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セミナー内容 ※内容は変更になることがございます

魅力ある職場づくりと経営１

生産性向上

講師︓パナソニック ライフソリューションズ創研 ⼟井 宣史⽒　
厚生労働省 生産性向上ガイドライン（2019.3 策定）を安全
リスクも含め具体的に解説。
経営視点での効果を解説します。

〜業務効率化（改善）による時間創出の必要性〜

自立支援介護技術の向上
講師︓介護総合研究所『元気の素』　上野 ⽂規⽒
令和時代の介護は「自立支援介護」が益々求められます。
それはクオリティの高い本来あるべき介護です。
目指す方向性と方法論を整理し、経営視点での効果を
解説します。

助成金について２

介護事業者様におすすめの助成金について解説します。

働きやすい環境づくり

講師︓パナソニック ライフソリューションズ創研 宮本 裕司⽒
魅力ある職場とは？ それは、誰もが納得できる評価
制度や、人を育成する仕組み･･･また、風通しのよい
社風やコミュニケーション･･･。これらが機能すれば、
スタッフは、自らの成長を感じ、将来への展望が開け、
「ずっとこの会社にいたい」と感じるのです。
松下幸之助の考え方から解説します。

〜松下幸之助の考え⽅より〜

対象：介護事業者 経営幹部

ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
パナソニック ライフソリューションズ創研株式会社 06-6907-5534電話 （村上・角田）

つのだお問合先

パナソニック ライフソリューションズ創研株式会社

無料
※事前申込が
必要です

ホームページ：https://panasonic.co.jp/ls/plsbct/2019.09

12月26日
13:00 ～ 17:00

当社東京研修所

（木）11月28日
13:00 ～ 17:00

（木）11月27日
13:00 ～ 17:00

松心会館（パナソニック企業年金基金）

（水）

パナソニック名古屋中村ビル南館

大 阪

京阪 ・ 大阪モノレール　門真市駅下車　 
徒歩約５分

JR ・ 名鉄 ・ 近鉄 ・ 地下鉄　名古屋駅より
徒歩約１５分 

名古屋 東 京

JR、京王、小田急　新宿駅より徒歩約５分 
会場 : 会場 : 会場 :

につきましては、裏面をご覧ください

（門真市） （西新宿）

（講師プロフィール・会場へのアクセス）申込方法

講師︓特定社会保険労務⼠　杉森 隆志⽒



2019.09
このチラシの記載内容は2019年9月現在のものです。

ホームページ：https://panasonic.co.jp/ls/plsbct/ 【〒571-8686】 大阪府門真市大字門真1048    TEL.(06)6908-6863
【〒160-0023】 東京都新宿区西新宿7-20-1     TEL.(03)5332-5200

2019 年 4月１日よりエコソリューションズ創研は、ライフソリューションズ創研へ社名を変更しました

【個人情報取扱いについて】
　当社は、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの個人情報への不正アクセスやその不正使用、紛失、破壊、改竄、漏洩等を予防する保護策を講じています。
　詳細につきましては、ホームページをご高覧ください。（個人情報保護方針：https://panasonic.co.jp/ls/plsbct/）

【講座の日程変更・中止】
　講座は少人数・やむを得ない事情で日程変更、または中止させていただく場合がございますのでご了承ください。

LS

https://panasonic.co.jp/ls/plsbct/

当社ホームページからお申し込みください。
①パナソニック ライフソリューションズ創研Webサイトへアクセス

②上記サイトへアクセス後、TOPページ「おすすめコンテンツ」をご覧ください。
　　　　　

■ お申し込み

■申込締切 : 大阪 11月 21日（木） 　 名古屋 11 月 21日（木）　東京 12月 19日（木）　
■参加料は無料です。但し、事前の申し込みが必要です。

■定員（各会場 50名）になり次第、締め切らせていただきます。

介護総合研究所『元気の素』　
代表　上野　文規氏

【プロフィール】
人間生理学に基づいた、介護の新しい考え方と介助技術、
さらにそれらを具現化する新発想の機器と空間づくりを提
案･実現するために、介護総合研究所『元気の素』を設立。
全国で、講演･現場指導、人間工学に基づいた生活用品
の発案、そして介護施設の開設準備にともなう「ひと･もの･
はこ」の総合プロデュースや、施設などの新築･改築の設計･
施工の監修及び、コンサルタント等と幅広く活躍。

【プロフィール】
松下電工株式会社（現パナソニック）入社
以来、本社人事～各部門人事～人材能力開発センター
など、人材開発制度の企画～展開、理論と現場の融合･
実践をテーマに、37 年間の会社生活を人事担当一筋で
過ごす。
現在は、階層別研修（管理者･管理者候補･中堅社員･若手
社員･新入社員）、マインド改革、部下育成、松下幸之助に
学ぶなどの研修の他、人事制度の構築や人材育成全般の
コンサルタントとして活躍。

パナソニック ライフソリューションズ創研 

上席講師　宮本　裕司氏

【プロフィール】
松下電工株式会社（現パナソニック）入社
以来、照明部門にて生産技術、TPM 推進、製造管理、工場
運営、購買調達などの業務に従事。また、コミュニケーション
アップ、モチベーションアップ推進にも注力する。
国内外の工場長、海外連結会社社長を歴任。
退職後は、ものづくりプロセスのムダ取り活動、工場運営管理
全般、コミュニケーションアップ、安全管理全般を得意分野に
研修講師コンサルタントとして活躍。
現在は、そのノウハウを活かし、介護事業分野でも研修を
担当。

働きやすい環境づくり生産性向上 自立支援介護技術の向上

パナソニック ライフソリューションズ創研

 上席講師　土井 宣史氏

■ 講師プロフィール

■ 会場へのアクセス

至京都

門真市
消費生活センター

松心会館

〒571-0055 
大阪府門真市中町 1 番 19 号

●ＪＲ大阪駅から→
   JR 環状線（外回り）京橋乗り換え→京阪電車
   京橋駅から、区間急行か各駅停車に乗車し、
   門真市駅下車　 徒歩約５分

●大阪空港（伊丹空港）から→
　 大阪モノレール大阪空港駅から門真市駅下車　
　 徒歩約５分

松心会館（パナソニック企業年金基金）

■アクセス

■所在地

大
阪
会
場
（
門
真
市
）

ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
パナソニック ライフソリューションズ創研株式会社 06-6907-5534電話 （村上・角田）お問合先

●名古屋駅東側、名駅通を南へ。笹島交差点を
   南下し、下広井町交差点で（住友生命ビルを
   左に見て）若宮大通方向へ向けて、ななめ
   左道なりに進み、約２００ｍ先結婚式場
   「出雲殿」の北隣（一方通行）。
   JR ・ 名鉄 ・ 近鉄 ・ 地下鉄　名古屋駅より
   徒歩約１５分 

パナソニック名古屋中村ビル　南館

■アクセス

〒450-8611　
愛知県名古屋市中村区名駅南
2-7-55

■所在地

名
古
屋
会
場 パナソニック

名古屋中村ビル

パナソニック ライフソリューションズ創研株式会社
東京研修所

●新宿駅より徒歩５分（JR、京王、小田急）

●新宿駅（丸の内線）新宿西口駅（大江戸線）
Ｄ４出口より徒歩４分

■アクセス
〒160-0023
東京都新宿区西新宿７－２０－１
住友不動産西新宿ビル２６Ｆ

■所在地

東
京
会
場
（
西
新
宿
）

住友不動産
西新宿ビル２６Ｆ

つのだ

●西新宿駅１番出口より徒歩３分（丸の内線）


