
あたほ環境機構(株)　開催予定講座等一覧 (2/2)　　　　【改定2014.1.6】

環境認証ｻﾎﾟｰﾄと経営改善ｻﾎﾟｰﾄの分野で講座の開催を計画しております。当ﾍﾟｰｼﾞは【■経営改善ｻﾎﾟｰﾄ講座】をご案内しております。

当ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの講座ご案内の【■KES認証取得ｻﾎﾟｰﾄ講座】もご覧下さい。

【経営改善サポート講座①】　…企業では、最も肝要な事は『経営改善』であると思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたほ環境機構(株)では、前身であるHI-KES活動でつちかってきました講座をﾌﾞﾗｼｭｱｯﾌﾟしてご提供いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は不良低減・原価低減・小集団活動をﾃｰﾏとしておりますが、逐次新しい内容を取組みます。ご要望いただければ前向きに開催いたします。

2014年 　 　 　
一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

回数 第38回 第39回 第40回  　 第41回 　 　 第42回

○ ○ ○ 14:00～16:30 開催日 1/17（金） 3/19（水） 4/18（金）  　 8/19（火） 　 　 12/18（木）

開催地 京浜地区 京浜地区 京浜地区  　 茨城地区 　 　 名古屋地区

【経営改善サポート講座②】　…他社様の成功体験や具体的な取り組みをお互いの環境宣言等を切り口として情報交流をﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽいたします。

2014年 　　 　 　
一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 １１月 １２月

回数 第1回総会 第37回 　 第38回  　  第39回 　

◆情報交流 14:00～16:30 開催日 1/15（水） 3/14（金） 　 6/25（水）  　  10/17（金） 　

開催場所 ｴｯｻﾑ神田ﾎｰﾙ 京浜地区 　 茨城地区   名古屋地区 　

回数 第126回 第129回 第130回 第131回 　 　 第135回 　 第137回 　 第139回 　

10:00～ 開催日 1/16（木） 2/13（木） 3/12（水） 4/11（金） 　 　 7/4（金） 　 9/16（火） 　 11/17（月） 　

各社様1時間 開催場所 京浜地区 京浜地区 京浜地区 京浜地区 　 　 京浜地区 　 京浜地区 　 京浜地区 　

回数 第127回 第128回 第132回 第133回 第134回 第136回 　 第138回 　 第140回

10:00～ 開催日 1/20（月） 2/7（金） 4/14（月） 5/2（金） 6/25（水） 7/16（水） 　 10/17（金） 　 12/18（木）

各社様1時間 開催場所 名古屋地区 　茨城地区 茨城地区 名古屋地区 茨城地区 茨城地区 　 名古屋地区 　 名古屋地区

【経営改善サポート講座③】　…各社様の取組状況にあわせて出前の形で上記開催講座内容をご説明いたします。雇用促進…の教育としてもご活用下さい。

2014年 　 　 　
一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 １２月

　

○ ○ ○ 開催日 ご希望の日時をご相談下さい。 　

　

【経営改善サポート講座④】　…KES確認審査で指摘される項目を中心に、各社様での固有の問題点を中心に出前の形で取組ませていただきます。

2014年 　 　 　
一般 特別 専門 受講対象（※1） (開催時間) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

○ ○ ○ 開催日 ご希望の日時をご相談下さい。 　

※１　　受講対象：あたほ倶楽部会員様には参加費用の特典があります。詳細は参加費用一覧をご覧下さい。

※2　　今回は不良低減・原価低減・小集団活動をﾃｰﾏとしておりますが、ご要望あればその場で変更もいたします。

【開催場所】　：　変更することもございます。あらかじめご了承下さい。

京浜地区 戸部ビル　8階会議室 ・・・浜松町駅　他

茨城地区 伊勢甚会議室 ・・・水戸駅

静岡地区　 別途ご案内いたします。 ・・・

名古屋地区 ホテル稲穂　第一会議室 ・・・JR東海道新幹線　名古屋駅太閤南口　　徒歩約1分

ご希望の日時をご相談下さい。

調達環境道場

◆ＫＥＳ認証取得あるいは活動を継続する上での
　各種ご相談。
◆環境活動をより経営に生かすノウハウの提供
　　　例：原価低減に結びつけた環境改善活動。
◆他の改善活動と協調をとった効率良い運営方法。
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下記タイミングでご要請ください
　　・新年度P(計画)構築時
    ・確認審査前
　　・社内教育の一環として
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に従事されている
方々

貴社のKES教育支援を行わせていただきます。
貴社のKES教育計画に組み込んで、ご活用ください。
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収支改善講座
(旧専門教育講座)

講座概要

KES認証対応講座
講座名 講座概要 開催日他
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KES認証対応講座

◆環境と不良率低減　(※2）
◆環境と原価低減①　(※2）
◆環境と小集団活動　(※2）

ご希望の日時をご相談下さい。

○

講座概要
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あたほ倶楽部総会
情報交流会
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講座概要

出前講座

講座名

丸の内センタービル 泉山クラブ 

丸の内センタービル 泉山クラブ 

丸の内センタービル 泉山クラブ 

  
当面 『 休止 』 といたします。     

下記 『出前講座』をご要請下さい。 

 
 
 

当面 『 休止 』 といたします。     
 
 
                     

 下記 『出前講座』をご要請下さい。 

KES認証ｻﾎﾟｰﾄ講座に 『開催講座一覧』 としてまとめましたので 
 

そちらをご覧下さい。 

開催講座(2)　2014/5/1


