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「業務一般常識」を受講して・・・ 

「品質管理」を受講して・・・ 

「マーケティング」を受講して・・・ 

「MPP理解浸透」を受講して・・・ 

東北支部情報通信６・７・８月号 

平成２８年 ９月 １０日 

一般社団法人日本経営士会 

東北支部 会員各位 

一般社団法人 日本経営士会 

東北支部 支部長 佐藤光子 

 

平成２８年６・７・８月情報通信 

猛暑もようやくやわらいでまいりました。会員の皆様には益々ご活躍のこととお喜び申しあげます。 

日本経営士会は青木幸江会長、新理事体制のもと、会員あっての経営士会を強く認識した本部組織へと生まれ

変わりました。また、東北支部は初めての試みとして東北支部・北関東支部新潟県会との合同公開ＭＰＰを実現

いたしました。経営士同志お互い切磋琢磨し、プロのコンサルタントを目指しましょう。会員の皆様には後半の

研修等に一つでも参加していただきますよう心からお待ちしています。        東北支部長 佐藤光子 

 

第４期経営士養成講座 中間報告 

① 【報 告】第４期経営士養成講座 順調に進行中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無事、第６日目までの日程を終了しました。連日の猛暑の中、受講生の皆さん、講師の方々大変お疲れ様です。 

  多岐にわたる分野の講義に、刺激を受けた受講生も多いと思います。後半戦も実り多い講座になることを期

待します。 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 科目及び内容 講師 

6/25（土） MPP理解浸透 MPP活用による管理手法理解 庄司芳昭・佐藤光子 

リスク管理 リスクアセスメント、危機管理、BCR とは 掛札彰久 

7/9（土） 財務管理 

  

財務概論、財務分析、経営分析 
佐藤泰男 

経営・財務力の診断と改善指導 

7/23（土） 

  

マーケティング マーケティングの基礎、販路開拓 小林 実・今野芳則 

販売管理 販売管理の基礎、営業力診断 小林 実 

情報管理 経営情報と情報システム、ITの活用 表 伸也 

8/20（土） 

  

生産管理 生産管理手法、原価低減、稼働率向上 
岡崎充男 

品質管理 品質管理手法、課題発見 

ビジネスマナー 正しい理解と実践 倉島由美 

8/27（土） 人事・組織管理 人事・労務管理の基礎、労務管理法規 近藤 弘 

業務一般常識 報連相、コーチング、セクハラ他 掛札彰久 

▶叱り上手のテクニック

はすぐ生かせる内容です

ので、持ち帰り、直ちに

実行します。 

▶源流管理、即行動を常に

念頭においてお客様や社内

での信頼関係を築いていきた

い。澄んだ心で本質を見るこ

との大切さも教えていただい

た。 

▶私は現在別の学校でもマーケ

ティングについて学んでいるが、あ

ちらは学術的な内容だったのに対

し、今回の講義はより実践的な

内容であった。 

▶決められた時間の中で、活

発に意見を交換したり、それら

をまとめて答えを導き出すことの

難しさ、面白さを感じることがで

きた。 
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参加企業が３社ということで、主力製品の説明や自社の抱える課題等について中身の濃い意見交換が

できた。講演のポイントである連携、複合化、情報発信という点において大変有意義であった。 

今後なにか新しい動きが現れるであろうことを実感した。ぜひとも次に繋げるようにしていきたい。 

（北東北支援センターセンター長 掛札彰久 記） 

＜第４期経営士養成講座 今後の予定＞ 

第７日目 環境経営 環境保全と企業の取組、環境関係法規 山下健二 

9/17（土） 法律知識 企業経営における法律 弁護士 

  コンプライアンス コンプライアンスとは 庄司孝一 

第８日目 企業統治 法令遵守、CSR、問題事例紹介 山下健二 

9/24（土） 特別講話 「企業経営者の講話」 （公財）みやぎ産業振興機構 

  中小企業支援 中小企業支援情報 宮城県中小企業団体中央会 

第９日目 経営改善 強化リーダーになる方 掛札彰久 

10/8（土） 改善計画 改善計画書策定・グループ発表 掛札彰久 

第１０日目 ワークショップ 「今後経営士としてどのように活動するか」 山下健二 

10/22（土） 経営戦略 戦略の立て方（SWOT分析） 山下健二 

  ケーススタディ グループ討議、事業計画書策定 山下健二 

  プレゼンテーション グループ発表 山下健二 

第１１日目 最終講話 「日本の中小企業論」 深田一弥 

11/5（土） 特別講話 「創業支援のポイント」 庄司孝一 

  修了試験（小論文） 履修項目から出題（1500字）  

  閉講式 経営士申請手続き  

    修了証書授与、閉講挨拶  

11/12（土） 面接試験 
 
面接官 深田一弥・庄司芳昭 

 

② 【報 告】北東北支援センター主催『首都圏向け異業種交流会』 

開 催 日  平成２８年７月２６日（火） １３：３０～１６：３０ 

       開催場所  遊学舎 昭和館２F 大広間（秋田県秋田市） 

      参加企業  ３社 

      講  師  片岡修一会員    テーマ「地域特産品をいかに首都圏に販売するか」 

主催者感想 

 

      

 

 

 

③ 【報 告】東北支部・北関東支部新潟県会合同公開 MPP 

開 催 日  平成２８年 ８月２７日（土）  

午後 １時３０分受付、２時～５時・ＭＰＰ、５時３０分・情報交換会 

開催場所 NＳＧ学生総合プラザＳＴＥＰ （新潟市中央区紫竹山６－３－５） 

トライアルケース 総合経営  ケーステーマ S 社の事業展開 

出席者 （順不同、敬称略）   

東北支部：佐藤光子、峯田寿子、表 伸也、佐藤泰男、高橋直也 

    新潟県会：磯部正美、木村泰博、桑山一宏、柴田光榮、洲崎直人、西山 茂、渡辺良男                       

    一般参加：粉川雅人、樋口圭治、山添正夫  

特別参加：青木幸江、香山 務 
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（懇親会の様子） 

今回の東北支部・新潟県会合同ＭＰＰは、計画から開催まで短い期間でした

が、東北支部より佐藤支部長をはじめ５名の方々から遠路新潟市までおいで頂

き、新潟県会より７名、一般参加者３名に加え、経営士会本部より青木幸江会長

と香山務専務理事からもご出席頂き、１７名の参加で開催しました。 磯部新潟

県会長の開会の挨拶に続き、青木会長から日本経営士会の改革に向けた運営

姿勢と、「会員のための会にする」との決意のご挨拶を頂きました。 

ＭＰＰは青木会長と香山専務理事にもチームに加わって頂いて３チームを編

成し、新潟県会ＭＰＰケース研究会で作成したトライアルケース「Ｓ社の事業展

開」の、・おもちゃ・ゲーム機・携帯電話と時流に乗って拡大してきた事業を、・

大規模店との競合・短くなった商品のライフサイクル・縮小する市場、といった

経営環境の変化に対応する事業課題にどう対応すべきかを討議しました。 

討議では、参加者どうし初めての組合せや、参加会員の専門分

野の多様性など、合同開催ならではのチーム構成で活発な討議

が展開され、チームごとの発表のあと、香山専務理事より講評を

頂きました。 会員はもとより、一般参加者からも「大変勉強になっ

た、次回も参加したい」との感想もあり、佐藤東北支部長より、これ

からも合同で開催しましょうとの意向も示されました。 

ＭＰＰの後は割烹料理店に会場を移し、ＭＰＰケースの議論

の続きや、会員それぞれの活動の現況報告などの情報交換で

懇親を深めました。 また、経営士会の本来の在り方や運営

に対する疑問など、いつもの会ではグチになりかねない話題

も、青木会長と香山専務専理事にご参加頂いた事から、会員

と執行部の直接の意見交換の場となり、従来の執行部運営に

あった説明不足や会員の理解不足を払拭するコミュニケーシ

ョンが図られ、経営士会の改革に期待を感じる有益な時間と

なりました。 

（МＰＰ風景） 

（高橋直也会員 発表） 

（参加者記念撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（北関東支部：渡辺良男会員 記） 
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皆様、ふるってご参加ください。詳細は同封のチラシをご覧ください。

お問合わせ・申込みは 高橋直也会員までお願いします。 

 石巻開催決定！！ 

 

④ 【募 集】中小企業会計啓発・普及セミナー ＆ 特別講話  

 

 

 

＜第１部＞ 

対 象 者  中小企業経営者、管理者、後継者、財務担当者 

開催日時  平成２８年１１月１９日（土）１３ 時３０ 分～１６ 時３０ 分 

会  場  石巻かほくホール 

（〒986-0827 宮城県石巻市千石町４－４２） 

定  員  ３０名 

講  師  一般社団法人 日本経営士会 東北支部 

             庄司 芳昭 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第２部＞ 

      特別講話「経営士とは・・・」    １６時３０分～１７時 

 講  師  一般社団法人 日本経営士会 東北支部 深田 一弥 会員 

 

 

 

 

 

⑤ 【募 集】宮城支援センター 中小企業会計啓発・普及セミナー 

開催日時  平成２８年１２月１０日（土）１３時３０分～１６時３０分 

会  場  深田会計マネジメンツ研修室（仙台市青葉区） 

詳細は追ってご案内いたします。 
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⑥ 【ご案内】     

会員ブラッシュアップ研修 

開催日時   平成２８年１２月１７日（土）１０時～１２時 

会  場    深田会計マネジメンツ研修室（仙台市青葉区） 

          講  師     一般社団法人 日本経営士会 東北支部  表 伸也 会員（▶生産・環境の expert） 

一般社団法人 日本経営士会 東北支部  小林 実 会員（▶販売の expert） 

 

なお、以下の方は受講対象者です。参加義務がありますので必ず出席してください。（順不同、敬省略） 

東北支部第１期経営士養成講座修了者 田村 滋、伊藤宏一、佐藤泰男、鏡 仁、表 伸也 

東北支部第２期経営士養成講座修了者 相沢和男 

東北支部第３期経営士養成講座修了者 八木寛彰、伊藤 仁、片岡修一、茂木 昭、渡辺晋也 

東北支部第１期経営士補養成講座修了者 菊池幸太郎、宮崎恭子、岡崎洋祐、小又勝山、峯田寿子、

木内茂人、大谷のりこ、永澤貴之 

東北支部第２期経営士補養成講座修了者 佐藤広文、佐藤琢馬、橋本浩一、仲澤雅人、佐藤久美子 

 

参加申込みは下記に必要事項をご記入の上、FAX、またはメールにて 

１１月末日までにお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１２月１７日（土）会員ブラッシュアップ研修に 参加します 

 

会員名                     勤務先                                                                   

           

ご住所  〒 

 

  ご連絡先  電話番号              Email 

 

                                                                  

 

 

 

 

お申込み・お問合せ 

一般社団法人日本経営士会東北支部  

ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２３－６５５－２５７８ 

       携帯 ０９０－８７８３－９７２１     

Ｅmail ： a＿mitsuko@jp.bigplanet.com 

 

mailto:mitsuko@jp.bigplanet.com
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全国から参加者を募集

します。皆様、ぜひ多数

ご参加ください。 

１２種類の至福のお風呂 

山形ならではの豊富な食材を

駆使した斬新なお料理 

趣のある中庭 

純和風 

くつろぎの客室 

☞庄司孝一会員によるトライアルケースＭＰＰ 

赤湯温泉 上杉の御湯 御殿守（HP、パンフレットより） 

⑦ 【募 集】平成２８年度（一社）日本経営士会東北支部 MPP 案内 

 

 

開催日時  平成２９年１月２８日（土）１４：００～２０：００（後泊必要） 

会  場  山形県赤湯温泉 「上杉の御湯 御殿守」http://www.gotenmori.co.jp/ 

          〒999-2211 山形県南陽市赤湯９８９番地  TEL 0238-40-2611 

      アクセス  

電車で・・・東京～（山形新幹線：2 時間 15 分）赤湯 

               仙台～（仙山線快速：1 時間）山形～（奥羽本線快速：30 分）赤湯 

       車で・・・ 東京～（東北自動車道：3 時間）福島飯坂 IC～（国道 13 号：1 時間）米沢～（国道 13 号：30 分）赤湯 

仙台～（東北自動車道：30 分）村田 JCT～（山形自動車道：30 分）～山形蔵王 IC（国道 13 号：45 分）赤湯 

    会  費  一人２万円程度 

    日  程 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

開湯 900年、赤湯は古くから羽州街道の宿場町として栄えてきた湯仙郷です。 

御殿守は上杉家の別荘として温泉を守り、３８０余年。かの上杉鷹山公も癒された温泉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 課題 内容 

14:10～14:15 開会 あいさつ 

オリエンテーション 

14:15～16:00 MPP ・トライアルケース 

16:10～17:40 MPP内容の発表 

（チームに分かれて） 

・フリーディスカッション 

18:00 閉会  

18:30～20:00 懇親会 ・ディスカッションの不足を 

ここでカバーする。 

資料室「時の倉」 

http://www.gotenmori.co.jp/
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【予 定】平成２９年度 東北支部報告会 日程決まる 

日 時 平成２９年６月３日（土）１０時～ 

会 場 法華クラブ仙台 

内 容  １．ブラッシュアップ研修 

        講師 茂木昭会員 倉島史明会員 

     ２．（一社）日本経営士会東北支部 報告会 

       ３．記念講演 

４． 懇親会 

 

 

 

[平成２８年度 東北支部年間事業計画] 

年 月 本部 役員会 経営士養成

講座 

経営士補

養成講座 

ブラッシュアッ

プ研修 

支部・専門委員会連携事業

（各支援センター） 

H28  

4月 

 4/23 監査 

4/23 役員会 

    

5月  

 

     

6月 6/17 

本部総会 

6/4 報告会 

 

6/11・25  6/4ブラッシュ

アップ研修 

 

7月   7/9・23    

8月   8/20・27   8/27 福島支援センター 

新潟ＭＰＰ 

9月  9/10 役員会 9/17・24    

10月 10/16・17 

全国研 

 10/8・22 

 

   

11月   11/5 

11/12面接日 

  11/19東北支部（石巻） 

会計啓発・普及セミナー 

12月  12/17 役員会   12/17ブラッシ

ュアップ研修 

12/10 宮城支援センター 

会計啓発・普及セミナー 

H29 

1月  

     1/28～29  

山形支援センターＭＰＰ 

赤湯温泉御殿守 

2月  

 

     

3月  

 

3/25 役員会     

 

※この事業計画は、４月２３日の役員会にて確認されました。また６月４日の定時報告会においても承認さ

れました。なお、期中においては、講座および研修等については追加・変更になる場合があります。 


