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主催　一般社団法人福島県農業会議／福島県担い手育成総合支援協議会／
福島県農業協同組合中央会

　近年、農業を取り巻く情勢は大きく変化してきています。単に農畜産物を生産して売るだけでなく、
各種マネジメントを行いながら「企業的経営」を目指すことが推奨されるようになり、今までにはなかっ
た税務や労務管理、あるいは法人に関する知識が必要となってきました。
　本研修会では、専門家の指導のもと、法人化に必要な知識や税務、経営管理に関する講座等を開設し
ます。この機会に経営発展に必要な事項を学び、今後の事業にお役立ていただきたいと思います。

　本研修会には、農業経営の改善・発展を目指す農業者をはじめ、農業法人等の経営者・従業員・研修生、
生産組織や集落営農組織等の構成員など、どなたでも参加いただけます。
　また、市町村、JA、県関係機関などの担い手育成担当者の方々の参加もお待ちしておりますので、お
気軽にお申し込み下さい。

（アグリビジネススクール2020）

農業経営確立発展研修会
開催のお知らせ

開催趣旨

対 象 者



申込みの流れ

①本パンフレットを見て参加し
たい講座を見つける。

②参加申込書に必要事項を
記載する。

③記載内容を確認し、FAX ま
たは郵送で申し込む。

申込み先

FAXの場合
　FAX：024-552-2786に送信

する。

郵送の場合
　〒960-0294
　福島市飯坂町平野字三枚長１－１
　福島県農業協同組合中央会
　宛てに送付する。

留意事項
①　講座の内容の詳細は、各講座の案内ページをご覧下さい。
②　受講料は無料ですが、参加に係る交通費、食事代、宿泊費等は各自でご負担下さい。
③　主催者側で斡旋する食事代や宿泊費については、直前のキャンセルの場合、キャンセル料が発生する場合がありますので御了承

下さい。
④　本パンフレットや申込書は一般社団法人福島県農業会議及び JA グループ福島のホームページからダウンロードできます。福島

県農業会議、JA グループ福島で検索して下さい。
⑤　別添参加申込書でお申し込みいただけるほか、任意の様式でも受け付けております。その場合は、①氏名（ふりがな）、②性別、

③郵便番号、④住所、⑤電話番号、⑥携帯電話番号、⑦ FAX 番号、⑧お申し込み者の区分（農業者・法人経営者・法人等従業員・
農業団体・行政等・その他）を記載の上、参加する講座番号を記入して下さい。

⑥　お申し込みは、郵送、FAX でお願いします。電話では受付しておりませんので御了承願います。
　　なお、メールでの申込みは、本会セキュリティ上、迷惑メール扱いとされ未達となってしまう恐れがありますので、受付してお

りません。御了承下さい。
⑦　新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、研修が延期や中止となる場合があります。
⑧　研修終了時間は若干前後する場合がありますので御了承下さい。

申込みにあたっての留意点など

※主催　Ａ→一般社団法人福島県農業会議　Ｂ→福島県農業協同組合中央会
　また、各講座終了後に相談会を開催しますので、ご参加ください。

参加する講座
に○印をつけ
てください。

講座一覧

講座名 講座
番号 開催場所 開　催　日 研修時間 講師（敬称略） 定　員 主催者

マネージメントゲーム
① 福島市 令和２年５月28日㈭

　　　　29日㈮ 中止 １日目　１0：00～20：00
２日目　９：00～１6：30

ふくしまＭＧ研究会
インストラクター

20名 Ｂ

② 郡山市 令和２年１2月７日㈪
　　　　　　８日㈫ １2名 Ａ

複式農業簿記
（基礎編・問題演習編）

③ 福島市 令和２年７月２日㈭
　　　　　　３日㈮ １日目　１0：00～１6：00

２日目　９：00～１5：00

寺田共同会計事務所
 深瀬　善太 40名 Ａ

④ 郡山市 令和２年８月27日㈭
　　　　　　28日㈮

板倉税理士事務所
 板倉雄一郎 40名 Ａ

農業経営労務管理
支援研修 ⑤ 福島市 令和２年１１月４日㈬

　　　　　　５日㈭
１日目　１１：00～１5：30
２日目　９：30～１5：00

キリン社会保険労務士
事務所 真島ゆかり 40名 Ｂ

農業にかかわる
税務研修

⑥ 郡山市 令和２年１１月１6日㈪
　　　　　　１7日㈫

１日目　１0：00～１6：00
２日目　１0：00～１6：00

東北税理士会
郡山支部税理士

40名
Ｂ

⑦ 福島市 令和２年１2月３日㈭
　　　　　　４日㈮

１日目　１0：00～１6：00
２日目　９：00～１5：00

東北税理士会
福島支部税理士 Ｂ

マーケティング ⑧ 郡山市 令和２年１2月１5日㈫ １0：00～１6：00 中小企業診断士
 田村　俊和 40名 Ａ

農業法人設立基礎研修 ⑨ 福島市 令和２年１2月22日㈫
　　　　　　23日㈬

１日目　１0：00～１6：00
２日目　９：00～１6：00

農業会議
JA 全中税理士 40名 Ｂ

決算書の読み方 ⑩ 郡山市 令和３年１月１9日㈫ １3：00～１6：00 中小企業診断士
 田村　俊和 40名 Ａ

経営継承 ⑪ 郡山市 令和３年２月２日㈫ １3：00～１6：00 株式会社マイナビ 40名 Ａ

ディスプレイ・POP ⑫ 郡山市 令和３年２月４日㈭ １0：00～１6：00 POP センター福島
 川村　洋一 40名 Ａ



研修内容　MG（マネジメントゲーム）による経営戦略シミュレーション

講師 ふくしまMG研究会　インストラクター
　マネジメントゲーム（MG）とは、盤面、カード、駒を用いて行う卓上ゲーム。参
加者一人一人が会社の社長となって、設備投資や仕入、社員採用、生産、販売、借入
など、経営者としての決断を下しながら経営をシミュレーションするゲームです。
　ルールはとても簡単。Ｂ／ＳやＰ／Ｌといった簿記や経理関係の知識は不要です。
　「MG」は初めて、という方でも容易にゲーム感覚で経営戦略を学べます。
　なお、応募多数の場合は初めて参加される方を優先します。

期待される研修効果

　　ゲーム感覚で経営をシミュレーションでき、会社のお金
の流れなど、経営の全体像が理解できる。

　　簿記の知識がなくてもＢ／Ｓ（貸借対照表）、Ｐ／Ｌ（損
益計算書）の基礎が理解できる。

　　戦略会計（STRAC）を活用した経営戦略を考えることが
できるようになる。

　　日常業務のなかで経営発展に繋がるポイントに「気づく」
能力が養われる。

受講者の声

　　ゲーム感覚で経営者になれるところが面白く、販売戦略
を立てたり、どうしたら利益が上がるのかなど、楽しみ
ながら勉強できるのが良かったです。

　　材料仕入、生産、販売等の全ての要素において安定した
バランスがあってはじめて経営が成り立つことを実感し
ました。実践でも活かしたいと思います。

　　会計の知識は全くなかった私ですが、経理簿記の基本や
経済流通の仕組みが分かったような気がします。

　　大変役に立ちます。経営感覚が鋭くなったと思います。
時間管理やコストなどの考え方が分かりやすく理解でき
ました。

講座①②　マネージメントゲーム

　１個500円で販売する商品を１00個作りました。原材料費（変動費）１個あたり200円、売り場の賃
料（固定費）１0,000円、販売員給料（固定費）8,000円の経費がかかります。

①　もし全部売れなかったとしても赤字にだけはしたくありません。この場合、最低何個売らなけ
ればなりませんか。

②　もしこの商品が、売れ残ったら廃棄せざるを得ないお弁当だったとしたら、赤字にしないため
には最低何個売らなければなりませんか。

■　こんな問題がすぐに答えられるようになります。

留意事項
１．本研修は、２日間通した研修ですので、２日間とも必ず出席して下さい。
２．研修の進捗状況によっては、終了時間が多少延びる可能性もあります。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

①
JA福島教育センター
　福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１
　TEL：024-554-308１

令和２年５月28日㈭
　　　　　　29日㈮

１日目　１0：00～20：00
２日目　９：00～１6：30 講座①は中止します。

② ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0

令和２年１2月７日㈪
　　　　　　８日㈫

１日目　１0：00～20：00
２日目　９：00～１6：30

定員は１2名です。食事や宿泊等の手配は各
自でお願いいたします。



講座③④　複式農業簿記（基礎編・問題演習編）

講座⑤　農業経営労務管理支援研修

研修プログラム
１．複式農業簿記の原理・仕組み
　　全くの初心者でも簿記記帳を始められるよ

う、優しく複式簿記の仕組みを解説します。
　　簡単な演習により、複式簿記の原理を理解します。
２．簿記記帳の一連の流れ
　　下記に示すような簿記記帳の一連の流れについて、実際に体験しなが

ら簿記をマスターします。

研修プログラム　講師　真島ゆかり キリン社会保険労務士事務所

・労働契約　・安全衛生　・労働条件　・就業規則　・社会保険　・労働保険　・労働者派遣等…

留意事項

研修内容

１．本研修は、２日間通した研修ですので、２日間とも必ず出席して下さい。
２．講座③の食事を斡旋いたします。希望する方は、参加申込書に

記載の上、当日現金でお支払いください。
３．研修の進捗状況によっては、終了時間が多少延びる可能性もあります。

⑴　開始貸借対照表の作成と開始起票　　⑵　日常の取引の仕訳
⑶　棚卸表と減価償却資産台帳の作成　　⑷　試算表、決算修正、精算表の作成
⑸　次期貸借対照表の作成

１．本研修は、２日間通した研修ですので、２日間とも必ず出席し
て下さい。

２．食事や宿泊等を斡旋いたします。
３．研修の進捗状況によっては、終了時間が多少延びる可能性もあ

ります。
４．宿泊の場合には基本的に相部屋となりますのでご了承ください。
５．いずれも希望者のみです。希望する方は、参加申込書に記載の

上、当日現金でお支払いください。

※いずれの講座も初心者向け講座となりますのでご了承ください。

ねらい

　簿記・経理の知識は全く知らないという方
でも、複式農業簿記の記帳を始めることが出
来るようにします。
　また、減価償却制度など、関連する経理知
識を学びます。

　よく、「農業は労働基準法の適用を受けない」と聞きますが、農業において労働基準法の
適用を受けないのは、休日や労働時間などのわずかな項目のみで、ほかは他産業と同じく労
働基準法が適用されます。労使間のトラブルにならないよう、労働条件等の整備が必要です。
また、従業員が業務上怪我をした場合、治療費等は全額事業主負担になります。そのリスク
を減らすためにも労災保険の加入が必要です。良い人材を呼び込むためには経営主が雇用に
関した法律を理解して労働環境を整えることが必須です。この講座では、労働基準法などの
労働関係法令や労働保険、社会保険などの制度について勉強します。

※食事の申込希望者が５名以下の場合、食事の斡旋ができない場合がございま
すので、予めご了承下さい。その際、食事の手配は各自でお願いいたします。

・１日あたり昼食代　（お茶付き）１,000円（税込）

留意事項

※食事の申込希望者が５名以下の場合、食事の斡旋ができない場合がございま
すので、予めご了承下さい。その際、食事の手配は各自でお願いいたします。

・朝食代　526円（税込）
・１日あたり昼食代（お茶付き）　１,000円（税込）
・夕食代　8１2円（税込）　・宿泊代　3,670円（税込）

講師　講座③ 寺田共同会計事務所 深瀬　善太
講師　講座④ 板倉税理士事務所 板倉雄一郎

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

③
JA福島教育センター
　福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１
　TEL：024-554-308１

令和２年７月２日㈭
　　　　　　３日㈮

１日目　１0：00～１6：00
２日目　９：00～１5：00

２日通した研修につき、午後からなど途中参加は出来ま
せん。宿泊の手配は各自でお願いいたします。

④ ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0

令和２年８月27日㈭
　　　　　　28日㈮

１日目　１0：00～１6：00
２日目　９：00～１5：00

２日通した研修につき、午後からなど途中参加は出来ま
せん。食事や宿泊等の手配は各自でお願いいたします。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

⑤
JA福島教育センター
　福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１
　TEL：024-554-308１

令和２年１１月４日㈬
　　　　　　５日㈭

１日目　１１：00～１5：30
２日目　９：30～１5：00

２日通した研修につき、午後からなど途中
参加は出来ません。



講座⑥⑦　農業にかかわる税務研修

講座⑧　マーケティング

留意事項 １．本研修は、２日間通した研修ですので、２日間とも必ず出席し
て下さい。

２．講座⑦の食事や宿泊等を斡旋いたします。
３．研修の進捗状況によっては、終了時間が多少延びる可能性もあ

ります。
４．宿泊の場合には基本的に相部屋となりますのでご了承くださ

い。
５．いずれも希望者のみです。希望する方は、参加申込書に記載の

上、当日現金でお支払いください。

ねらい

　法人課税のあらまし、個人から法人への事業継承に係る税務、法人形態の違いに
よる税務会計の違いなどの法人に係る税務知識のほか、消費税の具体的な仕組みを
学ぶとともに、税額計算の手順、実際の申告書の作成の仕方、所得税の複雑な税額
控除の仕組みと手続きをマスターし、よりよい農業経営に結び付けましょう。

ねらい

　「作ったものをどうやって売ればいいのか」
　こんなことを考えたことはないでしょう
か。
　農業者は農畜産物をつくるプロフェショナ
ルですが、販売については
詳しくない方も多くいらっ
しゃいます。
　本研修では、モノが売れ
る仕組みと、売るためのポ
イントについて学びます。

研修プログラム　
講師　中小企業診断士 田村　俊和　

たむら中小企業診断士事務所代表

１．マーケティングの基礎知識
　販売戦略をつくるための基本的なことについて学びます。自社商品の
強み・弱みや市場の状況について分析したうえで、どのような戦略を立
てて販売するのかを考えられるようになります。

２．販売のポイント
　マーケティングの基礎はほとんどどんな事業にも当てはめられるよう
に考えられています。具体的な事例も併せて実践的マーケティング理論
を学びます。

※食事の申込希望者が５名以下の場合、食事の斡旋ができない場合がご
ざいますので、予めご了承下さい。その際、食事の手配は各自でお願
いいたします。

・朝食代　526円（税込）
・１日あたり昼食代（お茶付き）　１,000円（税込）
・夕食代　8１2円（税込）　・宿泊代　3,670円（税込）

講師　東北税理士会　福島支部税理士　郡山支部税理士研修内容

　消費税、所得税法、法人税、事業承継に関わる税、その他の税金の税額計算と申告書、決算書の書き方とその手順、知っ
ておきたいポイントなどを解説します。

講座番号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

⑥
ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0

令和２年１１月１6日㈪
　　　　　　１7日㈫

１日目　１0：00～１6：00
２日目　１0：00～１6：00

２日通した研修につき、午後からなど途中
参加は出来ません。食事や宿泊等の手配は
各自でお願いいたします。

⑦
JA福島教育センター
　福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１
　TEL：024-554-308１

令和２年１2月３日㈭
　　　　　　４日㈮

１日目　１0：00～１6：00
２日目　９：00～１5：00

２日通した研修につき、午後からなど途中
参加は出来ません。食事や宿泊等を斡旋し
ます。

講座記号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

⑧
ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0

令和２年１2月１5日㈫ １0：00～１6：00
１日通した研修につき、午後からなど途中
参加は出来ません。



講座⑨　農業法人設立基礎研修

講座⑩　決算書の読み方

ねらい

　農業経営の法人化は、経営規模の拡大や農業従事者の労働条件の改善、新規就農者
の雇用の拡大及び地域農業の発展に資することから、農業法人設立のための手続きや
会計・税務など、農業法人設立支援のための基礎的な知識の習得を目的とする。

ねらい

　「簿記を覚えたから、とりあえず損益計算書と貸借対照表を作って税務申告しよう」
　これだけでは、せっかくの複式簿記記帳が活かしきれません。作成した決算書類からは、様々な情報を読み取ることがで
きます。
　読み取った情報からは、当年の経営の評価と、次年に向けての計画を作ることができます。
　本講座では、決算書のどこにどのような数字が書かれているのかを学び、経営改善に役立てていただきたいと思います。

※ 個人経営の決算書を中心とした講座です。法人の方は一部様式が異なりますのでご注意ください。

内容　講師　一般社団法人福島県農業会議 JA 全中税理士

１．農業法人とは　２．農業法人経営のメリット　３．農業法人設立の手続き　　　　　
４．法人化によって生じる義務・負担　５．農業法人の会計・税務の留意点　
６．経営計画の策定

研修プログラム　講師　中小企業診断士 田村　俊和　たむら中小企業診断士事務所代表

１．損益計算書と貸借対照表とは
　複式簿記を行った結果として作成されるのがこの２つの書類です。これらはいったいどんな意味
をもつ書類なのか、また、どこに何が書いてあるのかを学びます。

２．決算書データの活用
　決算書から読み取った様々なデータをどのように分析し、活用するかを学びます。

留意事項 １．本研修は、２日間通した研修ですので、２日間とも必ず出席し
て下さい。

２．食事や宿泊等を斡旋いたします。
３．研修の進捗状況によっては、終了時間が多少延びる可能性もあ

ります。
４．宿泊の場合には基本的に相部屋となりますのでご了承くださ

い。
５．いずれも希望者のみです。希望する方は、参加申込書に記載の

上、当日現金でお支払いください。

※ 食事の申込希望者が５名以下の場合、食事の斡旋ができない場合がござ
いますので、予めご了承下さい。その際、食事の手配は各自でお願いい
たします。

・朝食代　526円（税込）
・１日あたり昼食代（お茶付き）　１,000円（税込）
・夕食代　8１2円（税込）　・宿泊代　3,670円（税込）

講座記号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

⑨
JA福島教育センター
　福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１
　TEL：024-554-308１

令和２年１2月22日㈫
　　　　　　23日㈬

１日目　１0：00～１6：00
２日目　９：00～１6：00

２日通した研修につき、午後からなど途中
参加は出来ません。

講座記号 開　催　場　所 開　催　日 研修時間 備　　　　　　考

⑩ ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0 令和３年１月１9日㈫ １3：00～１6：00 午後のみの研修となります。



講座⑪　経営継承

講座⑫　ディスプレイ・POP

ねらい

　農業界における高齢化は著しく、平成28年度の統計によると農業従事者の平均年齢は66.8歳となっています。
　このような中で、後継者への経営継承をスムーズに行うことは非常に重要な課題になっています。場合によっては、家族
でなく、第三者に事業を継承させることも検討していかなければならない時期に来ています。
　本講座では、経営継承の課題とその対処法について学びます。

研修プログラム　講師　株式会社マイナビ

１．経営継承の課題
　経営継承をするときにどんな問題が出てくるのか。これを整理することで、どん
な対策が必要なのかが分かってきます。身近なものから思いもよらないところま
で、様々な角度で見ていきます。

２．円滑な継承のための準備
　整理した課題に対して具体的にどんな準備をしたらよいのか、ということは一人
で考えてみても思いつかないものです。効果的な準備とは何か、また、やっておく
べきことは何かを学びます。

ねらい

　最近は農産物直売所や道の駅の直売コーナーの賑わ
いが全国各地で話題になっています。
　そんな中で、いかに農畜産物や６次化商品をアピー
ルするかということは売れ行きに大きな影響を与える
ポイントです。売り場の中で商品の特徴をうまく伝え
られれば競合する商品との差をつけることができます。
　この講座では、商品の陳列や POP の作り方を学ぶこ
とで、商品を効果的に PR する方法を習得します。

研修プログラム
１．商品のディスプレイ
　商品の並べ方ひとつで消費者に与える印象は変わってきます。
どのような陳列が消費者に良い印象を与えられるのかを学びます。

２．商品を売るためのPOP
　いい商品をつくっても、「それがどんな商品であるのか」とい
うことが分かってもらえなければなかなか購入してもらえません。
　専門家のアドバイスを受けながら、消費者の目を引く、わかり
やすい POP の作り方を作業を通して学びます。

講師　POP センター福島 代表　川村　洋一

　POP、ラッピング、手描き広告、絵
手紙、陳列・ディスプレイなどのエキ
スパート。
　コープふくしま店長を経て退職後、
全国で講習会を開催している。

講座記号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　　考

⑪
ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0

令和３年２月２日㈫ １3：00～１6：00
午後のみの研修となります。
講座⑪は中会議室が会場になりますのでご
注意ください。

講座記号 開　催　場　所 開　催　日 研　修　時　間 備　　　　　　考

⑫
ビッグパレットふくしま
　郡山市南２丁目52番地　TEL：024-947-80１0

令和３年２月４日㈭ １0：00～１6：00
１日通した研修につき、午後からなど途中
参加は出来ません。



令和２年度農業経営確立発展研修会　参加申込書
送信先：福島県農業協同組合中央会　FAX：024-552-2786

ふりがな 性　別 区　　　　　　　　分

参加者氏名 男 ・ 女
農 業 者　・　法人経営者　・　法人等従業員

農業団体　・　行　政　等　・　その他

住　　　所

〒　　　－ 電話番号
携帯番号

FAX 番号

講座
番号 講　　座　　名 開　催　日 場　　　所 参加 備　　　考 主催者

①
マネージメント
ゲーム

令和２年５月28日㈭
　　　　　　29日㈮ JA 福島教育センター 講座①は中止します。 Ｂ

② 令和２年１2月７日㈪
　　　　　　８日㈫ ビッグパレットふくしま Ａ

③
複式農業簿記

（基礎編・問題演習編）

令和２年７月２日㈭
　　　　　　３日㈮ JA 福島教育センター

初日昼食 ２日目昼食

Ａ

④ 令和２年８月27日㈭
　　　　　　28日㈮ ビッグパレットふくしま Ａ

⑤ 農業経営労務管理
支援研修

令和２年１１月４日㈬
　　　　　　５日㈭ JA 福島教育センター

初日昼食 初日夕食 宿　泊 朝　食 ２日目昼食

Ｂ

⑥
農業にかかわる
税務研修

令和２年１１月１6日㈪
　　　　　　１7日㈫ ビッグパレットふくしま Ｂ

⑦ 令和２年１2月３日㈭
　　　　　　４日㈮ JA 福島教育センター

初日昼食 初日夕食 宿　泊 朝　食 ２日目昼食

Ｂ

⑧ マーケティング 令和２年１2月１5日㈫ ビッグパレットふくしま Ａ

⑨ 農業法人設立
基礎研修

令和２年１2月22日㈫
　　　　　　23日㈬ JA 福島教育センター

初日昼食 初日夕食 宿　泊 朝　食 ２日目昼食

Ｂ

⑩ 決算書の読み方 令和３年１月１9日㈫ ビッグパレットふくしま Ａ

⑪ 経営継承 令和３年２月２日㈫ ビッグパレットふくしま Ａ

⑫ ディスプレイ・
POP 令和３年２月４日㈭ ビッグパレットふくしま Ａ

参加する講座に○印

※申込期限は設けておりませんが、概ね開催日の10日前までに申し込んで下さい。
　なお、定員に達した場合は、参加をお断りする場合がありますので御了承下さい。
※主催者について　Ａ→一般社団法人福島県農業会議
　　　　　　　　　Ｂ→福島県農業協同組合中央会

※個人情報の取り扱いについて
１．参加申し込みにより御提供いただいた個人情報は、福島県農業協同組合中央会個人情報取扱規程に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。２．個人
情報は、本研修事業のみに利用させて頂きます。３．法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。４．申込書に個人情
報を記入するか否かの判断は御本人次第ですが、必要な個人情報が不足していた場合は、本研修会の受講をお断りすることがありますことを御了承願います。


