
ユニシス研究会関西支部 ユニ女プロジェクト

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は研究会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
関西支部で取り組んでいる、女性の人材育成セミナー企画「ユニ女(じょ)開発らぼ」は、おかげさまで多くの受講者から
ご好評をいただいております。７年目を迎えた今年も 働く女性の毎日に役立つ２つのセッションをご用意いたしました。

ユニ女開発らぼ
活かそう︕能力。伸ばそう︕仕事力。

今回のエントリーは
コチラ︕

ユニ女 懇親会開催︕

▼ご意見・ご希望 大募集︕
今後も『ユニ女』の皆さまからのご要望をどしどし取り入れてまいります。「こんな話が聞きたい」「こういうスキルを磨きたい」等の
ご意見・ご希望をお待ちしております。お気軽に下記メールアドレスまでお寄せください。

kansai-unigirl@ml.unisys.co.jp

ティータイム ケーキ付

Session1

＜セッション１＞ 「ブラインドコミュニケーション研修」
「まるい」と聞いて、どんな形を想像しますか︖サッカーボール︖タイヤ︖硬貨︖円形・楕円・球形どれ
なの︖ 単に「まるい」というだけでは人それぞれ想像するものが違います。視覚による影響、見えるが
故のコミュニケーションエラーは日々起こっているかもしれません。視覚に頼らず「言葉」で伝え、「言葉」
を引き出すスキルを身につけ、さらなるコミュニケーション力に磨きをかけてみませんか︖

＜セッション２＞ 「 続・今さら聞けないビジネスマナー」(仮題）
大好評だったセミナーが再登場︕経験を重ね、臨機応変な対応が出来るようになった反面､かえって
「今さら聞けない･･･」と迷う場面が増えてきたのではありませんか︖仕事でもプライベートでも､マナーの
悩みはつきものです。そんな悩みや迷いをこの機会に解消しませんか︖マナー教本やウェブ情報だけで
は得られないコツをつかんでいただけると思います。

Session1 Session2

2019年11月19日（火）2019年7月19日（金）開催

「続・今さら聞けないビジネスマナー」
講師︓株式会社美キャリア 取締役
シニアインストラクター西村 由美氏

講師:株式会社近鉄・都ホテルズ
営業推進部 教育研修

課長 岡本正子氏

＊エントリーは別途9月下旬にご案内します

今回は＜セッション１＞ をご案内させていただきます。
ユニシス研究会のセミナーは情報系のみならず様々な業務に就く女性を応援し、お役に立つセミナーを企画しています。
ＩＴ部門はもちろんのこと、ぜひ社内の多くの部署にお声をかけていただきご参加ください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

Notice

Now open

ブラインドコミュニケーション研修

「相手に伝わる話し方のコツ」
～ブラインドコミュニケーション研修～

mailto:kansai-unigirl@ml.unisys.co.jp


（株）美キャリア取締役。新卒で日本航空インターナショナルにて国際線・国内線の客室乗務員となる。
2009年2月に独立。エアラインスクール、キャリアージュを設立・運営。その後、先天性視覚障害を持つ娘を出産したことで
視覚障害者が持つ言葉の力に着目しブラインドコミュニケーション研修の開発。様々な法人企業にて研修を行っている。
キャリアディベロップメントアドバイザー（ＣＤＡ）、ＭＢＡ（経営学修士）、大妻女子大学マネジメントアカデミー講師。

2019年 7月19日(金） 14︓00～17︓15 (13:30より受付）
懇親会︓17︓30～19︓00

日本ユニシス株式会社 関西支社 26階 大会議室
大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB

℡06-7178-0122

無料

ユニシス研究会関西支部事務局
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 日本ユニシス㈱関西支社内
℡︓06-7178-0122 Fax︓06-6372-1763 E-mail︓juua-kansai-info@unisys.co.jp

40 名
4.定員 5.参加費

6.申込方法

7.問合せ先

インターネットよりお申込みはコチラ
https://evesys.unisys.co.jp/public/seminar/view/3402

インターネットまたはFAXにて 7/12（金）までにお申込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。

3.講師・セミナー内容

1.日時

2.場所

セミナー内容ご紹介

17︓05-17︓15 質疑応答・Closing

 視点の違いに気づこう
 言葉と意味は違って伝わる︕
 必要とする情報を的確に伝えるスキル

14︓05～
14︓00～ Opening

「 相手に伝わる話し方のコツ 」
講師︓ 株式会社美キャリア

取締役 シニアインストラクター
西村 由美氏

＊西村 由美氏 プロフィール＊

「 ユニ女懇親会 」
参加者の皆様同士が業種を越えて幅広く情報交換できます。
情報交換の場として有意義なひと時をお過ごしください。
多数のご参加をお待ちしております。

17︓30 ～

＊お料理＆ドリンクご用意しております。＊会場＊グランフロント北館B1「世界のビール博物館」

「見えない」視覚障害者との会話から見つけた「見えるが故に」起こってしまうコミュニケーションロスエラー
を解決する手法です。上司や後輩から「何を言いたいか分からない」と言われた経験がある方、バック
グランドが多種多様な方たちとどう関わっていけばいいのか悩んでいる方へ、伝わる伝え方を身に着け
一緒に働きたいと思われる女性になりませんか︖

＊講演内容にクローズアップ︕︕＊

https://evesys.unisys.co.jp/public/seminar/view/3402
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ユニシス研究会事務局よりE-MAILもしくはFAXにて【参加票】を送付致します

■個人情報のお取扱いについて （お申込みの前にご一読ください）
ご入力いただくお客様の個人情報は、日本ユニシスグループ各社およびユニシス研究会が、 1）本セミナーに関する連絡・確認、2）関連製品・サービスに
関する情報提供、イベント・セミナー等のご案内及びマーケティングの目的で利用させていただきます。ご入力いただいたお客様の個人情報については、当
社の「個人情報保護基本方針」に従い、適切な管理と必要な保護を行います。なお、個人情報の開示、訂正、削除、情報提供の停止等のお申し出、その他

ご質問がございましたら、下記のお問合せ先までご連絡下さい。ユニシス研究会への個人情報の提供と、各社の個人情報保護方針については、裏面をご
覧下さい。

当社個人情報に関する取扱いについてご同意いただき、お申込みいただく場合は、
下記の「個人情報の取扱いに同意して申込む」欄のチェックをお願いします。

□ 個人情報の取扱いに同意して申込む

【個人情報管理者】 ： ユニシス研究会事務局長
【個人情報に関するお問合せ先】 ： ユニシス研究会 関西支部事務局

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
E-mail：juua-kansai-info@unisys.co.jp

ユニシス研究会関西支部 セミナー事務局行き

ユニ女開発らぼ（７/19）参加申込書
Fax 06-6372-1751

2019年7月19日(金)開催

※複数の方がお申込みになられる場合、本状をコピーの上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

http://www.yuni-ken.gr.jp/event/#kansai

7/12(金)申込締切

お名前

フリガナ

会社名

フリガナ

所属部所 役職名

勤務先住所 〒

TEL FAX

E-mail

uどのようにして今回のセミナーをお知りになりましたか？

□DM □担当営業 □弊社ホームページ □E-MAIL □電話案内
□上司・同僚 □その他( )

u貴社の業種をお選びください

□ 農林水産業 □ 鉱業 □ 建設業 □ 食品製造業
□ 繊維・紙製造業 □ 化学製造業 □ 医薬品製造業 □ 石油・石炭製品製造業
□ 窯業・土石製造業 □ 鉄鋼・金属製造業 □ 機械製造業 □ 電気機器製造業
□ 輸送用機器製造業 □ 精密機器製造業 □ その他製造業 □ 卸売業
□ 小売業 □ 金融・保険業 □ 不動産業 □ 運輸・倉庫
□ 通信・メディア □ 電力・ガス・水道 □ 情報処理・ソフト開発 □ レジャー・飲食
□ 教育 □ 医療・福祉 □ その他サービス業 □ 官公庁・自治体
□ その他( ）

uどのような業務を担当されていますか

□経営全般 □経営企画・戦略 □営業・販売 □人事・総務 □財務・会計・経理
□広告・宣伝・IR □販売促進・マーケティング・調査 □情報システム・IT □研究・企画開発 □知財・コンプライアンス
□生産・製造 □品質管理 □資材・購買・調達 □物流・流通管理 □教育・インストラクタ
□コンサルタント □顧客サービスサポート □その他

uどのような役職を担当されていますか

□ 代表クラス □ 役員クラス □ 部門長・部長クラス □ 次長・課長クラス
□ 係長・主任クラス □ 一般クラス □ その他（ ）

＊当日ご参加もOKですがご参考までにお聞かせください。 懇親会 ： □ 参加 □ 不参加

http://www.yuni-ken.gr.jp/event/#kansai
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制定日 2005年4月 1日
改定日 2007年8月15日

個人情報保護基本方針

ユニシス研究会 事務局長 中村 能也

ユニシス研究会（以下、「ユニ研」といいます）は、お客様および会員各社(以下「お客様」とい
います)の個人情報を適切に取扱い、保護していくことは、重要かつ社会的な責務であると考
えています。
ユニ研では、以下の通り個人情報保護基本方針を定め、適切、安全な取扱いを推進してま
いります。

1. 個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するとともに、
｢個人情報保護責任者｣を設置し、適切な個人情報の取り扱いの管理を行います。

2. 個人情報の取得にあたっては業務上必要な範囲に限定して適切な手段で行うものとし
、取得時には利用の目的、本人に対する窓口等を明確に示した上で、同意を得たもの
だけを取得します。

3. 取得した個人情報は本人が同意した利用目的範囲で利用し、目的外利用を行わな
いものとし、そのための措置を講じます。取得した個人情報については、法令に基づく場
合等を除いて、本人の同意を得ることなく第三者に提供及び開示は行わないものとし、
また、本人の同意を得て第三者に提供･開示を行う場合には、本人の個人情報を適切
に管理するよう提供先に対して措置を講じます。

4. 保有する個人情報の漏えい、滅失またはき損を防止するため、合理的な安全対策を講
じるとともに万一個人情報の漏えい、滅失またはき損等が発生した時には速やかに必要
な是正措置を講じます。

5. 個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合、委託先に対し、個人情報の合理的な
安全対策を講じるよう適切な契約や指導・管理を行います。

6. 個人情報保護に関するマネジメント・システムを確立し、実施･維持するとともに継続的
に見直し･改善を行います。

7. 本人からの自己の個人情報開示、訂正又は削除等の要請、問合せ、苦情及び相談
については、対応窓口を設け合理的な範囲内で速やかに対応します。

以上


