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第67回定時社員総会の報告

第67回定時社員総会が6月25日（金）、JR四ツ谷駅前のスクワール麹町3階「華の間」にて開催さ

れました。昨年に引き続き、新型コロナウィルスの影響を考え、テーブル1名掛けのソーシャル

ディスタンスを行い、ZOOM配信と併用で行いました。

また、開催に先だち、令和2年度に故人になられた7名に黙祷が捧げられました。

開催日時　：　令和3年6月25日（金）　15：30 ～ 17：35

開催場所　：　スクワール麹町　3階　華の間（ZOOM配信あり）

東京都千代田区麹町6－6　電話 03－3234－8739

出席理事　：　鈴木和男会長、鈴木祥浩副会長、近藤安弘専務理事、児玉充晴業務執行理事、

川西健雄業務執行理事、松橋裕子ブロック理事、大蔵充夫ブロック理事

出席監事　：　石井政夫監事、廣瀬典仁監事

社員総数と出席者数　：　社 員 総 数　703名（過半数：352名）

出席社員数　403名(内訳)　本人出席数　　　　　 26名

委任状提出者数　　　128名

書面議決権行使者数　249名

議　　案　：　第一号議案　令和2年度事業報告に関する件

第二号議案　令和2年度決算承認の件

令和2年度監査報告

第三号議案　令和3年度事業計画に関する件

第四号議案　令和3年度収支予算に関する件

議長及び議事録署名人の選任について　：

鈴木会長の挨拶のあと、鈴木会長の指名で、近藤専務理事より成立要件について定款第20条

第1項の規定により、総会成立に必要な社員数の過半数以上の出席を得て、第67回定時社員総会

は有効に成立した旨が告げられた。

定款第18条に基づき、鈴木会長が議長に就任し開会を宣言した。

また、定款第22条第2項の規定により議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、出席者は

異議なく賛成し、議事録署名人として南関東支部本田哲行社員と東京支部有馬弘純社員が指名さ

れ、被選任者もこれを承諾した。
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議案決議の結果（第一号～第四号）

　第一号議案　令和2年度事業報告に関する件

　第二号議案　令和2年度決算承認の件

　　　　　　　令和2年度監査報告

鈴木議長指名で、第一号議案の報告事項、第二号議案の決算承認の件は近藤専務理事に、監査

報告は石井監事が議案書に沿って説明をした。

審議の結果、鈴木会長が第二号議案の承認を求めたところ、賛成多数で可決された。

第三号議案　令和3年度事業計画に関する件

第四号議案　令和3年度収支予算に関する件

鈴木議長の指名により、両議案とも議案書に基づき近藤専務理事が報告した。

以上をもって議事が終了したので、議長が質問を求めたところ、近畿支部長より動議が出され

た。動議内容が会長辞任要求であったため、議長を鈴木副会長に代わった。動議理由は、会長が

期待どおりの活動をしていないなどを理由としたもの。会長がこの1年間の「Great Change」な

どについて説明。その後、ZOOM参加者を含めた出席者に意見を求めた。会場およびZOOM参

加者から会長の活動を評価する発言が出された。

その後、決議を求めたところ辞任賛成1票＋委任者15名の計16票で過半数に足りず動議は否決

された。

再び鈴木会長が議長になり、審議がすべて終了したので閉会の宣言をした。

時に17時35分であった。

（議事進行はつつがなく進められた）
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理事会通信

＜令和3年度 臨時理事会＞

記

1．日　時：2021年4月22日（木）　13 :00〜15 :15

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：令和3年度事業計画について

近藤専務理事が、資料に沿って、令和3年度の一般正味財産増減額は約510万円になる旨の報

告があり、まだ不確定のところもあるので、もう一度精査することを条件に全会一致を以って承

認された。

第二号議案：理事退任、支部長就任及び委員会担当理事選任について

近藤専務理事より3月31日付けで佐藤業務執行理事が理事辞任、並びに退会した旨の報告が

あった。佐藤理事辞任伴い、MPP委員会担当理事に松橋ブロック理事が近藤専務より推薦され

審議の結果全会一致で承認された。また、近畿支部支部長に関して、4月3日の近畿支部総会にて

瀬尾副支部長を支部長にする決議報告があり、審議の結果、理事会でも全会一致で承認された。

第三号議案：委員会組織変更について

近藤専務理事が資料に沿って委員会委員の変更について、広報委員会では渡邉、吉村委員が退

任し、新たに熊野泰雄会員が委員に就任した。また、人材育成事業部の経営士補養成講座に中国

支部4名が加わった。SDGs委員会では桒山委員が退任し、臼井会員が新たに委員となる旨の説

明があり全会一致を以って承認された。

第四号議案：会員制度について

近藤専務より「会員区分及び会費等に関する規程」の休会について海外出張の理由に限り5年の

猶予で休会できる旨の提案があり、審議の結果の結果全会一致を以って承認された。尚、准経営

士補は準会員も扱いになっているが、経営士補、環境経営士との整合性がとれないので、特別会

員に移行したいが、規程の変更が多くなるので今後の検討課題にしたい旨の提案があった。

（2）報告事項：

1．70周年記念事業進捗状況について

大蔵業務執行理事が資料に沿って8月28日開催の記念式典プログラム案についての説明があっ

た。尚、新型コロナウイルスの影響も視野に入れ、今後の状況を把握していくことが確認された。

以上
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第54回 経営士全国研究会議 新潟大会 のご案内

コロナ禍の影響で1年の延期となりました全国研究会議新潟大会のお申込みについてご案内申

し上げます。

お申し込みは、同封のFAX専用申込用紙とホームページの申込フォームの2つを準備いたしま

した。8月1日より受付を開始いたします。

コロナ対策、ソーシャルディスタンスでの会場設営にあたり、新潟大会につきましては、ご同

伴者様の募集を中止とさせていただきます。また、エキスカーションにつきましては、各コース

共に参加希望者が20名未満の場合は、実施いたしません。（ご理解の程、よろしくお願い申し上げ

ます）

エキスカーションに参加ご希望の会員の皆様には、実施が決まりましたら改めてご連絡を差し

上げます。エキスカーションの参加費については、決定後にご請求させていただきます。

2日目の昼食も準備いたしますので、希望の有無を忘れずにご記入ください。

たくさんの会員の皆様にご参加いただきますようお願いを申し上げます。

スケジュール
10月30日（土）

13：30 ～　開会式

14：00 ～　基調講演（3つの視点から）

18：30 ～　交流懇親会（各種表彰、アトラクションなど）

10月31日（日）

9：00 ～　分科会（3会場で実施）予定

11：40 ～　閉会式

12：00 ～　昼食　又は、エキスカーション

※ 宿泊につきましては、会場の新潟東映ホテルにて　シングル1泊朝食付　8,400円（税込）で100
室準備しておりますが。満室の場合は、近隣ホテルを同料金で御用意いたします。

朝食は、新潟東映ホテルにてご準備いたします。

2021年　10/30（土）― 31（日）

〈 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～

※新潟駅南口側改札より徒歩8分
会場 新潟東映ホテル
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エキスカーション
募集代理店：新潟県知事登録旅行業　第3種397号　株式会社 ゆめ旅

分 科 会

【1泊2日コース（温泉宿泊）】

【日帰りコース】

※各コース最小実施人数は20名です。申込が少ない場合は実施しません。

※すべて、交通費（船代バス代）宿泊、食事、入館料等は含まれております。

※宿泊は4人部屋の料金です。個室等は追加料金となります。

※実施決定後にご連絡、ご請求をさせていただきます。

※現時点での料金です。GOTOキャンペーン等が適用される場合は対応する予定です。

第 1 室 論文発表 最優秀賞　1 名　　優秀賞　2 名（予定）

第 2 室 海外展開 SDGs9長岡技術科学大学とのコラボ企画

大学の取組、学生の発表、パネルディスカッション等（予定）

第 3 室 観　　光 村上市町屋イベントの仕掛人 観光カリスマ吉川真嗣氏の発表

吉川氏、信田和宏氏ほか複数名によるパネルディスカッション（予定）

1．佐渡満喫コース（相川温泉）　40,000円（税込）
佐渡金山、朱鷺の里、歴史博物館、たらい船、酒造見学など
高速船ジェットフォイルで佐渡島に向かっていただきます。

3．鮭文化と町屋散策コース（瀬波温泉）　32,000円（税込）
鮭料理フルコース、町屋散策、イヨボヤ会館、おしゃぎり会館など
メインは、18種類もの鮭料理です。武家文化と町民文化の村上
市の歴史をご覧いただきます。

1．米・醸造文化コース　6,000円（税込）
豪農の館北方文化博物館、醸造の町散策（峰村醸造、今代司酒造）、
ピア万代新潟市内の見学とお土産のコースです。

2．地域産業と越後一之宮参拝コース（弥彦温泉）　
28,000円（税込）

工場見学2社、朝日酒造（久保田）、弥彦神社、寺泊漁港など
新潟の県央地区、長岡地区を回ります。
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昨年度は、コロナ禍の影響でMPPだけでなく、様々な会合等が中止または、リモートで

の開催になっていました。そのような状況下でいくつかのMPPの開催やNJKによるZoomに

よるMPPが開催されました。昨年度のポイント取得状況をご報告いたします。

ZoomでのMPP実施のガイドライン等を参考に、各支部・県会等でMPPの開催を計画ください。

事業部・委員会活動

令和2年度ポイント取得と保有のご報告
MPP委員会

会員番号 氏　　名 支　　部 県　　会 令和2年度
までの累計 会員番号 氏　　名 支　　部 県　　会 令和2年度

までの累計

2680 日野  隆生 東 　 京 ― 448 4269 齋藤  誠一郎 東 　 京 ― 92

3053 李　  孟熹 台湾特別 台　湾 407 1210 山内  輝光 九 　 州 福　岡 91

4096 阿部  幸男 南 関 東 神奈川 382 4018 松尾　  實 東 　 京 ― 90

3970 塚本  裕宥 北 関 東 茨　城 381 3693 鳥越  國男 中 　 国 広　島 89

4418 河上　  晃 近 　 畿 大　阪 313 5221 蔡　  有義 台湾特別 台　湾 89

4544 近藤  安弘 南 関 東 山　梨 283 3249 松永  準一 中 　 部 愛　知 84

3584 鈴木　  健 南 関 東 神奈川 277 834 髙橋  栄一 南 関 東 神奈川 83

2972 張　  銘江 台湾特別 台　湾 273 1868 石黒  不二夫 南 関 東 神奈川 81

3343 邱　  炳輝 台湾特別 台　湾 209 1112 森川  　昇 北 関 東 栃　木 80

4334 謝　  明堂 台湾特別 台　湾 209 4054 神﨑  　進 九 　 州 福　岡 80

4702 瀬尾  寿和 近 　 畿 京　都 200 911 鈴木  祥浩 近 　 畿 大　阪 78

4516 陳　  信安 台湾特別 台　湾 188 5002 津田　  嵩 南 関 東 神奈川 77

2022 磯部  正美 北 関 東 新　潟 184 4733 広瀬  典仁 南 関 東 山　梨 77

4595 黄　  世欽 台湾特別 台　湾 182 2306 山本  正樹 中 　 国 岡　山 76

4802 邱　  黎燦 台湾特別 台　湾 161 4705 岩井  美喜夫 四 　 国 香　川 76

4804 陳　  木梓 台湾特別 台　湾 160 2367 茂木  達男 東 　 北 山　形 75

3686 鈴木　  勇 北 関 東 茨　城 152 2452 鶴岡  義明 千   葉 ― 73

4905 陳　  益世 台湾特別 台　湾 149 4703 佐藤  昌次郎 近 　 畿 兵　庫 72

2042 木村  泰博 北 関 東 新　潟 146 1121 中野  澄雄 中 　 国 広　島 71

4760 島影  教子 東 　 京 ― 146 5199 三品  富義 中 　 部 愛　知 68

442 渡部  喜政 東 　 北 秋　田 144 3355 植木  和宏 四 　 国 高　知 68

4994 一瀬  良之 南 関 東 山　梨 133 4784 土橋  留美子 東 　 京 ― 66

2421 大内  正雄 九 　 州 福　岡 132 3894 田中  　實 東 　 京 ― 65

2041 渡辺  良男 北 関 東 新　潟 118 5278 宇和野  敦子 近 　 畿 兵　庫 63

5276 竹岡  栄徳 近 　 畿 大　阪 112 4945 江尻  敏彰 中 　 国 岡　山 61

5179 北原  雅人 近 　 畿 大　阪 109 4624 臼井  邦夫 北 関 東 栃　木 59

2719 林  　久雄 千   葉 ― 108 2256 小林  敏雄 埼   玉 ― 59

5117 陳　  俊硯 台湾特別 台　湾 108 3116 伊藤  彰彦 南 関 東 静　岡 57

5116 荘　  翔斌 台湾特別 台　湾 103 3966 庄司  芳昭 東 　 北 宮　城 56

1340 髙橋  幸雄 南 関 東 神奈川 101 2311 高田  英二 四 　 国 愛　媛 55

4412 東原　  實 四 　 国 香　川 101 4311 高村  一文 北 海 道 札　幌 54

3176 桒山  一宏 北 関 東 新　潟 100 2929 山本  英夫 南 関 東 静　岡 54

4997 松永  桂子 南 関 東 山　梨 98 5061 江　  致平 台湾特別 台　湾 54

4869 臼倉  恵美子 埼   玉 ― 94 3254 伊藤  三男 中 　 部 愛　知 53

1150 出村  忠廣 南 関 東 神奈川 93 3872 加藤  健二 中 　 部 愛　知 51

2323 藤原  義博 九 　 州 大　分 93 （敬称略）　　（令和 3 年 3 月 31 日現在）

■MPP高単位 保有者一覧〈通算50単位以上〉
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会員番号 氏　　名 支　　部 県　　会 令和2年度 会員番号 氏　　名 支　　部 県　　会 令和2年度

5444 山下  由紀子 北 関 東 群　馬 1 2041 渡辺  良男 北 関 東 新　潟 4

5354 大内  雅功 北 関 東 茨　城 1 2042 木村  泰博 北 関 東 新　潟 4

5468 幡谷  貞賢 北 関 東 茨　城 1 5123 李  　啓華 台湾特別 台　湾 4

1112 森川　  昇 北 関 東 栃　木 1 2022 磯部  正美 北 関 東 新　潟 5

5407 大宮  政男 東 京 − 1 5433 粉川  雅人 北 関 東 新　潟 5

4544 近藤  安弘 南 関 東 山　梨 1 3176 桒山  一宏 北 関 東 新　潟 6

3249 松永  準一 中 部 愛　知 1 5434 鈴木  裕之 北 関 東 新　潟 6

5347 梅本  泰則 中 部 愛　知 1 4959 陳　  俊栄 台湾特別 台　湾 7

5574 遠藤  欣秀 近 畿 大　阪 1 5061 江　  致平 台湾特別 台　湾 7

4705 岩井  美喜夫 四 国 香　川 1 5462 劉　  邦寧 台湾特別 台　湾 10

5566 西尾  英幸 九 州 長　崎 1 3343 邱　  炳輝 台湾特別 台　湾 11

5525 相場  清人 北 関 東 栃　木 2 4905 陳　  益世 台湾特別 台　湾 11

5345 吉村  千鶴子 北 関 東 茨　城 2 2972 張　  銘江 台湾特別 台　湾 12

4890 西山  　茂 北 関 東 新　潟 2 4802 邱　  黎燦 台湾特別 台　湾 14

2680 日野  隆生 東 京 − 2 5116 荘　  翔斌 台湾特別 台　湾 14

4760 島影  教子 東 京 − 2 5221 蔡　  有義 台湾特別 台　湾 14

4784 土橋  留美子 東 京 − 2 4595 黄　  世欽 台湾特別 台　湾 15

4997 松永  桂子 南 関 東 山　梨 2 5523 呉　  聰毅 台湾特別 台　湾 15

5365 今枝  健治 中 部 愛　知 2 5598 高　  芳眞 台湾特別 台　湾 15

5179 北原  雅人 近 畿 大　阪 2 5117 陳　  俊硯 台湾特別 台　湾 16

5563 二宮  治巳 近 畿 奈　良 2 4334 謝　  明堂 台湾特別 台　湾 18

5182 福田  幸雄 中 国 広　島 2 4516 陳　  信安 台湾特別 台　湾 18

5112 川西  健雄 四 国 香　川 2 4804 陳　  木梓 台湾特別 台　湾 18

4624 臼井  邦夫 北 関 東 栃　木 3 5443 何　  鴻鈞 台湾特別 台　湾 19

5199 三品  富義 中 部 愛　知 3 3053 李　  孟熹 台湾特別 台　湾 19

会員番号 氏　　名 都道府県 市町村 令和2年度 会員番号 氏　　名 都道府県 市町村 令和2年度

外　部 壬　  美芳 台湾特別 − 8 外　部 加藤　  誠 新潟県 長岡市 1

外　部 宋　  桑枝 台湾特別 − 8 外　部 櫻井  智子 新潟県 魚沼市 1

外　部 李　  佣分 台湾特別 − 6 外　部 原沢  亮太 新潟県 魚沼市 1

外　部 林　  青 台湾特別 − 6 外　部 佐藤  憲一 新潟県 魚沼市 1

外　部 俣　  硯珍 台湾特別 − 4 外　部 橋本  琢磨 新潟県 新潟市 1

外　部 張　  芳柴 台湾特別 − 2 外　部 樋口  圭治 新潟県 五泉市 1

外　部 江　  硯祥 台湾特別 − 2

外　部 荘　  敏欣 台湾特別 − 2

■令和2年度MPP単位取得者一覧表

■令和2年度MPP単位取得　外部参加者一覧
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NJK活動報告・お知らせ

令和3年度NJKの役員が令和3年3月の理事会で正式に承認され、新年度役員会をZoomで開

催いたしました。新役員は下記のとおりです。NJKは今年度で10周年を迎えました。Great 
Changに向け活動してまいります。また、今後の活動予定もご案内させていただきますので、宜

しくお願いいたします。

記
1. 新役員会紹介
担当理事 近藤　安弘（南関東支部 山梨） 委員 圡橋　るみこ（東京支部）

会長 吉村　千鶴子（北関東支部 茨城） 委員 児玉　充晴（千葉支部）

副会長 山下　由紀子（北関東支部 群馬） 委員 保坂　陽子（北関東支部 茨城）

会計 松永　桂子（南関東支部 山梨） 委員 山本　カオル（四国支部）

委員 臼倉　恵美子（埼玉支部） 委員 泉　文美（南関東支部 神奈川）

2 . 第1回役員会
(1)日　時：令和3年4月17日（土） 13：00 ～ 14：30
(2)内　容

①新年度委員挨拶

②理事会報告 （近藤専務理事より）

　◆ 事業部・委員会の基本規程・運営規程について他

③70周年記念式典について

④経営士全国研究会議について

⑤新パンフレット制作について（圡橋委員より）

⑥新年度の活動計画について（吉村会長より）

⑦その他 意見交換 他

　◆ 山本委員からの活動紹介

　◆ 臼倉委員からの活動紹介

　◆ 保坂、山本委員より感想　等

3 . 第2回役員会
(1)日　時：令和3年5月9日（日） 13：00 ～ 14：30
(2)内　容

①理事会報告 （近藤専務理事より）

　◆ 70周年記念イベント日程について　他

②経営士補養成講座とNJKとしての受け入れ体制について（児玉委員より）

③農業の楽しさを伝えたい！ 6次産業化セミナーについて

④70周年記念イベント用の動画撮影について

⑤女性リーダーによるMPP　Zoom開催について

⑥その他 意見交換 他

　◆ 児玉委員からの報告

　◆ 山本委員からの活動紹介

　◆ 吉村会長からの報告・相談　等
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一般社団法人日本経営士会 会員の皆様 
2021年7月20日 

一般社団法人 日本経営士会 
専務理事 近藤 安弘 

 
70周年記念誌企画記事日本経営士会会員のmini提言コンテストの募集 

テーマ：『これからの経営コンサルタント』 
各会員様へのご応募と募集のお願い 

「募集企画記事 経営士の提言コンテスト」概要 
 
謹啓   時下ますますご発展のこととお慶び申し上げます。日頃は当会活動へご協力いただき、あ
りがたく御礼申し上げます。一般社団法人 日本経営士会は本年度70周年を迎えます。70周年
行事実行委員会では、来たる2021年9月25日行事をオンラインにて挙行予定ですが、合わせて記
念誌を編集しております。この記念誌作成におきまして、会員の皆様のご協力をお願い申し上げま
す。下記募集要項をご確認いただき、奮ってご投稿・ご応募、お願いいたします。 

謹白 
70周年記念誌テーマ：これからの経営士会  70周年からの変革 
募集内容：テーマ：『これからの経営コンサルタント』で経営士の提言を募集します。１
提言は1000字まで、大変恐縮ですが、短くまとめていただきメールにてご応募ください。
集まりました提言の中から１～３位、入賞数点を決め、70記念誌に記事として掲載、賞
状の進呈をさせていただきます。70周年実行委員会が選定した選考委員会にて選考さ
せていただきます。 
 
募集期間： 8月10日（募集締め切り） 
 
募集方法：テーマに沿って提言本文を1000字以内でまとめ、タイトルとともにテキスト
データにて下記メールアドレスに添付ご応募ください。メールのタイトルに「経営士の提
言」と必ずご記入ください。また、メール内にお名前、所属支部、会員番号、連絡先のご
記入をお願いいたします。選考から漏れ記念誌には掲載されない場合でも、何らかの形で
会員の皆様にフィードバックできるよう検討中です。ぜひ多数のご応募お待ちいたしま
す。 
 
応募方法： 
＊メールに添付：amcj70s.book@gmail.com 
タイトルに「経営士の提言」 
本文に「氏名・所属支部・会員番号・連絡先」を記載してご送付ください）  
＊本部に郵送（下記宛にご郵送ください。氏名・支部・連絡先のご記載をお願いします） 
〒102-0084  東京都千代田区二番町12-12 B.D.A.二番町ビル5F 
一般社団法人 日本経営士会 70周年記念誌「経営士の提言」係 

掲載：一般社団法人 日本経営士会70周年記念誌表紙及び記念誌を経営士会ホームペー
ジにアップする予定です。 

担当：一般社団法人日本経営士会  70周年実行委員会 
委員長   大蔵充夫 E-mail : mickey801271@gmail.com 
副委員長   大宮政男 E-mail : mykya2017@gmail.com 
ご質問ご参加の連絡先：記念誌担当者  委員  土橋るみこ 
連絡先E-mail : freedom1101@mac.com     電話：090-6118-3127 

70周年記念事業について
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一般社団法人 日本経営士会 会員の皆様 
2021年 7月15日 

一般社団法人日本経営士会 
専務理事 近藤 安弘 

70周年記念誌の表紙をあなたの顔で飾りませんか？ 
70周年記念誌企画記事 各会員様へのご応募と募集のお願い 

「表紙のモザイクアート用会員顔写真」概要 
 
謹啓   時下ますますご発展のこととお慶び申し上げます。日頃は当会活動へご協力いただき、ありがたく
御礼申し上げます。一般社団法人日本経営士会は本年度70周年を迎えます。70周年行事実行委員会では、
来たる2021年9月25日に周年行事をオンラインにて挙行を予定し、合わせて記念誌を編集しております。
この記念誌作成におきまして、会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。下記募集要項をご確認いただき、
奮ってご投稿・ご応募、お願いいたします。あああああああああああああああああああああああああ勤白 
 
70周年記念誌テーマ：これからの経営士会  70 周年からの変革 
募集内容：70周年記念誌の表紙を、会員の皆様の顔写真でモザイクアートとして印刷します。 
そのための皆様の顔写真を募集します。 
募集期間：8月10日（募集締め切り） 
募集方法：写真の形態、サイズは問いません。以下のいづれかの方法でご提供ください 
＊スマホで撮ったものでも、普通のスナップ写真なら郵送でも、メールに添付でも構いません。 
＊写真の取り扱いについては、外部へ流出しないよう、最新の注意を持って取り扱い致します。 
 
＜方法１＞WEBからデータフォルダにアップロード 
（写真のファイル名にお名前を入れてください） 
https://www.dropbox.com/request/bFoApAaCZYZCsCtz3Xih 
 
＜方法２＞メールに添付 
（下記アドレス宛にタイトルに「記念誌表紙」本文に「氏名」を記載してご送付ください） 
amcj70s.book@gmail.com 
 
＜方法３＞本部に郵送 
（下記宛にご郵送ください。ご返却の必要な方は「返却必要」も追記ください。不要の方は使用後、シュレ
ッター処理いたします。） 
〒102-0084    東京都千代田区二番町12-12 B.D.A.二番町ビル 5F 
一般社団法人 日本経営士会   70 周年記念誌表紙写真係 
 

掲載：一般社団法人日本経営士会70周年記念誌表紙及び当会ホームページに完成した記念誌をアップする
予定です。 
顔出しNGの方のご応募はお控えいただきますようお願い申し上げます。 
 
担当：一般社団法人日本経営士会 70周年実行委員会 
委員長   大蔵充夫 E-mail : mickey801271@gmail.com 
副委員長   大宮政男 E-mail : mykya2017@gmail.com 
ご質問ご参加の連絡先：記念誌担当者   委員   土橋るみこ 
E-mail : freedom1101@mac.com 電話：090-6118-3127 
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経営支援事業部では6月26日（土）～ 27日（日）に経営支援アドバイザー養成講座をZOOMにて

実施しました。

講座に目的は、受講修了者を本会の経営支援アドバイザーとして登録し、中小企業に対し実務

的に対応できるスキルを取得して、活動の幅を広げることです。

特に今回は注目度が高い「事業再構築補助金」を取り上げ、実務的に指導できるようにしました。

当初予定していました参加者数を大幅に上回り、鈴木会長、鈴木副会長、近藤専務理事をはじ

め、新規参加者30名、リカレント研修（既資格保有者）16名合計46名の方々に参加いただき熱心

に受講いただきました。ありがとうございます。

【次回予定】
経営支援アドバイザー養成講座

日　　程：2021年9月19日（日）～ 20日（月祝）

受 講 料：新規受講者 20,000円

リカレント受講者（既資格保有者） 1,000円 （今回まで特別価格）

申込締切：9月10日（金）

申 込 先：本部事務局　担当　竹下克美

E-mail：office@nihonkeieishikai.com

TEL：03-3239-0691

事業部・委員会活動

経営支援アドバイザー養成講座　開催報告
－事業再構築補助金編－

経営支援事業部

（皆様2日間熱心に受講されました）
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1.内部活動
① SDGs委員会の体制は、本部委員会のメンバーと地域メンバー (北海道～九州)からなり、2021
年度も新型コロナ感染拡大防止策に伴いZoom活用Web会議(月次)を中心に開催する。

② 「地方創生SDGs活動推進に

ついて」情報共有・情報提供

を行ない、支部・本部委員会・

各支部との連携・協働を強

化する。

③ 内閣府・運営事務局殿より

配信されるメルマガを本会

の理事・支部長および委員

各位へ適宜、配信する。

④ SDGs事業部・委員会のポー

タルサイトについて、SDGs
に関心のある経営士・環境

経営士・経営士補・准経営士補のための情報を集めました。

▶日本経営士会のSDGs関連のセミナー資料など

▶内閣府PFでの基調講演資料などを掲載

▶地方創生SDGs事例紹介を掲載（ジャパンSDGsアワード受賞団体の中で当会の参考になる団体の紹介)

注:流用してセミナー原稿に使う時は著作者に許可を得るか、出所を明らかにしてください。

2.外部活動
内閣府・地方創生SDGs官民連携プラットフォーム運営事務局主催の各イベント分科会の参画

および当委員会が主催するベント分科会を企画・開催する。

① 令和3年度地方創生SDGs官民連携プラットフォームの分科会2テーマ「SDGs･CSR･環境経営

の普及とSDGsをべースとした非財務的要素による中小企業与信評価指標について」について

継続する。

② 役員の選出や運営方針、活動計画など、本プラットフォームの運営に関する重要事項を決定す

る総会・関連イベントに参画する。

③ 内閣府・運営事務局主催による地方創生SDGs官民連携 取組提案セッションマッチングイベ

ント・分科会活動紹介にエントリーして、本委員会が構築中の「SDGs宣言･登録･認証制度」な

どについて、下期よりパイロット運用を推し進める。

④ 地域との地方創生の加速化により、行政・地方自治体・教育機関などとのSDGs関連活動につ

いて連携・協働を推し進める。

（SDGs事業部のポータルサイト 【抜粋】）

事業部・委員会活動

2021年度SDGs事業部・SDGs委員会の活動計画
SDGs事業部・SDGs委員会

（SDGs事業部・SDGs委員会:本田 哲行）
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（6月定例会参加者）（5月定例会参加者）

支部活動報告

2021年度　茨城県会5～6月定例会　開催結果
（公開MPP中止 と 月例研究会のご紹介）

北関東支部　茨城県会

当会会員の皆様、当県会主催の定例会や公開MPPへのご参加ありがとうございます。

当県会の活動予定については、日頃から本誌末「支部活動予定」に示し、会員の皆様の活動に

役立つよう配慮しており、当会報誌確認で概略ご理解可能かと存じます。

昨年初めからの「新型コロナ禍」により、通常の月例会をささやかに開催しているのみ、公開

MPPについては残念ながら昨年2月～本年5月度連続6回中止、「新型コロナ禍」の状況が改善した

ら再開したく存じます。その節は奮ってご参加いただければ幸いです。

当7月の公開MPPは開催したいが、非開催の予想でありよろしくお願いします。

なお、古参～新入会、全員メール送信でご連絡でき効率的運営であり感謝します。

1. 月例会等の状況を以下のとおりご報告（現状と今後の期待事項＝前回の重複的記載）
1）表面上無駄と思える中に受け止め方により重要事項があり、必ず情報交換会を実施

当県会会員には経験、経歴が豊富で特色ある会員が多数（「よろず」担当も多い）

中堅、働き盛りの会員が主流、高齢会員は少数、支部の分会として県会が機能

2）会員歴の違う会員同士が知り合うことで新規ネットワークの構築が可能

公開MPPにご参加と3月で終了だが経営士の提言作成を推奨、基礎的活動の重視

会員外や県外会員との知的交流＝事例研究が可能（広範に役立つことを期待）

3）会の歴史等広く情報共有が可能、会員外や県外会員と交流（MPP等掘り下げ可能）

2. 昨年度4月　定例会以後　リモート会議を試行（定例会は段階的に本格化）
3. 新規事業を企画・実施（ひたちなか商工会議所＝専務が過去当会所属、等連携を計画）

以下の詳細をお読みいただきたく、再確認の意味を込めて議事録的記載です。

1. 定例会開催日：2021年5月29日（土）　6月19日（土）

13：30 ～ 16：00（情報交換会、新規事業検討会、新年度計画等）

2. 定例会参加者：5/29 (幡谷)(大内)(鈴木)(大橋)(塚本)　ズーム(根本)(竹俣)

敬称略　　 6/19 (幡谷)(大内)(根本)(松岡)(竹俣)(鈴木)(柴沼＝復会)(塚本）

3. 開催場所：ひたちなか市　ひたちなか商工会議所

4. 会員増強活動等：経営士会茨城県会を強化すべく推薦での新入会員増を実施

ひたちなか商工会議所との連携強化（歴史は長いが知名度は低い）

5. 新役員への継承：会計：大内雅功会員（実施完）、県会長：幡谷貞賢会員（実施中）
県会員のご協力を要請。推薦入会やMPP関連は塚本がご支援予定

6. 情報交換の内容：経営士会を下支えの休眠的会員を大切にしよう＝基本認識
Doitビデオ：伊那食品工業、ホンダ新神奈川等のビジネスの紹介＝考えに学ぶ

商店の顧客維持や活性化、接客の方法等紹介（社員の相互研鑽）

TRIZの紹介：詳細な手法紹介、今後活用場面があれば活用（質問等は大橋様へ）

時代認識の紹介：少子化、高齢化、人口減少社会への対応、ESGと経済成長

BG／AG時代は変化　&　DXの時代であり認識を新たにしよう

国民、市民、経済人の思考を西暦脳に変える必要があろう・・・

（茨城県会　定例会　写真提供　大内 雅功会員、お世話係　塚本 裕宥）
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千葉支部は月例の幹事会・運営委員会、3C勉強会以外に6月開催予定の経営士補養成講座に向

けた準備会議を精力的に行っています。

開催日　：　4月24日(土)、5月29日(土)

会　場　：　Zoom会議

第1部　幹事会・運営委員会
議題　①第55期経営士養成講座

現在進行中の経営士補養成講座を元に第55期経営士養成講座をアレンジする。

②経営士補養成講座

事務局チーム、集客チーム、講座チームを作り、各チームの進捗や課題などの情

報共有を行った。

第2部　4月24日 勉強会“3Cの会”
1）講　　　　師 :日比 慶一 会員

講演タイトル :『デジタル時代のマーケティングとは』

サブタイトルとして『マーケティングと

は何か？デジタルによる変化とは』と題し

てデジタル技術を活用したマーケティング

の講演を頂いた。内容は、新商品／新サー

ビスの成功要因の変遷から始まり、コンテ

ンツマーケティング、マスマーケティング

からインフルエンサーマーケティングへの

変化、ストーリを創り・語るなど多くのデ

ジタル技術や事例を用いて説明頂いた。

2）令和3年度・第66回日本経営士会千葉支部報告会（5月29日）

支部執行員9名、会員5名の合計14名で今回初めてZoomによるリモート会議で掲題報告

会を開催し、下記が承認された。

①令和2年度事業報告の件

②令和2年度収支報告の件

③令和2年度監査報告の件

④令和3年度事業計画（案）の件

⑤④令和3年度予算（案）の件

以上

支部活動報告
千葉支部活動報告

千葉支部
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1. 支部方針
本支部におきましては、3つのセンターを中核として、センターの特徴を活かした地域の小規

模・中小企業に則した対応と地方自治体および団体などの連携を推し進めるためにも、支部内共

通課題の業務(規程類整備)効率化、IT化なども検討します。また、各センター、本部・中日本ブロッ

クおよび外部機関との連携・協働を強化し、社会変化に伴う敏速な対応および会員の皆さんとの

密にコミュニケーションを図り推し進めることとします。

2. 内部・外部活動
本支部においても今後、持続可能な組織として内部・外部において社会のなかで果たすべき役

割は何か、また、地域・社会に提供する価値は何か、その価値は受手側にとってどのようなベネ

フィットをもたらしたいのかを模索しながら下図に示すよう外部連携・協働し支部活動を推し進

めることとします。

(1) 地域団体、行政・自治体との連携・協働し、

SDGs推進活動を加速させる。

① 自治体:相模原市、川崎市、横浜市、

神奈川県、浜松市、御殿場市、

山梨県など

② その他、各センターと連携し個別

案件の推進など

(2)会長キャラバン「Great Change」の取り組みにおける「会員増」の推進に努める。

①経営士推薦入会 → [上期:5人、下期:5人]を目指す。

②「全国版オンライン経営士補養成講座」 → 運用に向けて目指す。

③第54期経営士養成講座 → 秋季開催を目指す。

(3)本会の経営支援ツールであるMPPなどの活動を推進し会員の交流を図る。

※次回号以降は、各センター (山梨→静岡→神奈川)より報告させていただきます。

支部活動報告
南関東支部 2021年度（令和3年度）活動計画

南関東支部

（さがみはらSDGsパートナー制度交付式）

（南関東支部:本田 哲行）

日本経営士会マネジメントコンサルタント誌 原稿  

REV.01_2021/07/05  南関東支部  

支部活動報告 
南関東支部 2021年度(令和3年度)活動計画 

１．支部方針 
本支部におきましては、3 つのセンターを中核として、センターの特徴を活かした地域の小規模・中小企業に則した対応と

地方自治体および団体などの連携を推し進めるためにも、支部内共通課題の業務(規程類整備)効率化、IT化なども検
討します。また、各センター、本部・中日本ブロックおよび外部機関との連携・協働を強化し、社会変化に伴う敏速な対応お
よび会員の皆さんとの密にコミュニケーションを図り推し進めることとします。 
2．内部・外部活動 
本支部においても今後、持続可能な組織として内部・外部において社会のなかで果たすべき役割は何か、また、地域・社

会に提供する価値は何か、その価値は受手側にとってどのようなベネフィットをもたらしたいのかを模索しながら下図に示すよう
外部連携・協働し支部活動を推し進めることとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 地域団体、行政・自治体との連携・協働し、SDGs推進活動 
を加速させる。 
①自治体: 相模原市、川崎市、横浜市、 
神奈川県、浜松市、御殿場市、山梨県など 

②その他、各センターと連携し個別案件 
の推進など 

 
 

(2) 会長キャラバン「Great Change」の取り組みにおける「会員増」の推進に努める。 
①経営士推薦入会 → [上期: 5人、下期: 5人] を目指す。 
②「全国版オンライン経営士補養成講座」 → 運用に向けて目指す。 
③第 54期経営士養成講座 → 秋季開催を目指す。 

(3) 本会の経営支援ツールである MPPなどの活動を推進し会員の交流を図る。 
 

※次回号以降は、各センター(山梨→静岡→神奈川)より報告させていただきます。 
[南関東支部: 本田哲行] 

南関東支部 

神奈川経営支援センター 

静岡経営支援センター 

山梨経営支援センター 会 員 
[主な活動地域 神奈川:小池] [主な活動地域 山梨:一瀬] 

[主な活動地域 静岡:竹内] 

[本部・中日本ブロックとセンターとの連携] 

連携・協働 

“グッド・コミュニケーション” 
 

   

  
   

    
  

   

   

外部 

地域行政・自治体・団体など 

外部 連携・協働 連携・協働 

連携・協働 

 

さがみはら SDGsパートナー制度交付式 

16



支部活動報告
中部支部活動報告

中部支部

（記：三品 富義）
♦中部支部総会開催
・開催日時：2021年5月22日（日） 13：00 ～ 16：30
・開催場所：ウインクあいち　1105室及びZOOMオンライン
・参 加 者：13名
・中部支部総会の議案承認

議決権総数 51個
出席議決権数 34個（委任状含む）

◇第1号議案： 令和2年度 中部支部事業及び会計報告に関す
る件

◇第2号議案： 令和3年度 中部支部事業計画及び予算（案）に関する件
議長（梅本泰則）は別紙にて、両議案につき説明し、満場一致をもって原案は承認可決されました。

・世代（ジェネレーション）の講話　中部支部顧問　加藤健二　14：30 ～ 14：45
Z世代とは、1995年以降（平成の途中から）に生まれた現在26歳以下の

人のことである。13歳ころからスマホ（iPhone4）が身近にあったので、
中学生でFB、ツイッターなどのSNSを取り入れている世代でネットい
じめが出てきた時代です。さらに、親がリーマンショックの影響で金銭
的に厳しい経験をし、アメリカのオバマ大統領になった時代で、リベラ
ルが向上し、人種や性別には寛容であります。その反面、ゲームなどの
娯楽にお金を消費し、人に同調し易い性格でもあります。また、世代に

ついては他に、お笑い第7世代とか、スマホ5G（第5世代移動通信システム）時代とか言われ、こ
のジェネレーションを勉強し、コンサル活動に役立て行くことも必要です。

・特別講話
テーマ：「ウチとソトのまちづくり」
講　師：（株）ナゴノダバンク　代表取締役　藤田まや氏
時　間：15：00 ～ 16：30
大正2年創業の化粧品店（実家）の円頓寺商店街で生まれ育ち、2000年ご

ろ商店街の店舗減少衰退により寂しい想いをした経験があります。そこ
で2018年まちづくりコンサルタント会社勤務経験を活かし、商店街に関
するまちづくり、建築設計、不動産活用などをする（株）ナゴノダバンク
を建築設計者と組んで設立しました。
元々 2009年頃から円頓寺商店街の空き店舗対策などをしてきており、

アーケード設置、老舗の保護、お祭りの継続、住人の活用などコミュニティを活かしながら商店
街を活性化してきておりました。秋のパリ祭のイベント提案があった際は、パリに絡めた商品や
セールを組んだり、シトロエンやルノーの販売会社とコラボしたり、イベント成功のため、全店
舗交渉に廻った経験が盛況結果となり今に至っています。

空き店舗の対策スキームとしては、マッチング、サブリース、直営が
あり、30店舗ほど手掛けてきていますが、経営難で退店する店舗は現在
ありません。ある店舗では1階に飲食店や靴店、2階に歌舞伎が観られま
す。また、外から眺めることが出来るボルタリング施設店舗もあり、喫茶、
飲食、民宿など効果的なリノベーションをしています。そして、「名古屋
円頓寺商店街の軌跡」の書籍化の影響もあり、外部の人が円頓寺商店街で
のイベント要望が発生し、名古屋テレビの音楽祭、古本市、トマト（カゴ
メ）イベントなどが開催され、トリエントナーレの会場にもなりました。

現在は、サタデーマーケットや七夕祭りは継続して行っております。
更に（株）ナゴノダバンクは、名古屋市商店街商業機能再生モデル事業商店街オープンとして、

名古屋駅西銀座、西山、笠寺、堀田本町、柴田などの各商店街の空き店舗活用、イベント、商店
街運営に関わりながら、円頓寺商店街のような商店同士の繋がりや、地元・外部との連携ができ
る商店街プレイヤーの育成活動もしています。また陸前高田プロジェクト、瀬戸空き店舗プロジェ
クト、高蔵寺駅前イベントにも参画しています。皆さんにも円頓寺商店街を見学いただき、商店
街の中にある、金刀羅神社にもお参りいただけると光栄ですと最後に締められました。今後の商
店街活性化事業としてのコンサル活動に、非常に参考になるお話でした。

（中部支部総会参加者）

（中部支部顧問　加藤健二）

（円頓商店街の魅力）

（講師：藤田まや氏）
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♦ICT研究会
・開催日時：2021年6月20日（日） 13：30 ～ 15：00
・開催場所：ZOOMオンライン（参加者11名）
・テーマ：「コンサルタントが知っておくと良いZOOMの使い方」
・講　師：三品富義
このコロナ禍において、オンラインによるセミナー、講演、打合せな

どが随分増え、皆さんも慣れてきました。さらに今後のアフターコロナ

を見据えても、このオンラインのメリットが活かされ、引き続き行わ

れるかと思います。しかしながら他のセミナーや講演を拝聴してもオン

ラインのトラブルが時々発生しており、折角のセミナーがイメージダウ

ンしてしまうことがあります。そこで経営士、コンサルタントとして

ZOOMの使い方を基本から下記の項目について、再度よく知り、今後の活動に活かしていただ

くよう解説をいたしました。特に、下記①通信の安定性についてセミナー途中で回線が切れてし

まったならばいけませんので、Wi-Fi使用でなくルータとの有線使用が必須です。②～⑤項目は、

基本的な見栄えとなりますが特に重要項目です。⑧はトラブルが起きやすいので事前練習が必要

です。⑨のBGM音は、開始前や休憩中を流すことにより、セミナーを効果的にさせます。皆さん、

ZOOMプロに挑戦して下さい。

♦経営研究会（ZOOM実施）
・開催日時：2021年6月20日（日） 15：00 ～ 16：30
・開催場所：ZOOMオンライン（参加者11名）
・テーマ：「こうすれば聞き手に伝わるセミナー・講演のノウハウ」
・講　師：中部支部長　梅本泰則

今回は、1）あるスポーツ店の事例、2）分かりやすいセミナーのポイン

ト、3）見やすいスライドの作り方、4）伝わる話し方、についてお話をいた

だきました。

そして、1）あるスポーツ店の事例を題材として、分かりにくいセミナー

例と、分かりやすいセミナー例をパワポで実演していただきました。そ

の上で2）分かりやすいセミナーのポイントは、「話の構成」が先ず大切で

あり、①本日の目的（簡潔に言う）②自己紹介（その話に値する講師であることが必要）③問題提起

（セミナーの理由）④具体的解決法（誰でも簡単に再現できる内容）⑤本日のまとめ（伝えたかった

こと）の順に構成すると良い。もう一つのポイントは、3）見や

すいスライドにすることで、そのための作業は1文の文字数は

10 ～ 20字、左右端に注意、2行以上は行間をあける、文字の色

付けは強調箇所にする、フォントは統一、アニメーションは使

いすぎない、グラフは出典を必ず明記、数字の単位を明記、自

分で分かりやすく加工すること。そして、4）伝わる話し方のポ

イントは、下手でよい、洒落たことを言おうとしない、何回も

リハーサルをする、ノイズを減らすこと（えー、あー・・）に意

識して気を付ける、間を入れる（聞き手に考えさせる時間をつくる）、参加者の目を見てセミナー

をする、とのことです。

分かりやすく伝わるセミナーノウハウは、①→②→③→④→⑤の順で話の構成をし、見やすい

スライドで作成し、伝わる話すポイントを意識することが大切だと痛感させられました。

（講師：梅本泰則）

（三品富義）

① 通信の安定性
② WEB カメラ
③ 照明
④ 音声
⑤ 画角・服装
⑥ 最新バージョン
⑦ バーチャル背景
⑧ 画面共有（パワポサイズ）

⑨ BGM
⑩ ホスト契約
⑪ チャット
⑫ 投票を使う
⑬ グーグルフォーム
⑭ ブレイクアウトルーム
⑮ 録画

中部支部ホームページ参照願います。　https://keieishikai-c.jp
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支部活動報告
活動報告とセミナー案内

近畿支部

8月近畿支部MPP&新入会員によるセミナー開催のお知らせ

8月は特別編として、公開MPPと新入会員によるセミナーを開催します。

他支部会員の参加も歓迎します。ぜひご参加下さい。

　　日時：令和3年8月22日（日）

　　　　　MPP： 12 :30〜15 :30
　　　　　セミナー：15 :45〜16 :45（講師：近畿支部　串田敏美会員）

　　場所：大阪産業創造館　研修室A（大阪市中央区本町1丁目4-5）
　　MPP参加費：1,000円（当日徴収します。）

　☆申込方法：

　　　メールまたはFAXにて、タイトル「公開MPP&セミナー参加申込」、

　　　参加の区分（MPPまたはセミナー）、氏名・連絡先電話番号・支部名（近畿支部以外の方）

　　　記入の上、担当の北原雅人まで直接お申込下さい。（定員20名）

メール：sun-lux@joy.hi-ho.ne.jp　　FAX：06-7739-5963
　　　※ご参加の際はマスク着用など新型コロナウィルス感染予防対策にご協力下さい。

　　　　終了後、有志による懇親会（どじょっこ会）（4,000円前後）を予定しています。

　　　　情勢等により変更する場合があります。ご了承下さい。

担当：北原雅人

セミナー開催報告

〇SDGsセミナー　～経営士から始める稼ぐSDGsビジネス～
来る5月19日（水）に近畿支部事務所からZoom開催を兼ねて、SDGsセミナーを開催しました。

コロナ禍の厳しい中、参加者は11名（支部事務所参加者5名）でした。また他支部の方もZoom参

加していただきありがとうございました。

今回のセミナーは、昨年の研究論文で発表した「CSRとSDGs、健康経営へ」の論文の実践報告

でもあり、SDGs活動は大学生が中心となって活動しています。その中で、経営士がSDGsに取

り組みソーシャルビジネスを事業化する手伝い、担い手になりませんかという内容です。SDGs
の取組みが経営士会のブランド化につながって行ければと考えており、近畿支部でも関西SDGs
プラットフォームの会員登録を行い、情報連携を図っていきます。

担当：二宮治巳

6月23日「知って得するお得セミナー」を開催しました。

さる6月23日（水）、大阪市北区の三共梅田ビル地下1階　

レンタルスペース貸会議室にて、株式会社セールスジャ

パン（本社・東京）　代表取締役社長　井崎勝司様をお招

きして、「知って得するお得セミナー　法人様の埋蔵金発

掘セミナー」を開催しました。会員並びにご紹介の一般参

加者、計25名の参加となり、実例交えたわかりやすい講

演を聴講しました。多数のご参加有難うございました。

（文責：北原雅人　代理にて作成）

担当：下村治生

（コロナ対策を施したセミナー会場）
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支部活動報告
恒　例　高野山セミナーを開催します!!

近畿支部

近畿支部  恒例！  高野山セミナー開催案内！

2021年9月25日（土） 26日（日）

会員各位　新型コロナ禍で大変な時期ですが、今一度、真言密教大本山のこの地で、不確

かなこの時代に対し、人として、経営士として学び、自己理解を深める2日間です。

日　時：令和3年9月25日(土)、26日（日）　14時集合　26日13時解散

場　所：和歌山県伊都郡高野山580番地　　三法院　　（バス停　蓮華谷前）

参加費：20,000円（宿泊・朝夕　食事　MPP・他資料代含む）

★初日　　セミナー予定　　★2日目　　セミナー予定

全国の支部役員、会員の皆様の多数参加をお待ちしています!!

近畿支部主催夏季公開特別セミナー開催
日　時：令和3年7月27日（火） 16：00～19：00（15：00開場）

会　場：京阪電車　天満橋駅　OMMビル2階　会議室203～205
受講料：会員・一般　4,000円

プログラム：

第１部：16：00～17：30　コロナ禍の経済情勢と景気回復に向けた経済政策について
講師 滝川好夫様　神戸大学名誉教授（金融経済論担当）
関西外国語大学英語キャリア学部教授、放送大学客員教授（経営学博士）

第２部：18：00～19：00　渋沢栄一氏の教えに学ぶ
講師 木村昌人様　元公益財団法人渋沢栄一記念財団研究部長
ミズーリ州立大学セントルイス校客員教授、関西大学客員教授

■セミナー企画運営：瀬尾支部長、北原副支部長、河上幹事、下村幹事、中里幹事

■監　修：淺見特別顧問、中筋特別顧問、酒井相談役、赤堀監事

両セミナーのお問い合わせ：TEL：06-6743-4817　FAX：06-6743-4818（近畿支部）

（担当：酒井三雄）

20



支部活動報告
近畿支部主催セミナー案内

近畿支部

有限会社 中里スプリング製作所による講演
今回の講演は『2代目から3代目へのバトンタッチ-引き継ぐべき共通認識-』をテーマとし、『継

がせる側・継ぐ側のホンネ』を通して現代社会における事業承継について語って頂きます。皆様、

是非ご参加ください。

TV・ラジオ等様々なメディアに取り上げら

れていますが、ここではその一部を紹介させて

頂きます。

詳細資料等は講演当日にお渡し致します。

担当：中里皓一

第1回　9月15日　大阪産業創造館　18時開演予定
講演者：取締役 社長　中里良一

2代目が語る『ハンデをプラスに変える発想法』
2代目として革新的な経営に取り組み、業績回復を果たす。独自の発想

と経営方針、そしてオンリーワンの型破りな経営手法で『元気ある町工場』

『小さくても比重の大きな会社づくり』『日本一楽しい町工場』を目指す経

営者である。

第2回　10月28日　大阪産業創造館　18時開演予定
講演者：取締役 常務　中里保史
3代目が語る『現状と進化（仮）』

群馬県内の地域金融機関で営業・経営企画・金融機関向け地域経済分析・

地方版総合戦略推進セミナー講師等の経験を15年培い2017年に取締役常

務へ就任。『自分色』を忘れず営業、自社製品開発、さらに全国各種の展

示商談会への出展等、様々な戦略で発展させている。

金属産業新聞　2021年6月14日掲載記事より

YouTube『グロースの翼～ 350万社の奮闘記
～嫌な客はこちらから切る』

有限会社 中里スプリング製作所HP
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支部活動として、四国支部例会を令和3年6月22日開催しました。

今回は、香川県よろず支援拠点セミ

ナー、日本経営士会四国支部連携により

「資金調達、ビジネス構築からマーケティ

ング、デジタル化支援まで、頼れる専門

家の活用法」をタイトルに、よろず支援

拠点の概要、活用の具体例をお話しして

いただきました。

よろず支援拠点とは、国が平成26年度、全国47都道府県に設置した中小企業・小規模事業者

のための無料経営相談所です。経営者が抱えるあらゆる課題や悩みを分かち合い、寄り添いなが

ら、解決に向けて全力でサポートしていただける機関です。

このコーディネーターのメンバーに四国支部の新開勝之氏(理念・コンセプトの構築・利益分

析)、川西健雄氏(IT利活用・WEB活用・ECサイト)、が登録し活躍されています。経営士会の

メンバーとよろず支援拠点とのパイプ役ともなり、各会員の顧客にもよろず支援拠点を身近に感

じていただき、各会員とともにこのコロナ禍の経済状態を乗りきっていただきたいと考えており

ます。また各経営者にとって大事な経営計画、事業策定、事業承継などのサポートを行い、企業

の存続と価値を高めていくきっかけにしていただくことを願っております。

支部活動報告
四国支部6月度例会（外部連携）

四国支部

（得意分野を活かして協業）

22



新型コロナウイルスが世界を荒廃させていて、台湾は適切な対

応により、去年それほど大きな影響を受けていないです。残念な

がら、誰もが成功を抑圧する雰囲気にまだ浸っています。意外な

こと、新型コロナウイルスは実際に今年母の日大型連休後に発生

させられて、島中に広がりました。

昨年は台北支部、台中支部を問わず、日本経営士会台湾特別支

部が予定通りMPP定例会を開催し、11月にはMPPリーダー養成・

更新セミナーを開催しました。14名の参加者のうち、5名の養成者

と9名の更新者が参加しました。新型コロナウイルスが蔓延する際

に、無事完了することができたのは幸いであり、日本経営士会本

部の皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

昨今の厳しい環境から考えると、いわゆる「危機は転換点」というのは、経営コンサルティン

グ業に従事する会員にとって、一種の学びチャンスではありませんか？例えば、会社が順調に誇

らしげに動いていると、突然大きな嵐や危機に見舞われますから、その困難をどのように乗り越

えていく、困難を乗り越える方法なら、いよいよビジネスコンサルタントの出番です！

台湾政府が「超前部署」(前をもって展開する)の厳しさを主張しても、結局今は破綻があり、

又台湾がこの半年間の異常気象に見舞われたとしても、断水や停電に疑いを抱く可能性もありそ

うです。つい最近中国大陸が台湾を迂回して軍事力を行使するために軍用機を使用し続けていて、

軍事威嚇を脅し、さらには台湾人をまねき誘いするための新しいコロナウイルスワクチンを使用

し、台湾内部対立を生み出させ、まるでアメとムチのようです。

これら前代未聞の問題なら会社の運営は前例のない問題に直面しているようではありませんか？

一つのものがなければ、人の知恵は得られない、私たち目の前にこれらの事例は、ビジネスコ

ンサルタントに従事するすべての人に、調査と分析の事例として与えられているにすぎません。

特に台中支会には医療・バイオ業界と携わる会員が多く、新型コロナウイルスの流行後も、実際

のカウンセリングメーカーから学び、この苦境から抜け出し、他のメンバーとシェアできるよう

にすべきだと考えています。

そうすると、いろいろな対策のインスピレーションも出てくるだと思われます。

今から2ヶ月後が東京オリンピックを開催する予定ですが、賛否両論を持っている者にとっては、

両方の良さを活かすのは難しいです！しかしバッティングベンチに立たないと打つチャンスがな

く、ボールが来ても打たれないと、ホームランに戻ってゴールすることもできないでしょうか？

ここに、東京オリンピックがリスクを最小限に抑えて円滑に開催されること、そして日本経営

士会の新潟全国大会が同じこと順調を行い、お互いの経験を共有することを心から願っています。

（台湾特別支部：蔡 有義）

支部活動報告
いよいよビジネスコンサルタントの出番です！

台湾特別支部

（台湾特別支部蔡有義支部長）
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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7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8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、9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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インフォメーション

セミナー募集で困っていませんか！
FaceBookの広告を使う方法のご紹介

2年前までは環境経営士の募集（本部は奇数月で開催、支部は任意で開催）では募集をして

も0人の月もありました。

その後は種々試行錯誤をして最近は1回につき5人〜8人は集まるようになりました。

7月開催ではNHKから13〜14人この講座に参加の打診がありました。

NHKは「環境経営」について新しく事業を開始するための予備知識を得るためらしい。

今回はこの環境経営士養成講座（以後講座と略します）の広報についてご案内します。

読者の中に「他の方法もあるよ」お気づきの方がおられれば教えてください。

◎環境経営士養成講座の公募方法は：
＊CSR環境事業部のホームぺージ（HP）に講座の案内を記載。

（月約500人が訪問「環境経営」で検索Googleでは20番目位Bingでは10番目位に表示さ

れている）

＊Face Book(有料宣伝含み)（リーチ人数400 ～ 2000人エンゲージメント160 ～ 250人）

＊�その他ツイッター、ブログ、環境羅針盤、GPN（グリーン購入ネットワーク）のメルマガ、

（2000弱）オルタナメルマガ（約45000）等
今回はFaceBook（FBと略します）の宣伝についてお伝えします。この方法はFBを団体とし

て立ち上げておく必要があります。このFBはCSR環境事業部のHPの講座とリンクさせてい

ます。

FBの宣伝は通常5日間で2500円必要です。この値段については高いか安いかは皆様のご判

断ですが、私の感想では元が取れると思います。この講座の受講予想の年齢範囲、関心を持っ

ているジャンル、日本のどの地域をターゲット（下図の③）とするか等選択します。契約の5日
間過ぎると宣伝結果はリーチ人数などFBから連絡がきます。

問い合わせ　CSR環境事業部　福井 浩

【TAMAマネジメント研究会開催予定】
会　場　ZOOMオンライン方式

開催日 開催時間

2021年7月24日(土) 14：00 ～ 17：00
2021年8月28日(土) 14：00 ～ 17：00
2021年9月25日(土) 14：00 ～ 17：00

【北関東支部】
＊茨城県会公開MPP（予定：新型コロナで変更あり）

　7月24日（土）　13：30 ～ 16：30　ひたちなか商工会議所

＊茨城県会公開MPP（予定：新型コロナで変更あり）

　9月25日（土）　13：30 ～ 16：30　ひたちなか商工会議所

＊茨城県会月例研究会（情報交換会、MPPケース作成、その他）

　10月23日（土）　13：30 ～ 16：30　ひたちなか商工会議所
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