイトン札幌（札幌市中央区北 1 条西１１丁目/Tel：０１１－２７１－２７１１）
〇内容
第一部 １５：３０～１６：３０
『がんは治る時代へ』～最新の放射線治療機器による最先端治療～
講師：芝本 雄太（しばもと ゆうた）氏
名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 主任教授
診療連携先 ／ 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院
第二部 １６：４５～１７：４５
『これからの世界・日本経済の行方』～北海道経済への影響は？～
講師：永濱 利廣（ながはま としひろ）氏
㈱第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト

◆小樽開催
〇日時：２０１９年５月２１日（火） １７：００～（受付開始 １６：３０～）
〇場所：グランドパーク小樽（小樽市築港１１－３/Tel：０１３４－２１－３１１１）
〇内容
講演会 １７：００～１８：００
『これからの世界・日本経済の行方』～北海道経済への影響は？～
講師：永濱 利廣（ながはま としひろ）氏
㈱第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト
＜申し込み方法＞
〇以下のホームページより、それぞれの開催場所におけるチラシをダウンロードしていただき、
参加申込書に必要事項を記入の上、申込先まで FAX にてお申し込み下さい。

（ホームページ） http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/semina.htm
（FAX 申込先） 第一生命 札幌総合支社 八條 行
FAX:０１１－２０９－０３２３
〇申込締切日：２０１９年５月１４日（火）

お問い合せ先
第一生命 札幌総合支社 Tel：０１１－２４１－３１４１（担当：八條）

1

２０１９年５月２０日（月）

ロイトン札幌

第一部：１５：３０～１６：３０

所在地
ＴＥＬ

（受付開始１５：００）

第二部：１６：４５～１７：４５
懇親会：１８：００～

札幌市中央区北１条西１１丁目
011-271-2711

※地下鉄東西線西11丁目駅より徒歩約3分です。
アルコール類の提供もございますので、
ご来場の際は公共の交通機関をご利用下さい。

永濱首席エコノミストも参加いたします！

参加費は必要ございません！
＜お申込方法＞下記申込書に必要事項をご記入の上ＦＡＸいただくか、当社担当の生涯設計デザイナーにお渡しください。
＜お問い合せ＞第一生命 札幌総合支社 ℡０１１－２４１－３１４１（担当：八條（ハチジョウ））

申込締切日：５月１４日（火）

C19-411-0004（2019.4.10）

切り取り

第一生命札幌総合支社 経営者セミナー 参加申込書
第一生命 札幌総合支社 八條 行
申込みＦＡＸ ： ０１１－２０９－０３２３

参加します

資料請求します

貴社名

ご芳名
フリガナ

役職（

※こちらにゴム印を押印 もしくは名刺を貼付してください

性別
男 女

※先着150名さまにて締切とさせていただきます。なお、ご応募いただけ
る方は、成人またはご結婚をされている未成年者、就労されている18歳
以上の未成年者に限らせていただきます。
当社では、ご記入いただきました内容を以下の業務などに活用させていただきます。
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
●当社業務に関する情報提供・運営管理
※各種商品・サービスの詳細は、当社ホームページ
（http://www.dai-ichi-life.co.jp/）でご覧いただけます。

）

生年月日

S・H

年

月

お届けしたのは・・・

北海道経済部
経済企画局経済企画課

日

◆講師

芝本 雄太（しばもと

ゆうた）氏

名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 主任教授
診療連携先 ／ 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院
1980年3月 京都大学医学部卒業
1980年12月 島根医科大学 中央放射線部助手
1987年3月 京都大学大学院 医学研究科修了
1989年7月 フンボルト財団奨学研究員（ドイツ・エッセン大学医学）
1992年3月 京都大学医学部 放射線医学教室 講師
1992年10月 京都大学胸部疾患研究所 腫瘍学分野 助教授
2002年3月～ 現職
2012年5月～2017年3月
名古屋市立大学病院 副病院長
主な受賞

ハンス・ランゲンドルフ賞（1992年 ドイツ・オーストリア）
菅原賞（2015年 国際癌治療増感研究協会）

◆講師

永濱 利廣（ながはま

としひろ）氏

（株）第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト
95年早稲田大学理工学部工業経営学科卒、05年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了
95年4月第一生命保険入社、98年より日本経済研究センターへ出向。
2000年4月より第一生命経済研究所経済調査部、2016年4月より現職。
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター、総務省消費統計研究会委員、景気循環学会理事、
著書に「経済指標はこう読む」（平凡社新書）、「図解９０分でわかる！日本で一番やさしい
『アベノミクス』超入門」（東洋経済新報社）、「エコノミストの父が、子どもたちにこれだ
けは教えておきたい大切なお金の話」（ワニ・プラス）など多数。

切り取り

講師に対するご質問がございましたらお聞かせください。
テーマ

C19-411-0004（2019.4.10）

◆講師

永濱 利廣（ながはま

としひろ）氏

（株）第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト
95年早稲田大学理工学部工業経営学科卒、05年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了
95年4月第一生命保険入社、98年より日本経済研究センターへ出向。
2000年4月より第一生命経済研究所経済調査部、2016年4月より現職。
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター、総務省消費統計研究会委員、景気循環学会理事、
著書に「経済指標はこう読む」（平凡社新書）、「図解９０分でわかる！日本で一番やさしい
『アベノミクス』超入門」（東洋経済新報社）、「エコノミストの父が、子どもたちにこれだ
けは教えておきたい大切なお金の話」（ワニ・プラス）など多数。

グランドパーク小樽

２０１９年５月２１日（火）
講演会：１７：００～１８：００

所在地 小樽市築港１１－３

（受付開始１６：３０）
懇親会：１８：００～
永濱首席エコノミストも参加いたします！

ＴＥＬ 0134-21-3111
※小樽築港駅より徒歩約５分です。
アルコール類の提供もございますので、
ご来場の際は公共の交通機関をご利用下さい。

参加費は必要ございません！

＜お申込方法＞下記申込書に必要事項をご記入の上ＦＡＸいただくか、当社担当の生涯設計デザイナーにお渡しください。
＜お問い合せ＞第一生命 札幌総合支社 ℡０１１－２４１－３１４１（担当：八條（ハチジョウ））

申込締切日：５月１４日（火）

C19-411-0005（2019.4.10）

切り取り

第一生命札幌総合支社 経営者セミナー 参加申込書
第一生命 札幌総合支社 八條 行
申込みＦＡＸ ： ０１１－２０９－０３２３

参加します

資料請求します

貴社名

ご芳名
フリガナ

役職（

※こちらにゴム印を押印 もしくは名刺を貼付してください

性別
男 女

※先着150名さまにて締切とさせていただきます。なお、ご応募いただけ
る方は、成人またはご結婚をされている未成年者、就労されている18歳
以上の未成年者に限らせていただきます。
当社では、ご記入いただきました内容を以下の業務などに活用させていただきます。
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
●当社業務に関する情報提供・運営管理
※各種商品・サービスの詳細は、当社ホームページ
（http://www.dai-ichi-life.co.jp/）でご覧いただけます。

）

生年月日

S・H

年

月

日

お届けしたのは・・・

北海道経済部
経済企画局経済企画課

