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相馬塾社労士開業セミナー
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社会保険労務士としてスタートをきるためのツールを満載！
相

馬 塾

検 索

①

1 月 30 日（土）

午前の部 10：00～12：30

『社会保険労務士界の現状と展望』

午後の部 13：30～16：00

特定社会保険労務士 相馬 郁男

 社会保険労務士の現状

 開業に向けての心構え

 個別労使紛争のあっせん代理と特定社労士

 顧客開拓の方法はどうしたらよいか

 社会保険労務士と個人情報保護法

 開業で準備するもの

 事務所戦略のポイント

 顧問契約の仕方（報酬の取り方）と顧客管理

2 月 11 日（木祝）

午前の部 10：00～12：30

『労働・社会保険の実務（適用編）』

社会保険労務士
柳原 智宏
埻玉県 鶴ヶ島市

午後の部 13：30～16：00

09 年開業
体験談

特定社会保険労務士 福島 紀夫

 届出書の作成から提出までのポイント

 健康保険（傷病手当金・出産手当金等）

 手続きを一回で済ませるためのコツ

 労災保険（療養、休業、第三者行為災害等）

 労働保険成立・設置と被保険者の手続き

 雇用継続給付（育児・介護、高年齢）

社会保険労務士
松山 純子
東京都 中野区

 社会保険の新規適用と諸手続き

2 月 13 日（土）

06 年開業
午前の部 10：00～12：30

『年金制度の概要と手続き』

午後の部 13：30～16：00

体験談

特定社会保険労務士 清水 豊日

 年金制度の概略

  行政の立入調査（是正勧告）への対応
行政の立入調査（是正勧告）への対応

 裁定請求のポイント

  個別労使紛争対応
個別労使紛争対応

 障害や遺族年金などの業務

  労働組合の対応
労働組合の対応

 在老年金との関係

  特定社会保険労務士の業務
特定社会保険労務士の業務

社会保険労務士
有賀 ヒメ子
千葉県 野田市
08 年開業



午前の部 10：00～12：30

2 月 20 日（土）

『助成金業務の概要と手続き』

16：10～16：40
開業体験談③

『是正勧告、個別労使紛争解決の対応』

社会保険労務士 宮本 令子

④

16：10～16：40
開業体験談②

『労働・社会保険の実務（給付編）』

特定社会保険労務士 福島 紀夫

③

16：10～16：40
開業体験談①

『社会保険労務士 開業を成功させるために』

特定社会保険労務士 相馬 郁男

②

体験談

午後の部 13：30～16：00

体験談

開業体験談④

『3 号業務（人事コンサルティング）の進め方』

社会保険労務士 松本 健

社会保険労務士 二宮

16：10～16：40

孝
社会保険労務士

 助成金の基礎知識

 新しい人事の方向性と基本人事制度のとらえ方

 各種助成金の概要

 賃金・評価等、諸制度の設計手順

 助成金業務における手続きのポイント

 顧客の信頼に応えるためのポイント

原 朊孝
東京都 品川区

 営業ツールとしての助成金

⑤

2 月 27 日（土）

07 年開業
午前の部 10：00～12：00

『社会保険労務士と税務の知識』

午後の部 ※13：00～15：30

『就業規則、労使協定の進め方、作り方』

特定社会保険労務士 佐藤 廣治

 就業規則作成のポイント

 日常の経理事務

 変形労働時間制、裁量労働制等

 確定申告書の作成

 36 協定等、労使協定の締結

 社労士として知っておきたい税務の知識

 有給休暇の取扱い、休職規定等
16：10～16：50

講師を交えて全員でディスカッション

17：00～

懇親会

※2 日目から 4 日目（2 月 11 日、13 日、20 日）の研修終了後に、弊事務所をはじめ近隣の事務所見学を行います。
※最終日の講義時間のみ変更となります。
※最終日 17 時頃から、全講師を交えての懇親会を行います。
※プログラムは、若干の変更がある場合があります。

15：40～16：10
開業体験談⑤

特定社会保険労務士 岩﨑 仁弥

 開業届から税務申告まで

Information

体験談

社会保険労務士
本間 康典
静岡県 沼津市
07 年開業

Voice
Voice

セミナーにご参加いただいた方々のコメントです。
セミナーを通して新しい出会い、そして新しい出発をきったみなさんです。

【東京都

安間 郁代さん

2009 年参加・2009 年非開業登録】

開業セミナーもいくつか候補がありましたが、「相馬塾」が残りました。これは「相馬塾」が終了してから感じたことですが、日程がと
てもよかったと思います。1 月スタートというのは、11 月合格者が合格の余韻も薄れて「何かしなくては」とあせっているところに、いい
タイミングではまりました。また、週 1 回のペースで 5 回連続、といいうのも集中できてよかったです。
「ゆくゆくは独立したいけれど、開業はまだ先」と漠然と考えていた私にとって、「社労士の業務ってこういうものだったんだ」「開業す
るってこういうことだったのか」というのがイメージできて大きな収穫でした。1 号・2 号も知らず、勤務社労士と開業社労士の違いも知
らず、そんな超初心者にとっては逆に、個別の業務詳細に踏み込むことなく、全体をさらっと教えてくれたのがありがたかったです。
社労士試験に合格すれば誰でも「開業社労士」への入口に立つことができますが、開業セミナーは入口の扉を向こう側から開けて
くれたのです。私にとって開業セミナーはドアマンでした！

【茨城県

粕川 栄里さん

2009 年参加 2009 年開業】

経験もなく本当に開業できるのだろうか･･･とずっと不安に思っていました。
また、小学生の子どもがいるので、開業セミナーに通えるかも不安でした。かなりぎりぎりに申し込んだと思います。
でも、本当に行ってよかった～！
経験豊富なセンパイ社労士の先生方のお話は試験の知識と違い実務の現実でした。（今でも、貰ったレジュメを見ることあります）
何といっても、同期の仲間と、既に活躍されている社労士とお知り合いになれたのが出来たのが大きいです！！あっという間の５日
間でした。
開業セミナーで培った勇気を基に現実に開業しました。他の勉強会に出ることも増えてきましたが、私にとって相馬塾の開業セミナ
ーがスタート、原点であることに変わりはありません。

【東京都

飛田 隆志さん

2009 年参加・2009 年勤務登録】

お陰様で開業セミナーに参加して、社労士業が具体的にイメージ出来る様になりました。各講師の実践的なお話、先輩社労士の本
音の苦労談と工夫談、近隣事務所の見学等開業する為の心構えと準備ができるプログラムとなっていて受講者本位の心配りが感じ
られる内容です。
そして、何より縁あって一緒に受講する事になった仲間、講師陣も加わった講義後の懇親会は、お酒も入ったかざらない情報交換
でお互いの親しさを増してくれる楽しい場でした。
私は 9 月に「勤務等で登録」しましたが、開業セミナーでの出会いは、その後の相馬塾月例会、終了後の楽しい懇親会と現在も続
いていて、そのネットワークは開業タイミングを考える上で貴重な財産となっています。
この開業セミナーは、私がそうであった様に、各人が合格後の開業、資格の活用を具体的に考える上できっとお役にたつと思いま
す。

【東京都 重枝 敬子さん

2009 年参加・2010 年登録予定】

開業セミナーは、どこのものも大差ない、日程や受講料で納得の行くセミナーであればよいと思っている人にこそ、是非、相馬塾を
選んで頂きたいと思います。
相馬塾の素晴らしい点は、沢山のやる気のある仲間との出会いだけではありません。ありとあらゆるタイプの先輩社労士の方々
が、惜しげもなく御自分の体験（成功も失敗も含めて）を赤裸々に語って下さり、業務に必要なノウハウを伝授して下さいます。
それは同時に、社労士の業務が多岐に渡る以上、その働き方、自分の強みの活かし方は、個性的であってよいと気がつくのに多く
の時間を必要としなくなります。
自分が社労士としてどうありたいか、それにはどんな知識や経験が必要なのか、開業セミナーで開業にするにあたって必要な事を
学びながら自分の方向性を見つける事が出来るのは、未来へ羽ばたく社労士を本当に支援していきたいという相馬塾だからこそ、で
きる事だと思います。
あまり語られる事はありませんが、事務局がしっかりしているという事は、余計なストレスを感じることなくセミナーを集中して受講す
るためには、重要な事だと思います。「開業」するためのセミナーで各々が得る事は、目に見えるノウハウだけでなく、プラスアルファ
の大切さを知っているからこその相馬塾、通ってよかったと、心から思います。

受講内容や、その他ご不明な点は、お気軽に事務局までご連絡をお願いします。
相馬塾

開業セミナー担当

（電話

０３－３３２０－７３５１）まで。

①

相事務所ホームページより、「相馬塾」「開業セミナー」と進んでいただき

申込方法

「参加申込」より送信してください。
②

http://www.sr-aijimusho.co.jp/seminar.html

別紙の申込書にご記入の上、ファックスにてお申込ください。

受 講 料

６５，０００円

参加定員

５０名

（最終日懇親会費を含みます）

開催日前日までに、下記のいずれかの口座にお振込みをお願いします。
■

入金方法

会 場

口座名 「有限会社 労務管理研究所」
みずほ銀行

成城支店

普通 １５８０６４６

三井住友銀行

新宿西口支店

普通 ６７８９５０６

三菱東京 UFJ 銀行

代々木上原支店

普通 ０３２３０４０

会場案内図

渋谷区代々木
1-36-4
「全理連ビル」
9 階会議室

代々木駅
北口改札前
徒歩１分

03-3379-4111

謹啓

この度は当セミナーのご案内をご覧いただきありがとうございます。

自分の夢を叶える第一歩のイメージはできていますか？
新しいテーマにどんどんチャレンジしてみること。
夢を叶えるために、前に踏み出すことが大切です。
『どんな一歩も 無駄にはならない
大切な今 日々の中で
ただ胸張って 『歩み』続けよう』

（Greeeen 歩みより）

チャンスつかむために、もうひとつ上のステップへと歩んでいきましょう。
夢も口に出して言うことによって叶うといわれています。
自分の手で、自分の夢を叶えるためにスタートをきりましょう。
相馬塾 開業セミナーでお待ちしております！
謹白
2009 年 11 月
相馬塾 代表 相馬 郁男

主

催

Phone
F a x
U R L
Em ai l
併

設

労務管理研究所
151－0053
東京都渋谷区代々木 1－54－1 石井ビル 4 階
03－3320－7351
03－3320－7352
www.sr-aijimusho.co.jp
seminar-somajuku-yoyogi@sr-aijimusho.co.jp

