
京都府生涯現役
クリエイティブセンター

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 3階

TEL.075-741-8600
FAX.075-741-8603
mail : info@recurrent-kyoto.com

火～金曜日：午前９時～午後７時／月・土曜日：午前９時～午後５時

京都府生涯現役クリエイティブセンターへは、地下鉄四条駅北改札から徒歩5分です。センターへは市バス、地下鉄をご利用のうえお越しください。

京都府生涯現役クリエイティブセンター

リカ レ ント 研 修 の 詳 細 情 報

https://recurrent-kyoto.com/training/#training

下記QRコードよりお申し込みください。

受講可否通知を６月上旬までにメールでお送りします。
※応募者多数の場合は抽選となる場合があります

申し込み期限：

令和4年5月27日（金）

1 自社内でのスキルアップを目指す
経営マネジメント力養成コース

2 新たな環境での活躍を目指す
● 新分野挑戦コース
● M B A 体 験コース

3 起業を目指す
ベンチャー育成コース

4 地域における人手不足分野での活躍を目指す
地域・社会貢献人材育成コース

5 農業分野での活躍を目指す
農業人材育成コース

6 介護分野での活躍を目指す
福祉人材育成コース

京都産業を牽引する人材の育成

地域課題解決の担い手の育成

修了証を
発行します！

リカレント研修を受講された
方のうち一定の条件を満た
した方に、京都府知事と
センター長の連名による
修了証を発行します。

令和４年６月から開講

リカレント研修
参加者募集

受講無料



リカレント研修プログラム
京都府生涯現役クリエイティブセンター

令和4年6月～開講分

第１回 7月11日（月）
13:30-16:45第2回 8月1日（月）

13:30-16:45第3回 8月29日（月）
13:30-16:45第4回 9月12日（月）

13:30-16:45第5回 10月3日（月）
9:30-16:45第6回

農業で生計を立てることを目指す方に対して、各種研修メニューを提供し、農業法人で農作業の支援や経営改善に
寄与する人材から、自立的な農業経営者まで、広く農業に従事する人材を育成します。

7月13日（水）
14:00-16:30

7月27日（水）
14:00-16:30

7月下旬～8月上旬の土日
終日

8月24日（水）
14:00-16:00

就農相談会
夏～冬（年４回程度）

農業体験
随時（1～3日間）

インターンシップ
随時（1ヶ月～最大6ヶ月）

就農ステップイン講座
8～11月頃（全5回）

農業経営力向上講座
令和5年1～2月頃（全4回程度）

少子高齢化が加速する状況の中で、自身の職場だけでなく、地域に生活する住民の一人として地域を理解し、地域を
活性化させる一翼を担う人材を育成します。

介護人材のすそ野を広げ、福祉・介護サービス事業や地域活動を支える人材を育成することを目的として、日常に
役立つ介護の知識、介護職として必要となる基本的な介護の知識・技術の実践的手法等を学びます。

11月1日（火）
18:00-20:30

7月1日（金）
14:00-16:00

11月15日（火）
18:00-20:30

11月29日（火）
18:00-20:30

12月13日（火）
18:00-20:30

12月27日（火）
18:00-20:30

定員：各15名程度 会場：京都経済センター
　　　 （一部別会場）

※部分参加可能

※ホームページに随時最新情報を掲載しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

経営マネジメント力
養成コース

1.
6月27日（月）
13:30-16:45

第１回 8月ごろ
（企業訪問）第2回 9月15日（木）

13:30-16:45第3回 10月20日（木）
13:30-16:45第4回 11月17日（木）

13:30-16:45第5回 12月15日（木）
13:30-16:45第6回7月21日（木）

13:30-16:45

龍谷大学政策学部教授 中森 孝文氏
公認会計士　　　　　  安藤 亮史氏

本研修では、企業の競争力の源泉（強み）の眺め方を、マーケティング、マネジメント、ファイナンス・アカウンティン
グの視点から学び、強みの維持・強化・活用のストーリーを作成します。当該ストーリーの作成を通じて、会社の
強みと自身の強みがどのように影響しているのかに気づき、今後の強み活用ストーリーへの自身の貢献に関する
キャリアプランを描くことを目的とします。

本研修は、新たな一歩を踏み出す土台として、これまでに培ってこられた自身のキャリアや強みを振り返っていただく
ものです。本研修を通じて客観的に自己理解を深めていただいた上で分野別研修を受講することにより、さらに深い
学びへとつなげます。

キャリアの振り返り研修を経て自身のエンプロイヤビリティーについて確固たる認識を持った方を対象に、実際に中小企
業が抱えている課題を解決することを通じて、自身がこれまで培ってきた知識や能力が異なるシチュエーションにおい
ても発揮できるようになることを目指します。受講者（5人程度）がチームで解決策の検討に取り組みます（研修日は講師
や課題提供企業を交えての議論を中心とし、その他の時間にチームで主体的に活動を進めていただきます）。

本研修では、企業内において新規事業の開発を担当する方や起業を検討・準備している方を対象として、新事業の
開発プロセス・構想方法、プロジェクト成功に必要なリーダーシップ・ファイナンスの知識について基礎を学びます。
最終日には、各自の新事業イメージを資料にまとめた上でプレゼンテーションを行っていただきます。

生活産業、サービス産業、食、農、社会起業等の分野を重視し、個人のライフサイクルに合った形で、サラリーマンの副業や
定年後の仕事づくり、女性の起業をターゲットにした無理な成長を追わない、身の丈に合ったリスクの低い起業を目指します。

キャリアの振り返り研修
6月16日（木）
13:00-17:00

京都府生涯現役クリエイティブセンター
センター長　   小畑 英明氏
副センター長　 廣岡 和晃氏
龍谷大学教授　中森 孝文氏

株式会社インソース　松本朗氏

8月13日（土）
14:55-18:10第１回 8月20日（土）

14:55-18:10第2回 8月27日（土）
14:55-18:10第3回 9月17日（土）

14:55-18:10第4回 9月24日（土）
14:55-18:10第5回

第１回 第2回 第3回 第4回 第5回

京都市内 6月20日（月）
13:00-17:00京都市内 6月14日（火）

13:00-17:00綾部市内 
 

※分野別研修を受講いただく方に併せて受講いただく研修となります。（6，7のコースは任意）3つの日程のうち、1つお選びください。
※本研修のみ受講いただくことも可能です。      

※研修は希望に合わせて選択制となります。

※本コースは、京都府と開催地市町（向日市）との共催で実施します。

研修受講後は経営やリーダーシップについて
理解が深まり、確実に自己成長したと
感じている。（40代 製造業）

研修で学んだことを
地域や職場で活かしていきたい。
（50代 製造業）

業種、会社規模等が異なる意識の高い
受講生たちと一緒に学ぶことで、
良い刺激になった。（60代 情報・通信業）

講師やゲストスピーカーのお話が素晴らしく、
期待をはるかに超える非常に質の高い研修だった。
（50代 教育研究職）

研修を通じてキャリアの選択肢が増えたので、
定年退職後、第2の人生についてじっくり
考えていきたい。（５０代 製造業）
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新分野挑戦コース 2.
京都産業大学経営学部
准教授 伊吹 勇亮氏
協力企業 二九精密機械工業株式会社

講
師

地域・社会貢献人材
育成コース

5.

京都府立大学公共政策学部 
教授 桂 明宏氏　教授 中村 佐織氏
准教授 朝田 佳尚氏　准教授 山口 敬子氏 

講
師

農業人材育成コース6.
農家、農業法人、農業大学校　等 講

師

福祉人材育成コース7.
京都府介護福祉士会講

師

MBA体験コース
～新事業創造の基礎知識マスター講座～

同志社ビジネススクール提供講座

3.
同志社大学大学院ビジネス研究科
教授 児玉 俊洋氏　教授 井上 福子氏
教授 野瀬 義明氏

講
師

ベンチャー育成コース
ステイ・スモール起業講座

4.
京都大学特定教授 　　　 木谷 哲夫氏
ベンチャーキャピタリスト　古我 知史氏
kashinoki 代表 　　　　真鍋 希代嗣氏

講
師

第１回 第2回 第3回 第4回 第5回


