
マネジメント コンサルタント
2021年 3月・4月号

令和3年 3月1日発行（隔月発行）Vol.757号“経営に知恵と革新”

Management Consultant

Management
Consultant

Intelligence and Innovation in Management経営に知恵と革新

三春滝桜と菜の花
（福島県）



【お問合せ先】
株式会社バーニングスピリッツ
代表取締役　堺　剛
携帯電話：090-2733-0185
メール：tsakai@burningspirits2017.com

キャッシュフロー経営をクライアントさんに
提案していきませんか？

◆皆さまのクライアントさんのキャッシュフロー計算
書を作成いたします。直接法でも間接法でも
OK！
◆直接法⇒試算表、各銀行等の借入金明細、会計
ソフトの仕訳データが必要

　間接法⇒試算表、各銀行等の借入金明細が必要
◆弊社で作成したキャッシュフロー計算書を利用し
て、ワンランク上のコンサルティングをクライアント
さんに提供してみませんか？

【弊社事業】
１．月次決算早期化　
２．キャッシュフロー見える化
３．試算表作成（BS、PL分析）　
４．財務諸表等から見える業務課題の洗い出し、

PDCA管理　
５．事業計画書作成　
６．（外資系）本社へのレポーティング　
７．財務における取締役会資料作成　
８．菓子卸売業（BtoBのみ）

■キャッシュフロー計算書
　作成いたします！

「創立70周年記念式典」のご案内
日本経営士会創立70周年記念式典は以下のように、開催予定です。
会員の皆様には、ご予定をいただきますようお願いいたします。
・日時：8月28日（土）午後
・会場：産業能率大学自由が丘キャンパス2号館＆5号館IVYホール

〒158–8630　東京都世田谷区等々力6–39–15
TEL：03–3704–9955／FAX：03–3704–1417

＊ 東急東横線・大井町線、自由が丘駅正面口より徒歩12分、あるいは
東急コーチ（バス）に乗り「等々力七丁目」で下車（乗車時間約5分）

会場となる産業能率大学は当会の生みの親であり、アメリカからマネジメン
ト思想と技術を導入して、日本最初のマネジメント・コンサルタントとなって、
「能率の父」とも呼ばれる上野陽一先生が創立された大学です。当日は当大学の
現学長であられる浦野哲夫様から上野陽一先生のプロフィールと当会誕生の
経緯などを踏まえたご講演をしていただく予定です。

70thANNIVERSARY
2021年日本経営士会は創立70周年を迎えます

2021年
第54回全国研究会議は新潟で開催
1年延期になりました全国研究会議は半世紀を超え第54回となります。
全国研の詳細を会報誌、ホームページで逐次お知らせ申し上げます。

包括テーマ

「地域の活性化と戦略」
―高齢化、人口減少における

観光・産業・海外展開などの取組み―

日時：2021年10月30日（土）～31日（日）
会場：新潟東映ホテル
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理事会通信

＜令和2年度第3回定例理事会＞
1．日　時：令和2年12月4日（金）　13 :00〜14 :50
2．会　場：本部会議室、ZOOMによるWebも併用

3．議　題
（1）審議事項
第一号議案：入会金・年会費について
近藤専務理事が資料に沿って、各資格の入会金、年会費の確認、並びに二つ以上の資格取得者

の入会金、年会費の説明を行い、全会一致を以って承認された。

第二号議案：各資格の規程について
児玉業務執行理事が資料に沿って、産業能率大学通信教育課程推薦規程、経営士推薦入会規程、

准経営士補入会規程、経営士補推薦入会規程の新たな作成、および試験、面接の実施要領等の変

更等についての説明をした。また支部長、県会長等参加のZOOM会議を12月18日に開催し、改

めて説明を行い、規程の変更箇所の周知徹底することが全会一致で承認された。

第三号議案：新入会員の承認について
児玉業務執行理事が資料に沿って、試験入会者1名、推薦入会3名の説明をし、審議の結果、

推薦入会者3名は全会一致を以って承認された。

（2）報告／検討事項
1．70周年記念事業について
川西担当理事より本会70周年記念事業の説明があり、2021年8月21日か28日に産業能率大学に

て開催する報告をした。鈴木副会長より70周年記念事業は確定していることが支部に伝わって

いないとの意見があり、後の理事支部長会で周知することとなった。

2．経営士会ミッション・ビジョン（案）について
鈴木会長が資料に沿って説明をした。今後の経営士会の在り方について、①顧客支援、②外部

連携、③人材育成の強化を示した。また、本会のミッション、ビジョン、バリュウの確認を行った。

3．中間監査報告
石井監事から中間監査報告が報告された。

以　上

「公益目的支出計画」実施完了の報告
　当会は、公益法人制度改革に伴い、理事会、総会決議を経て一般社団法人への
移行を申請し、内閣府公益認定等委員会の認可を受け、平成25年4月1日に一般社団
法人へ移行しました。
　一般社団法人移行時の公益目的財産額は、公益目的事業の支出によって零とする
ことになっており、当会では8ヶ年で零となる「公益目的支出計画」を提出しました。
　「公益目的支出計画」は、計画より1ヶ年早い7ヶ年で完了しましたので、令和2年
12月10日に「公益目的支出計画実施完了確認請求書」を提出、令和3年1月6日付で
内閣府公益認定等委員会より「公益目的支出計画の実施完了の確認書」を受領しま
した。これにより一般社団法人移行に関する手続きはすべて完了しましたので、報告
いたします。
　（確認書はHPに掲載いたします）
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＜令和2年度臨時理事会議事録2021年1月20日＞
1．日　時：2021年1月20日（水）　16 :00〜19 :10
2．会　場：本部会議室、ZOOMによるWebも併用

3．議　題
（1）審議事項
第一号議案：70周年記念プロジェクトについて
川西業務執行理事がプロジェクトメンバー案を資料に沿って説明し、各支部から1名以上のメ

ンバーを選出することが全会一致で確認された。

第二号議案：全国研究会議について
（1）第54回新潟大会予算

松橋ブロック理事が第54回経営士全国研究会議新潟大会予算案についてについて説明した。

近藤専務理事より追加資料が提出され本部経費で漏れているものがあるので予算に加える要請が

あった。また、予算案に不備があるので訂正を求めた。鈴木副会長より広告費収入を予算化する

提案もあり、次回の理事会で再度提出することとなった。

（2）ガイドライン

近藤専務理事が全国研究会議ガイドラインの説明を①検討資料、②実施要領案に沿って行い。

全国研究会議開催は隔年とし、間の年は論文発表会を本部主導で行うことが全会一致を以って承

認された。また、全国研究会議は会場参加とリモート参加の併用が望ましいとの意見があり、こ

の件に関しては次回理事会に審議持ち越しとなった。

（3）55回以降の全国研究会議について

近藤専務理事より、55回以降の全国研究会議開催地について、55回大会は中国支部広島で開催

したい旨の報告があり、全会一致を以って承認された。

第三号議案：委員会一部改訂について
近藤専務理事より経営支援事業部と人材育成事業に委員の変更があった旨の報告があり全会一

致を以って承認された。

第四号議案：人材育成事業部取組案について
児玉業務執行理事より資料に沿って、①経営士補養成講座のリモートでの実施案、並びに②会

員獲得のビジョン案、会員満足度を上げる事業構築案が示され、審議の結果全会一致を以って承

認された。

第五号議案：環境経営士規程改訂について
近藤専務理事より産業能率大学通学部、産業能率大学通信部、産業能率短期大学各卒業生を対

象とした環境経営士の入会規程の説明をし、審議の結果全会一致を以って承認された。

第六号議案：パソナとの業務契約について
事務局より平成13年に締結したパソナとの業務契約更新についての審議要請があったが、当

時のことが分からないので、パソナ並びに旧役員に内容の詳細を確かめたのち、再度議案とする

ことになった。

第七号議案：新入会員の承認の件
児玉業務執行理事より第53回経営士養成講座修了生6名、並びに准経営士補の推薦入会2名入

会確認があり、審議の結果全会一致を以って承認された。

（2）報告事項
1．倫理委員会からの提言
事務局より倫理委員会からの提言の報告があり、規程変更等必要との意見が多くあったので、

引き続き審議することとなった。

以　上
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資格審査委員会　山本　忠　記

1. 資格審査に関する規程類の新規制定・改定について：
(1)�　資格審査委員会では、かねてより懸案事項になっておりました資格審査に関する規程及

び実施要領について、不足している規程を新たに制定するとともに、必要な改定を以下に

ついて行いました。

【新規制定】

①　准経営士補入会規程　②　産業能率大学通信教育課程経営士補推薦入会規程

③　経営士補推薦入会規程

【改定】

①　資格に関する規程　②　経営士推薦入会規程

③　経営士および経営士補「受験の案内」　④　資格審査にかかわる面接実施要領

(2)�　この新規制定・改定にあたっては、児玉業務執行理事の多大なご尽力により実施され、

理事会での承認を基に、資格審査委員会活動の基盤が整備されました。

この規程類の運用の徹底をはかるため、12月18日に、支部長をはじめとする関係各位の

皆様向けに「入会関係手続き説明会」を開催させていただきました。

この説明会で配布した各規程や実施要領、各種の様式および説明会の動画を入手された

い方は、日本経営士会事務局までお問い合わせください。

現状は運用の過渡期でもありますが、会員の皆様のご理解をいただき徹底をよろしくお

願い申し上げます。

2 . 資格審査委員会からの予定について：
2.1　資格審査委員会の開催日：

①　3月10日　　②　4月7日　　③　5月12日　　④　6月9日
　[いずれも水曜日の19時～オンライン会議（Zoom活用）]

2 .2　2021年度5月経営士・経営士補の受験案内：
①　受験者の募集　：2月15日（月）～ 4月15日（木）

②　試験の実施　　：5月9日（日）10時～ 17時
③　合格発表　　　：6月21日（月）

　[受験要領は改訂された受験の案内を参照]

事業部・委員会活動

資格審査委員会からのお知らせ
【資格審査に関する規程類の新規制定・改定および活動予定】

資格審査委員会
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（2021.3.1 現在）
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事業部・委員会活動

2021年新春鈴木和男会⾧ご講演キャラバン実施中
広報委員会

本年9月に70周年を迎える日本経営士会ですが、この長い歴史を尊ぶと同時に、この激変の時

代には大きな改革が必須であると就任以来述べられて、改革を進めておられる鈴木会長ご自身か

ら、会員の皆様へ直接会長方針やビジョンあるいはその前提となる世界・日本の情勢のお話しを

いただく講演の機会を設けて、現在実施中です。

下記のようなご講演内容で、各支部長のご仲介をいただき、会員の皆様へご案内をしていただ

いております。

★講演内容：
①��『VUCAな時代、クライアントは勿論、経営士会も「サスティナビリティ」と「レジリエント」

な経営を』�（約1時間15分）

②�『日本経営士会�創立70周年を迎えGreat Change!』�（約30分）

③�質疑応答�（約15分）

☆資料については、各支部開催日の2、3日前にはファイル転送などでお送りします。

★講演方法：ZOOM方式。ZOOM設定のご要望があれば本部広報で対応しています。

★開催日程
・中 部 支 部：1月24日（日）�15：00 ～ 17：00　＊開催済み

・四 国 支 部：2月17日（水）�19：00 ～ 21：00　＊開催済み

・埼 玉 支 部：3月5日（金）�19：00 ～ 21：00
・東 北 支 部：3月6日（土）�19：00 ～ 21：00
・南関東支部：3月7日（日）�13：00 ～ 15：00
・中 国 支 部：3月8日（月）�19：00 ～ 21：00
・近 畿 支 部：3月9日（火）�19：00 ～ 21：00
・北海道支部：3月12日（金）�19：00 ～ 21：00
・九 州 支 部：3月15日（金）�19：00 ～ 21：00
・東 京 支 部：3月24日（水）�19：00 ～ 21：00
・千 葉 支 部：3月27日（土）�15：00 ～ 17：00
・北関東支部：4月4日（日）�19：00 ～ 21：00
・台 湾 支 部：ZOOM以外の手段を検討中

上記のように、中部、四国支部では開催済ですが、参加された会員の皆様からは「会長の方針

やビジョンが良く理解できた」「前半の講演では豊富な内容で、クライアントは勿論、経営士会

も『サスティナビリティ』と『レジリエンシー』な経営を展開しなければならないことがよく理解

できた。5時間ぐらいかけても聞きたい内容であった。」など、講演後の鈴木会長との直接的な質

疑応答も含めて、非常にご好評をいただいております。

これから開催予定の各支部会員の皆様におかれては、各支部長から開催の詳細情報をご入手い

ただき、是非ご参加をしてさい。ご不明の点などがあれば、下記大宮までお問い合せをお願いい

たします。

本部広報委員長�大宮�政男

TEL：090-4001-7589 
E-mail：mykya2017@gmail.com

06



事業部・委員会活動

MPP委員会活動報告
MPP委員会

報告者　MPP委員会

第5回MPP委員会
2020年12月17日（木）�19:00〜21:00（Zoom開催）

検討議題　MPPの外部活用について

第6回MPP委員会
2021年1月14日（木）�19:00〜21:00（Zoom開催）

検討議題　MPPの外部活用について（活用事例の紹介、外部との連携、公開MPPなど）

MPPリーフレットリニューアルについて

情報発信について（YouTubeの活用検討）

第7回MPP委員会
2021年2月18日（木）�19:00〜21:00（Zoom開催）

検討議題　前回の検討課題について、各担当からの報告及び検討

MPPリーフレット、新規ケース、外部活用事例、ガイドライン

YouTubeの活用、事業化、について検討

MPP開催報告　2021年2月13日(土)�13:30〜16:30　北関東支部新潟県会主催

第29回公開MPP　まちなかキャンパス長岡

参加者　会員5名　一般1名
次回MPP委員会予定

2021年3月18日（木）�19:00〜21:00（Zoom開催）

以上

（MPP委員会メンバー）

MPP委員会です。

各支部、皆様におかれましては、コロナ禍の中、人が集まってのMPP開催は大変な配慮

と苦慮を強いられていると思います。

ぜひ、『オンラインMPP実施ガイドライン』を活用して、MPPの実施をトライしてみてく

ださい。

MPP委員会は、MPP事業化に向け動いています。
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事業部・委員会活動

AMCJクロッシング活動報告・今後のスケジュール
AMCJクロッシング

立春を過ぎ、だいぶ暖かさを感じはじめてきました。会員の皆様におかれましてはいかがお過

ごしでしょうか。また、コロナ収束が感じられていたらと願うばかりです。

さて、今年1月に開催をしました「第1回AMCJクロッシング」などを報告致します。約40名の

ご参加いただき、またアンケートのご回答も頂戴し有難う御座います。

多様なご意見を踏まえながら、全国会員の皆様がお互いを知って頂ける場になるように、運営

を行ってまいります。今後とも宜しくお願いします。

AMCJクロッシング委員長　戸田 裕之

◆『第1回AMCJクロッシング』、1月9日（土）、14：00 ～、参加者40名
　テーマ「生産性をポジティブにあげませんか」　講師：石原 群司 会員（北関東）

《参加者からの感想など》
・チャットを使ってインタラクティブな方向にもっていくという手法は参考になった。

・�とても良い機会をつくって頂きありがとうござました。内容が非常に充実しており、良い刺激

になります。しばらくはこの方向性でいいと感じました。

・�ブレイクアウトセッションの時間が短かった。AMCJクロッシングは固くならず、もっと本音

が出せる雰囲気が欲しかった。

◆今後のスケジュール
4月11日（日）、14：00 ～ 16：00
　テーマ：「Withコロナ時代の経営人事のあり方（仮）」

～ジョブ型雇用は、日本の中小企業を救うのか?! ～
講師：江藤 昭人 会員（南関東）

※�会員同士の交流を深めるために、ブレイクアウトセッションを2回行う予定です。1回目はセ

ミナー開始早々にアイスブレイクとして自己紹介(10分)、2回目は講師からテーマ説明後に

意見交換(20分)、その後グループ毎に発表を行っていただきます。

6月13日（日）、14：00 ～ 16：00
　『第3回 AMCJクロッシング』、テーマ未定

AMCJクロッシングの開催日は、【偶数月 第2日曜日】を予定しております

お申し込み先：keieishikai.crossing@gmail.com
メール件名：AMCJクロッシング　申し込み

メール宛先：AMCJクロッシング　戸田宛て

メール本文：①お名前、②会員番号、③支部名、④参加の月名（4月、6月）
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日本経営士会・一木会研究会会長　西　満幸（東京支部）
一木会は日本経営士会の自主研究会として1969年に発足し、1975年に“「夢のある一木会」一

木会には夢がある！！　夢なき会はほろびる（ソロモン）”を、2011年には“Change Challenge 
Create（変革、挑戦、創造）”と“知行合一（ちこうごういつ：知は行の始めであり、行は知の完成

である）”をモットーに加え、53年目の活動に突入しています。

これも経営士の皆様方のご支援とご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

さて、一木会はそのネーミングの由来でもある毎月の第一木曜日に、東京の市ヶ谷にある「ホ

テルグランドヒル市ヶ谷」で開催して参りましたが、コロナ禍のため、昨年6月からは、ZOOM
方式で開催しております。最近の研究会テーマや状況をお知らせします。

【ZOOM開催研究会の内容】
・2020年10月1日(木)�『アジア中小企業を視察して、日本のイノベーションを考える』

＜講師＞�石井政夫氏（本部監事）　参加者20名
・2020年11月5日(木)�『コロナ禍でも売上を落とさない秘訣を公開！

コンサルタントが20年間○○○○万円を稼ぐ方法!?』
＜講師＞�尾崎竜彦氏（東京支部会員）　参加者14名

・2021年1月7日(木)（新年記念講演）�

『VUCAの時代に創立70周年を迎える日本経営士会のGreat Change』
＜講師＞�鈴木和男日本経営士会会長　参加者43名

・2021年2月4日(木)�『コロナ時代のNEWノーマル、働き方の改革×DX』

＜講師＞�土橋るみこ氏（東京支部監事）　参加者22名
上記のように、研究会の講演内容は参加者への「価値ある情報」の提供を目指して、経営，マー

ケティング，生産，人事，財務，IT（DX）等におけるアップデートな研究テーマで、その分野に

お詳しい経営士の方に講師をお願いしています。

参加対象者は本年から全国の支部所属の会員の皆様を対象として誰でも参加ができ、経営士の

皆様だけでなく、経営士の皆様のクライアント企業の方や上記の研究テーマに関心のある一般の

方も参加できるオープンな研究会です。ZOOM開催ですので、全国の会員の皆様のご参加をお

待ちしています。

【3月の一木会ZOOM研究会のご案内】
・2021年3月4日（木）�19:00〜21:00　

『PSシート：解決策々定の革新的手法～経営コンサルの必須フレームワーク～』

＜講師＞�金廣利三氏（中国支部長）

◆お申込み　一木会企画担当�大宮政男　E-mail mykya2017@gmail.com　TEL 090-4001-7589
以上

研究会通信

「一木会」Since 1969はZOOM研究会を開催中です！
一木会研究会
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九州支部　内村 幸介

2020年9月に入会しました九州支部　内村幸介です。現在、地元福岡の企業

所属の立場から参画しております。どうぞ、よろしくお願い致します。

私の活動の方向性は、所属企業内において、または、外部の活動において、

企業経営課題解決を案件に応じて主体者としてまたは支援メンバーとして実行と進化することに

あります。

この実行と進化にあたり、本会において実施したい目標2つ掲げています。

1つ目は、自己の能力・外部ネットワーク・経験値を高め、フィードバック（内省）と次なるア

クションをとることです。具体的には、戦略（M&A含む）、財務、組織／人事、環境経営に明る

い経営課題解決者であることを目指して研鑽して参ります。この指標の1つとして、経営士会に

おけるプログラムの1つである｢経営支援アドバイザー ｣取得を機会をみてチャレンジしてみたい

と考えております。また、企業の成長戦略の一環でもあり、事業承継ともなるM&Aにも取り組

んでいきたいと考えております。企業が保有する提供価値、技術、人材など、継承すべき資産を

繋ぎ続け、企業価値の向上または継続することへの支援です。これらの実行に当たっては、課題

の当事者との接点が必要になりますが、その一環として商工会議所の個人会員として加盟し、ゆ

るやかではありますが繋がりを持ち始めております。これらを実効性踏まえながら推進していき

ます。

2つ目が、本会の経営コンサルタント団体としてのミッション（提供価値）に対する信用／信頼

としてのブランド力の更なる向上に努めていきたいと考えております。

ブランド力向上の要素には、組織内での専門性の研ぎ澄まし、それを生かした活動（実行）／

経験、貢献実績などありますが、これらを所与とした上で、対象顧客に伝わる信用／信頼の標識

（指標）も同様に重要と思っております。具体的には、顧客脳と繋がりのイメージを示す標識（指

標）であり、当会で言う、｢経営革新等支援機関｣や｢環境経営士｣が該当し、中小企業様からみる

と｢経営支援を行なう専門団体であり信頼してもいいのでは！ ｣と期待をどこか直感的にイメー

ジを醸成するかと思います。そこで、これらの標識（指標）が活力もって生きるために、実行可能

な範疇で次の4つの目標を推進します。1）対象顧客への認知活動（広報活動）、2）組織内での知識・

情報の創造、共有、展開、3）上記2つを生かす外部ネットワーク創り、4）人材（会員）の勧誘、です。

個人の活動と組織の活動が相互に有機的に繋がる活動を展開していきたいと考えております。

よろしくお願い致します。

会員広場
日本経営士会でのこれからの活動抱負
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北海道支部　支部長　溝渕 新蔵
E-mail :mizofuchiactybusiness@apiaprint.com

2021年2月6日、幹事諸氏《須川幹事長、小笠原副幹事長、島尻幹事長（電話にて）》コロナ禍以

後について、分析の上意見交換しました。

コロナ禍は、北海道では些少落ち着いているが、趨勢は6月ごろ迄継続するでしょう。よって

支部会議は、ZOOM方式、電話、メールで意見交換をしています。ただ傍観するのでは支部の

活動や、会員の志気を凋落する一方になります。この時期こそ、各自が支部活動や個人の意識を

高く保持して来るコロナ以後の「トリセツ」を考えましょう。

日刊工業新聞掲載  「経営士の声の欄」（抜粋）�(2021年1月28日)�溝渕�新蔵�執筆

経営士会本部より推薦を受けて､はなはだ僭越ながら上梓されました。

　主題 『もの造りに経営哲学の展開』
―戦略構想力の原動力に　哲学を踏まえ生産・経営・マーケティング―

強いもの造りは「強い現場による生産性・収益向上・従業員の結束・資金力」を弁えた戦略構

想を実現する企業が勝ち取る」。なぜある行動原理を採用すべきか」を論じたい。「もの造り」は「考

え造り」です。なぜ、今、経営哲学が重要ですか、「それは生産と市場の適合性、経営資源を決定

するのは科学哲学の戦略マーケティング」でしょう。

科学哲学の意義は、科学とは学問であり科学的知識・情報の本性や条件、あるいは活動を指し

ますが、そこに人工頭脳（AI)との相乗効果がもたらせば「論理的哲学論考（ヴィトゲンシュタイ

ン説）が、経営と科学哲学の包摂となり生産性向上」を期待されます。

経営哲学（philosophy of administration）は「もの造り」に重層して6つの基本があり、それは

「アーキテクチャー」に基づき「製品に愛着心」を持つ・「良質な製品を」造りだす・「製品ブランド

の高揚」・「企業価値・製品価値」の向上・生産性・収益性の向上」があります。

論文制作研究会について
2021年度の研究論文が提示されました。

「地域の活性化と戦略」 ―高齢化と人口減少による観光・産業・海外展開などの取り組み―」

であります。2020年度には栄えある優秀者に、溝渕、須川の二人が入りました。研究会と本人の

努力の成果による喜ばしい栄誉であります。論文研究は、地道な基本的構想力と表題に忠実なス

トーリーをデザインする学究力です。今年度も重ねて努力して成果を得たいと思います。頑張り

ましょう。

鬱陶しい今、経営士は、何を考え、何をすべきか
掲げられた「Great Change」のスローガンに向けて、熟慮し、創造し、実勢を冷静に観察して

頑張りましょう。経営士は一人ではないです。「支援者」として社会から常に「仰視」されている

のです。

支部活動報告
北海道支部活動報告

北海道支部
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【開催経過】

茨城県会では経営士の活動範囲拡大と事業化のため、「経営者向け相談会」開催を模索し、ひた

ちなか商工会議所に各種打診していた。新型コロナウイルス感染症の影響で、同所が事業者向け

特別相談会を企画、各種士業・専門家と共に当茨城県会に相談対応のお声掛け戴いた。10〜12月　

2週間毎に5回開催、午前・午後計5時間、経営士4名が交代で相談対応した。感想等を含め報告

する。

【感想・反省】
●　�相談会においては、それぞれの事業者の方々のご相談につきまして、マーケティングや広

報戦略をメインとしてお話しさせていただきました。今後も機会がございましたら、事業

者の方々の立場を捉える努力をし、相談内容への切り口を一緒に見つけられるお手伝いを

していければと思っております。（保坂）

●　�相談員のお声かけをいただき、ご相談にお越しになられた事業者様へ、解決の糸口を見つ

けられる助言が出来るよう対応いたしました。今後、様々な機会で、このようなご依頼が

いただけるよう、茨城県会経営士チームで、情報交換し、視野を広げ、研鑽を重ね、「経営

士」の存在価値が高められるような活動をしていきます。（竹俣）

●　特別相談会について

経営士会として初めての試みである「ひたちなか商工会議所」にて開催された特別相談会。

コロナ禍でもあり、会議所では中小企業診断士、税理士、弁護士、司法書士、金融機関な

どを含めた総合的な経営相談所を展開。

その中で、各回2名を擁し臨むのは我らが経営士会。経営士の存在を知っていただく良い

機会であること。この実績をもとに、定期的、近隣市町村でも展開を行われることが次の

目標になりました。（佐藤）

●　�茨城県会としては初の相談会対応と言う事で、相談においでの事業者さまに、頼りにされ

る存在となるべく、対応して参りました。幅広い人材・専門性で対応できる茨城県会経営

士チームとして、この相談会に参加出来て光栄でした。また、同様の相談会に呼んでいた

だけるようにチームで研鑽し専門性を磨いて参ります。（大内）

支部活動報告
茨城県会　特別相談会を実施

北関東支部
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ひたちなか商工会議所の会報に同封されました。
（ひたちなか商工会議所　特別相談会募集申込書）
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群馬県会では、2021年より定期的に月例会をZoomで開催することとなりました。

群馬県会の会員へ数回にわたり、東京支部圡橋会員にご協力いただき「Zoom機能と講演主催者

コントロールのツボ～ Zoomを中心としたホスト管理とセミナー実施～」をご教授いただきます。

定例会
日　　時：2021年1月18日（月）�20時～ 21時30分
講　　師：東京支部�圡橋会員

参加人数：4名

第1部　講習会：Zoom機能と講演主催者コントロールのツボ
～ Zoomを中心としたホスト管理とセミナー実施～

1)�基本編：各種機能を体感してみる

①�Zoomの有料、無料の違い

②�初めて参加する方へ（参加前の設定確認）

③�無料アカウントでの画面操作

④�画面共有

⑤�挙手機能

⑥�共有選択時「画面の部分」

⑦�共有選択時「バーチャル背景としてのスライド」

第2部　群馬県会意見交換会
1)�日本経営士会ホームページリニューアルによる、会員画面ログイン方法等について

2) 1月9日（土）�AMCJクロッシング内容について

講　　師：群馬県会�石原会員

内　　容：VUCAな時代に生産性をポジティブに上げませんか？

協議内容：「もしクライアントから以下の依頼を受けた場合、

みなさんはどんな提案をされますか？」

①�仕事が減って、未負荷状態

②�人員整理はしたくない

③�機会損失はしたくない

④�売り上げを上げたい

この依頼内容を全て網羅した、実際の企業を山下から紹介いたしました。

◆実例内容：金融機関3件から融資を受け、事業転換を行った。

　①�転換内容：「自動車部品製造下請け企業」から、「生活雑貨制作、販売企業」へ

　②�設備投資：今までの設備機械を継続的に使用し、金型を変更するだけ

　③�人員整理：なし

　④�売　　上：時代に合った製品を新規製作する等で、上昇中

この企業のポジティブな取り組みはコロナ関連製品ということでもあり、SDGsの
「3、全ての人に健康と福祉を」に沿った取り組みで、この企業にとってのブルーオー

シャン戦略といえます。

こちらの企業の代表取締役は、大変勇気ある決断をされたことにより、「以前より

も、とても仕事が楽しくなった。」とおっしゃり、生き生きと輝いていました。

（報告　群馬県会　山下�由紀子）

支部活動報告
Zoomを中心としたホスト管理とセミナー実施（群馬県会）

北関東支部
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今年度3回目の通算29回目公開MPPを、会員参加者5名、一般参加者1名で開催しました。今

回は久しぶりに大雪に見舞われた長岡市で、新型コロナ対策に十分注意しながら実施しました。

ケースはトライアルケース「倉庫業A社の経営革新による事業再建」をリーダー木村会員、レ

コーダー鈴木会員で討議しました。

ケース概要は、地方の倉庫業A社は地元密着企業の強みを生かして存続してきたが、昨今の大

手物流企業との競争激化で業績の低迷が続き、事業承継して間がない社長は新たな事業への取り

組みと大手企業との差別化や顧客ニーズに対応した発想の転換をしないと事業継続は難しいと危

機感を持っているとの内容です。

設問からの取組みは、どのような分野で事業再建を行うことができるかを主に討議を行いまし

た。地元密着企業として生き残りをかけた事業モデルとして、地元農家との連携により農産物（規

格品外のB品含む）を自社にてカット加工～包装保管してスーパー、飲食店、福祉施設、個人宅

まで営業範囲を拡大し、配送については大手物流会社も利用する。中長期的には地方から全国展

開も検討し、併せて必要人財を確保していくことをチーム成案としました。

支部活動報告
北関東支部新潟県会　第29回公開MPP

北関東支部

（今回の参加メンバー） （終了後使用テーブルをアルコール消毒）

北関東支部新潟県会長　磯部 正美

新潟県会　第29回　公開MPP
日　時　　2021年2月13日（土）　13:30 ～ 16:30（3時間）

会　場　　長岡市�まちなかキャンパス長岡

出席者　　新潟県会　　磯部県会長、木村副会長、粉川会員、鈴木会員

　　　　　　　　　　　桑山支部長

　　　　　一般参加者　加藤誠氏

15



コロナ感染が再拡大し年末年始の慌しい中、リアル（集合形式）会議とリモート会議を開催いた

しました。

開催日　：　2020年12月19日(土)、2021年1月30日(土)

会　場　：　船橋市中央公民館、Zoom会議

第1部　幹事・運営委員会
議題　① 2021年度計画

②第55期経営士養成講座

時期が10月になり開催方式はリアルとリモートのハイブリッド型で検討。

③経営士補養成講座

千葉支部内でプロジェクトを立ち上げ、取り組む。

第2部　勉強会“3Cの会”
1）講師 :松本　悟�会員（2020年12月19日）

『考える技術・書く技術（ロジカル・ライティングなど）』と題し、ビジネス文章に的を絞

り講演が実施された。内容は、①MECE　②要約メッセージ　③演繹的と帰納的の理由付

づけ、④文書の構成　⑤文章力を高めるなど読み手に分かり易い文章を作成するための考

え方、方法、文章のコツを説明頂きました。

2）講師 :大宮�政男�会員（2021年1月30日）

東京支部・大宮会員をお招きし『コロナ禍における事業継承計画（BCP）について』の講

演を頂きました。ご自身が社長時に被災された熊本地震の体験を元に事業と地域を復興す

るのに必要な考え方や行動を説明頂き、コロナ禍の中では中核事業の棚卸、標準化を常日

頃から行うことの大切さを学びました。

支部活動報告
千葉支部活動報告

千葉支部

講師　松本 悟 講師　大宮 政男（Zoom）
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支部活動報告
埼玉支部活動報告

埼玉支部

埼玉支部では月に一度に月例会や幹事会を開催し会員相互の意見交換ならびに、毎回情報提供

者を決め各テーマに沿った例会を実施しております。例会時には3 ～ 4人程のグループに分かれ

てのグループディスカッションを実施し、積極的に意見交換等を行っております。

他支部や会員外からも参加者を募り、会のPRと、会員の人脈ネットワークの拡大を行っています。

今後も様々な情報提供を通じて、会員だけではなく各分野の皆様方に参加していただき会員の

スキルアップや『経営士』を広く認知していただく活動を続けて行きます。

埼玉支部のHPも開設されておりますので是非ご覧ください。

【活動報告】
①令和2年12月11日（金）�16：00 ～　月例会（ZOOM）　［終了後は幹事会を実施］

『経営コンサルタントとしての仕事獲得法』　話題提供：児玉会員（千葉支部）

②令和3年1月14日（木）�16：00 ～　月例会（ZOOM）　［終了後は幹事会を実施］

『イマドキの経営戦略？大変革時代に対応する優れた戦略とは何か！？』　
話題提供：日比会員（埼玉支部）

【今後の月例会（活動）予定】 他支部からのご参加大歓迎！ ashibata@telework.to（柴田）宛ご連絡ください。
①令和3年2月15日（月）�16：00 ～　月例会（ZOOM）　［終了後は幹事会を予定］

テーマ：経営コンサルとしてのUSP（Unique Selling Proposition）を考える
～『キャリアマネジメント研究会』で語られる経営士に重要な3つの力（仮題）

話題提供：柴田支部長

②令和3年3月19日（金）�16：00 ～（予定）　月例会（ZOOM）　［終了後は幹事会を予定］

埼玉支部HP：http://www.keieishi-saitama.com/

定例会（ZOOM）の様子

定例会（ZOOM）の様子
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支部活動報告
中部支部活動報告

中部支部

（記：三品 富義）
●中部支部賀詞交換会（オンライン）

2021年1月24日（日）�13：30 ～ 17：00
ZOOMオンライン開催　21名参加

【第1部】
★梅本支部長挨拶、参加会員による自己紹介
★講演：テーマ「時流を考える」2021年のキーワード
　講師：中部支部顧問　加藤健二
漢字一文字から見る世相、コロナ禍によるゴーストレストランも出

現、有明ガーデン、ル・コルビジュエ、フランク・ロイド・ライト、

世界の安藤忠雄、隅研吾（新国立競技場・御園座）、坂茂（ガラス張り

トイレ）などの建築物、空飛ぶ車・タクシー開発、実験都市（ウーブン・

シティ）、はやぶさは世界一、中国は月資源を支配か、感情の無いス

ピーチは感動されない、心の奥底にある“琴線に触れる”ことが重要、

など興味深い講演でした。

★各会員の新年抱負
参加全会員がそれぞれ順に、新年の抱負を発表していただきました。

★新春特別講演：
1）「VUCAの時代に創立70周年を迎える日本経営士会のGreat Change」
2）「日本経営士会　創立70周年を迎えGreat Change」
講師：日本経営士会　会長　鈴木和男

日本経営士会のスローガンは“経営に知恵と革新”。ビジョンは「本会は、

産業人材の育成と企業等の経営支援を基軸に、経営士の信頼とブランド力

を高めることを第一義とし、マネジメントコンサルタントの集団として企

業・団体等への積極的な支援活動を通じて産業社会に貢献する」。また、経

営士会は、多様性のある仲間と生きがい・働きがいをもって、自己実現・

自己研鑚する場である。今後とも、本部と支部が連携し70周年のこの機にGreat Changeを
して行きたいと思いますので、ご協力宜しく、お願い致します。

【第2部】 オンライン懇親会
会員有志で酒とつまみ持参で、初のオンライン懇親会、ブレイクアウトルームにて「最近はまっ

ていること」「面白いと思うこと」「絶対みたいTV」「SDGsについて考える」をテーマにしてワ

イワイガヤガヤ楽しく話し合い、最後に松永会員による一本締めで閉会。

●経営士補養成講座オンライン開講
2021年1月16日（土）～ 2月27日（土）（23日と30日除く）5日間開催。

受講者は女性1名を含む4名。講師は全て中部支部経営士。

経営士補の役目、企業経営の基本、MPPの理解、財務、人事、情報管理、販売とマーケティング、

生産と品質管理、環境経営などを学びました。

●環境経営士養成講座講師リハーサル開始
2021年3月6日（土）ベーシック、3月13日（土）～ 14日（日）アドバンスト予定。

事前準備として2月14日（日）と2月28日（日）に講師リハーサルを支部会員参加で

実施。

（参加者）

（キーワードレジメ）

中部支部ホームページも参照願います。　https://keieishikai-c.jp
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1） 2021年新年賀詞交歓会　開　催
去る、1月9日（土）に大阪市中央区難波神社

にて、お祓い参加支部会員の益々の繁栄と近

畿支部の飛躍を祈念しました。

コロナ疫病退散についても難波神社　宮司

様のお祓いも頂きました。

参加者は当初15名のエントリーで

1次会　ご祈念、お参り

2次会（努譲会発起会）開催でありましたが、

コロナ禍の関係で11名になりまた、当日欠席

4名あり計7名にてご祈念を受けました。

2次会は、難波神社の隣の筋にあるイタリ

アンレストラン「ガーブ」おいて出席者3名に

なりましたが近畿支部の努譲会の発起（2府
5県の会員アプローチ）を確認して終了いた

しました。

2） 新体制
ご　挨　拶

この度、近畿支部長代行に就任いたしま

した。

瀬尾ですが、取り巻く状況、外部環境（コ

ロナ禍）内部環境、近畿支部の諸問題等課題

や問題が山積しておりますが、何があっても

前に向かって押し進めていきたいと考えてい

ます。前進あるのみ

どうか、今後ともよろしくお願いいたし

ます。

＜新スタートの近畿支部組織図＞
（一社）日本経営士会　近畿支部　組織表

令和3年2月6日 施行

支部活動報告
近畿支部ニュース

近畿支部

（瀬尾副支部長　代表玉櫛奉納）

＊近畿支部会員の皆様に3月下旬及び4月上旬の土曜日14時～

　2020年度日本経営士会　近畿支部会員総会を開催します。多くのご出席をよろしく

　お願いします。（支部会員には、総会案内を送付いたします。）

二宮幹事　北原副支部長　坪田会員
浅見特別顧問　瀬尾副支部長　赤堀監事　鈴木副会長

坪田会員

会員総会

常任幹事会

支部長

支部長代行
瀬尾

副支部長
北原・瀬尾

常任幹事
河上
二宮
中里
下村
山下

特別顧問
荒田・浅見・中筋

相談役
橋本
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支部活動報告
SDGsの取組み紹介

近畿支部

近畿支部　二宮 治己
Creative Service Kingdom（CSK）株式会社　取締役副社長

2020年研究論文発表では、優秀賞をいただき私が行ってきた活動への共感を得ることができ

たことに身が引き締まる思いでした。今回、SDGs活動の状況を皆様へ紹介させていただきます。

昨年11/11（水）に神戸市立渚中学校と弊社のコラボレーション授業が実現しました。

トライやる・アクション(兵庫県の地域に学ぶ取組み)の一環として、弊社の提供している携帯型心

電計測定普及士セミナー（今回は中学生用の特別バージョン）と平素から取り組んでおります車椅子ルー

トマップ活動を1 ～ 6限を2分割し、122名の2年生全員を対象に特別授業を実施させていただき

ました。

〈携帯型心電計セミナー〉　SDGs3.d
生徒の大勢は携帯型心電計を触ったのも見たのも初めてでし

た。しかし授業を通してその重要性や計測方法について積極的

に学んでいただけました。（携帯型心電計セミナー講師：二宮）

最後のインタビューでは、「もし日常に携帯型心電計があれば

毎日家族に測ってあげたい」というコメントも飛び出し、大変良

いきっかけになったと思います。

〈車椅子ルートマップ活動〉　SDGs11.7
本講習では生徒の皆様にはグループに分かれていただき、大

学生のチームリーダーと郵便局の方々と一緒に実際に車椅子に

乗り、ルートを探索しました。車椅子に搭乗される前には、経

営士の三木谷氏（株式会社�グローバルITネット）と公益財団法人�

日本ケアフィット教育機構さまの車椅子レクチャーを受け、慣

れない車椅子操作に戸惑いながらも、ルート上の危険なポイン

トを見て周り、自分とは違った状況に置かれている車椅子利用

者の気持ちや行動について体験していただきました。

今年度2月より、兵庫ダイハツ販売株式会社様に携帯型心電計

測定を実施する「伝心電サービス」の運用が開始されました。

兵庫ダイハツ販売株式会社さまは健康経営に注力されており、

その実績として3年連続「健康経営優良法人�ホワイト500」を取得

されております。この度は、そんな兵庫ダイハツ販売株式会社さ

まの健康経営の新たな取り組みとして伝心電サービスをご導入い

ただけることとなりました。

CSK株式会社では、伝心電サービスでの健康経営サポート、バ

リアフリーマップ（国からの知的財産権を取得）普及を、企業と地域を

結ぶ取組みで学生の社会起業家育成を同時に実現していきます。

この活動を、全国に普及させることが私の使命(夢)です。経営

士の皆様と共に普及活動を広げていきたいと考えています。

興味のある方、一緒に活動していただける方は、　

連絡先）二宮�治己

携帯：090-8539-4491、E-mail：ninomiya@csk2.net
記事詳細の確認は、https://csk2.net　にて

神戸市立渚中学校との夢のコラボレーションが実現！！！

兵庫ダイハツ販売株式会社様で、伝心電サービスが導入されました。

写真は兵庫ダイハツ販売株式会
社代表取締役社長：阿部様（左）
CSK株式会社代表取締役社長：
野田（右）

（最後は生徒代表の方から御礼の挨拶
をいただきました！）
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支部活動報告
事業承継に対して積極的な取組を！

中国支部

中国支部　山口経営支援センター　大宮 義隆

我が国の中小企業政策を担う中小企業庁長官のここ数年の年頭所感をみると、解決課題として

毎年「事業承継」が最上位に掲げられている。つまり、事業承継は、中小企業対策の1丁目1番地

であるということであろう。この背景には、中小企業経営者の高齢化が進んでおり、「今後10年

間で70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万社が後継者未定。

そのため、このままでは、廃業が急増し、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22

兆円のGDPが失われ、特に地方においては深刻」との試算結果に基づく危機感がある。

一方、当山口県の状況をみると後継者不在率（TDB2020年調査）は75.3％で全国ワースト3位。

また、中小企業者数は、毎年約1000社ずつ減少しており、その要因を見ると、倒産は2割に満た

ず、大半は廃業・休業である。つまり、事業性・会社価値があるのに辞めてしまっているという

ことである。これは、当事者にとっては事業・会社を売却すれば得られた機会の損失、また、地

域にとっては雇用の喪失、活力の低下等、地域経済に大きな打撃を与えていることを意味してい

る。しかも、コロナ禍の状況下、今後も気力が萎えてしまい廃業するという会社は一層増加する

ことが予想されている。

中小企業庁では中小企業の事業承継対策について、税制

緩和、補助金等様々な施策を打っており、令和元年12月に

は「第三者承継支援総合パッケージ」を策定し、今後10年間

で60万社のM&Aを目指すとした。ただ、政府の目指すいわ

ゆる小規模M&Aへの対応については、現状では相談できる

専門家も少なく、特に地方においては受入態勢が不十分と

言わざるを得ない。その対応として、中小企業庁は「中小

M&Aガイドライン」を作成、あえて専門家のフィーについても言及し、小規模M&A市場の拡大

を促している。

そういう状況の中、山口経営支援センターでは、事業承継は経営士として担うべき喫緊の課題

であるとの認識の下、事業承継の基本から取組事例まで、それぞれが各テーマを担当し、毎月勉

強会を実施している。

事業承継への取組は、地域経済の活性化や中小企業のためのみならず、経営士自らのビジネス

チャンスにもつながるものであり、もっと事業承継に目を向けることをお勧めする。事業承継へ

の取組を機に、経営士会の活動が活性化し、真に中小企業のお役に立つ組織になることを切に期

待したい。

以　　上

（当支部会員による勉強会の様子）
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元会長　高橋 栄一
佐藤敬夫元会長に謹んでご冥福をお祈り申し上げますと共に、佐藤先生との思い出を書かかせ

ていただき追悼とさせていただきます。

私の佐藤先生との出会いは、本会の会長に就任された2005年3月に、私も新理事に就任した顔

合わせの時であります。前野徹元会長に次いて、外部からの会長就任で、特に元衆議院議員と言

う大きな肩書を持った方の会長の就任に驚きましに。佐藤先生はいつも優しく、私が副会長に就

任した時には、気軽にご相談に乗っていただきました。また人脈の広さに感心いたしました。

ところが2012年10月ごろに体調をくずされ、その後秋田に帰って静養されることになり、私

に会長就任を要請されました。私はその器でないとお断りしましたが、佐藤先生のご容態を察し

てお引き受けさせていただきました。

佐藤先生は丁度本会が会員数の危機的減少、度重なる内部問題を抱えていました。その上理事

会等運営が知見のある外部理事と猛者の内部理事で構成されていることから、近畿支部の坂井先

生に特別顧問として出席いただいておりました。本会の60年の伝統を生かしながら新しい取り

組みを調和させて行こうとご苦労されたと思います。先生は本会が改革しなければ生き残れない

との思いで、理事をリーダーに4つの改革プロジェクトチームを立ち上げて、注力されました。

その最中の2010年ごろから公益法人法の改正の施行が浮上し、本会を公益社団法人にするか

一般社団法人にするか大きな問題になりました。長い討議を重ねた結果、一般社団法人として申

請することになり、2013年に内閣府から無事認可を得ることができました。

先生は本会の知名度アップと会の活性化のために次々に対策に取り組まれました。

1つ目は、2012年3月に「経営革新等支援機関」の認定を受けようということで、自ら中小企業庁

に相談にいかれましたが、全国組織の団体を想定した制度でないことから交渉が難航しました。

本会が全国組織として経営支援アドバイザーの養成と責任ある体制を構築することで申請し、

2013年12月に認定を受けることができました。全国組織では本会だけです。

2つ目はビジネス・イノベーション・アワードの制定では、2011年に野々内元経済産業調査会理

事長を審査委員長にお願し、権威のある賞に構築された。経営コンサルタントの団体が中小企

業を表彰するのは本会だけです。

3つ目はホームページのリニューアルでした。新聞や雑誌の広告では経営士養成講座受講生が集

まらなくなってきた時期でもあり、ホームページは会のPRや受講生募集のうえで不可欠でした。

4つ目は産業能率大学への寄付講座の提供です。受講生から高い評価を得ています。

5つ目は女性の経営士が100名もいるのに、何も活動していないとのことで女性の会（NJKの会）

の結成を提案され、多くの女性会員の参加を得て発足しました。

6つは新たな資格である「環境経営士」が社会の環境問題の関心が生まれました。

　この他に経営士養成講座のコンパクト化や経費節減のために事務所の移転なども実施されま

した。

これらの取り組みは先生の強いリーダーシップがあったからこそ実現できたと思います。今振

り返ってみますとまさに本会が生き残りを懸けたイノベーションの数々でありました。

ありがとうございました、ご冥福を心より申し上げます。

佐藤敬夫元会⾧を偲んで
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第54回全国研究会議新潟大会は、70周年の記念すべき大会にあたります。

今大会の包括テーマは、経営士の役割を再確認し、経営士としての力量・手腕を十分に

発揮できるテーマです。是非この機会に、経営士各位の日頃の研究成果を論文にして発表

されますようお願いします。会員各位の多くの応募を心よりお待ちいたしております。

募 集 要 項

■資　　　格　：　一般社団法人日本経営士会　会員

■論文テーマ　：　①包括テーマに準拠するもの

②その他、経営士としてのコンサル活動をテーマにしたもの

■事 前 申 請　：　 応募を希望される場合は、2021年5月末日までに氏名、会員番号、

支部名、論文テーマをEメールで事務局宛てに申請してください。

■執 筆 要 綱　：　日本経営士会研究論文執筆要綱による

＊事前申請を提出された方に、執筆要綱をお知らせします。

■論文締切り　：　2021年7月末日

■応 募 方 法　：　メール添付またはデータで下記へお送りください。

〒102-0084　東京都千代田区二番町12-12 B.D.A.二番町ビル

一般社団法人日本経営士会　事務局

Eメール：office@nihonkeieishikai.com

■論 文 審 査　：　厳選に審査し、8月末に結果をお知らせする予定です。

■論 文 発 表　：　第54回経営士全国研究会議（新潟）において行います。

■論　文　賞　：　賞状及び副賞

第 54 回経営士全国研究会議（新潟）
「研究論文大募集」

―包括テーマ―

「地域の活性化と戦略」
～高齢化・人口減少における観光・産業・海外展開の取組～
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
会務に多大のご尽力をされました。
＊佐藤 敬夫 （元�日本経営士会�会長）

令和2年11月9日没（享年85歳）

＊川中 清司 （NO.148　近畿支部）

令和2年12月8日没（享年93歳）

訃　　報

インフォメーション

「経営士の提言」掲載の終了のお知らせ
日刊工業新聞社のご厚意により、長年日刊工業新聞紙面に「経営士の提言」の欄を設けて

いただき提言を掲載いただいておりましたが、新聞社の新たな取組みにより経営士の提言は

2021年3月で一旦掲載が終了となりました。

今まで、多くの会員皆様から素晴らしいご投稿をいただきまして誠にありがとうございま

した。

故・川中清司先生からの伝言　（1849　山下　博）

「訃報」欄掲載の川中清司先生とは昭和50年代央の「福井県眼鏡産地振興計画」事業（中小企

業庁）以来、「日専連」機関誌等々、マインド面を含め多くの交誼を得ました。直近選挙前の「福

井県内会員の票まとめ」で連絡の折には長電話となりました。先生の税理士法人のクライアン

トの一方で、小生主宰の異業種交流会（平成2年9月25日の福井新聞記事時41名）会員が商工会

議所副会頭になった等を喜び合った後で、15年前までの『会員名簿』発行の際「日本経営診断

学会。富山短期大学名誉教授」を記しておられたことと小生の経歴（本務以外に非常勤講師や

客員研究員も）に関連し、本会での「大学関係者会員による魅力アップ策」及び「福井等地方会

員のコンサル収入増、公的診断への関わり策」等（割愛）を託された思いです。今般、数年前

から同法人代表社員を継いでおられるご子息とも話しましたが、商店街問題でのスタンスや、

初代台湾特別支部長の劉先生のことも話題となりました。後者では清司先生から伺っていた

（拙稿あり）以上の美談（近畿大学との関連など）が聴けました。あるいは先行しての、平成30
年11月福井市での「関西SDGsキャラバン」（内閣府や鯖江市職員等講演）は清司先生からの情

報（事後報告す）で参加しました（その後、前述異業種グループ2社が県登録）。小生からは時事

通信社（同『地方行政』誌随想欄の準執筆者期あり）の情報提供（参加者限定ないし広報不足分）

と対応なども教えられた良き思い出です。「追悼文」（故阪井副会長時や他会分も）の枠を超え

ておりますが、現況への本部ベースでのブレークスルー策として伝言・提案させていただき

ました。割愛箇所については又の機会を。
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【お問合せ先】
株式会社バーニングスピリッツ
代表取締役　堺　剛
携帯電話：090-2733-0185
メール：tsakai@burningspirits2017.com

キャッシュフロー経営をクライアントさんに
提案していきませんか？

◆皆さまのクライアントさんのキャッシュフロー計算
書を作成いたします。直接法でも間接法でも
OK！
◆直接法⇒試算表、各銀行等の借入金明細、会計
ソフトの仕訳データが必要

　間接法⇒試算表、各銀行等の借入金明細が必要
◆弊社で作成したキャッシュフロー計算書を利用し
て、ワンランク上のコンサルティングをクライアント
さんに提供してみませんか？

【弊社事業】
１．月次決算早期化　
２．キャッシュフロー見える化
３．試算表作成（BS、PL分析）　
４．財務諸表等から見える業務課題の洗い出し、

PDCA管理　
５．事業計画書作成　
６．（外資系）本社へのレポーティング　
７．財務における取締役会資料作成　
８．菓子卸売業（BtoBのみ）

■キャッシュフロー計算書
　作成いたします！

広告／インフォメーション

支部・研究会活動予定

◇著　者：後藤 昭夫（会員番号5555）
◇発行所：文芸社
◇発　行：2021年2月15日
◇価　格：1,100円（税別）

人生って イノベーション だよね!!
継続的に成長するために

～最高の人生を生み出す鍵をあなたへ～
人生100年・VUCA時代の中

life shift=人生戦略を提案

し、キャリアコンサルタン

トの視点からのメッセー

ジ本であり、キャリアの

作り方やどの世代からで

も夢の実現へ、そしてミ

ニマムフューチャーを描

きながら、これからどう生

きるか？の道標を示した、多様性に応じた情報

満載です。大河ドラマ「青天を衝け」新一万円札

の渋沢栄一の訓言から抜粋し、現代の言葉に置

き換えて生きるすべを解説しています。

新書紹介

【北関東支部】
＊北関東支部総会（予定：新型コロナで変更あり）

5月22日（土）12：00 ～ 16：00
新潟東映ホテル（予定）

（茨城県会）
＊茨城県会月例研究会
（次年度準備、その他）
3月27日（土）13：30 ～ 16：30

＊茨城県会月例研究会
（当年度準備、各種計画等、その他）
4月24日（土）13：30 ～ 16：30

＊茨城県会公開MPP
5月29日（土）13：30 ～ 16：30

＊茨城県会月例研究会
（経営士の提言、MPPケース作成、その他）
6月19日（土）13：30 ～ 16：30

（会場は毎回 ひたちなか商工会議所）

【TAMAマネジメント研究会】
3月27日（土）14：00 ～ 17：00
4月24日（土）14：00 ～ 17：00
5月22日（土）14：00 ～ 17：00

（Zoomオンライン方式による開催予定） 25



マネジメント コンサルタント
2021年 3月・4月号

令和3年 3月1日発行（隔月発行）Vol.757号“経営に知恵と革新”
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