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＜第１部＞中小企業会計啓発・普及セミナー 

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・・・」 

講 師 一般社団法人日本経営士会 東北支部  

深田 一弥 会員 

開会風景 

東北支部より、深田一弥会員が 

平成２８年度会員表彰されました。 

おめでとうございます。 

深田一弥会員の知の泉、心の泉から湧き出る 

エネルギーを脈々と感じます。 

今後もどうぞご指導よろしくお願いいたします。 

東北支部情報通信９・１０・１１月号 

平成２８年 １２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９・１０・１１月情報通信 

 

平素は日本経営士会東北支部の活動にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

第４期経営士養成講座 受講生６名全員修了証書を手にすることが出来ました。新しい灯が輝きだしました。

今回は受講生の皆様の経営士養成講座小論文要約版を作成いたしました。ぜひ、読んでください。何かを感

じることができると思います。さあ、古きも若きもひとつの和になって進んでいきましょう。 

東北支部長 佐藤 光子 

 

① 【報告】第５０回経営士全国研究会議高松大会 

開催日  ： 平成２８年１０月１６日（日）～１０月１７日（月） 

開催場所 ： JRホテルクレメント高松 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 【報告】中小企業会計啓発・普及セミナー＆特別講話 石巻で開催 

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 

参加者  ２６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、初めて石巻での開催となりました。多くの方にご

参加いただき、皆さん熱心に講義に耳を傾けていました。

この出会いを大切に、このセミナーが参加された方々の

仕事、経営に少しでも役立つことを期待します。 
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溝渕新蔵様 

お世話になっております。先日は、大変お世話になりました。 

皆様の真面目な取り組みに本当に頭が下がりました。感謝申し上げます。 

また、頑張る力を頂きました。ありがとうございます。銀座にも遊びに来て下さいませ。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。     青木幸江 

青木会長よりメッセージ 

参加者記念撮影 

幹事会 

懇親会の様子 

③ 【報告】東日本ブロック・北海道支部・本部会長を迎えての懇談会開催 

と き 2016年 11月 26日 14:00幹事会 15:00会長との懇談会 16:00懇親会 

ところ 札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 ホテルポールスター札幌 

参加者 北海道支部幹事他 計 13名 

青木会長ら全国横断視察の第一歩に、遠路はるばる北海道を選ばれて光栄です。 

第一部 幹事会をつぶさに観察された。①顧問推戴の和田丈夫弁護士、桧森聖一北海道 21 世紀総研㈱社長の承

認。②新会員土橋 明氏（ドコモ法人部コンサル部長 経営学博士）を承諾。③本年度事業計画 4部門(MPP、支援

部、連携事業部、広報部) の進捗状況を報告。現段階では第一、第二ステージであるが、経営革新事業認定 2 件

等の活動も認められた。第二部 懇談会 会長から幹事会の甘口な評価、本部の現状報告、組織や事業革新を説明

された｡本部の財政や支部への期待、革新等を質問したが、理路整然、丁寧に回答された。総会や全国研へ出席を

目覚めさせてくれた。支部から再生と創造、地方支部との姉妹提携の考え等を述べた。第三部 懇親会は楽しく、

大変成功裡であったことに深く感謝します。 （北海道支部 支部長 溝渕 新蔵 記） 
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④ 【報告】第４期経営士養成講座 終了 

６月１１日より行ってまいりました第４期経営士養成講座が、１１月５日無事終了し、６名の受講者の方に修了証が授

与されました。皆さん、おめでとうございます。今後のご活躍を期待します。なお、受講者の小論文を同封しています。

ご一読ください。 

▶論文、面接を終えたいま思い出されるのが 6 月からの講義を受け始めたころに内容についていけるか心配していたことです。講義が進むに

つれ心配も薄れ、学ぶことの楽しさが芽生えていきました。講義の内容すべてが、講師の実体験や実例を挙げてお話しいただいたこと。また、

講義の中で他の受講生の意見をいろいろ聞き、自分にない考えを教えてもらったことなどが楽しさを覚えた要因だと思います。これからの私の

使命は、所属している会社で今回学んだものを組織へ落とし込み、目標に掲げたことを一つ一つ達成していく事です。そのために参加させて

いただいたわけですので受講料を数百倍、数千倍に変えられるように努めてまいります。講師の先生方、ともに受講した同期の方ともネットワークを生かし、自分がで

きることは協力し、苦手分野は協力していただける関係性を築いていきたいと思います。（ 株式会社ダーリングコーポレーション  榎本尚史） 

▶私が今回の経営士講座を参加するきっかけとなりましたのは、今年頭に行われました第 2 回経営士補講座を受講したことがきっかけです。

そもそもその講座に参加したいと思ったのも、「経営」という学問をより実践的に、より多くの方々と交わり学びたいと思ったからであります。経

営士補の講義に置かれましても、各先生方の実践や経験に基づく講義が多くとても中身の濃い講義となり、講座を受講してからは、その技

法や考え方をすべて理解したとは言えませんが、自分の仕事を見つめ直し、「経営とは何か」と考える良いきっかけとなりました。今回第 4 回

経営士講座を受講した感想としましては、経営士補の復習に加え、経営士補ではなかった内容も多々あり、やはり今回も参加してよかったと感じております。また、

最初は半年近い期間を無事できるのだろうかという心配もありましたが、支部長をはじめとした各先生方、同期の皆様の力もあって無事講座を完了し、経営士とな

れたことは大変感謝しております。しかし、これは終わりではなく始まりであるため、自分の仕事や考え方を今一度見つめ直し、日々精進していきたいと思います。

（日高見税理士法人 佐藤 広文） 

▶経営士養成講座を受講する際に、半年間隔週土曜日ということで仕事との両立が難しいと正直思いました。一緒に受講したメンバーと

協力しながら、無事終了することが出来よかったと思っています。養成講座については、様々な分野の講師の先生により大変貴重なお話を

聞くことが出来、今後の仕事や人生において生かせるものとなりました。私自身まだまだ、人生経験や知識が足りないと再確認し、もっと

様々なことを学ばなければと思いました。常に学ぶ姿勢を持つことの大切さを学ばせて頂きました。今後は企業内経営士として、積極的にセ

ミナーなどに参加して勉強させて頂ければと思います。又、参加するだけでなく経営士としてのコミュニティーを広げていきたいと思います。中小企業の必要とされる経

営士となるために、自分を磨き、一緒に考え、肩書きでないない、常々手本となるような指導者となれるよう心掛けていきたいと思います。（東海林 佑樹） 

▶今回、半年間に渡った第４期経営士養成講座を無事に修了することができ、率直に達成感を味わうことができました。それと同時に、自分

に不足している未熟な部分を認識することができ、学びをさらに深めていく必要性も強く感じました。 多彩な講師陣の方々から、多分野にわた

る講義をしていただいたことで、知見を広げ、学び続ける姿勢を持つ重要性を学ぶことができました。また、受講生の方々の真摯に学ぶ姿勢も

私にとって良い刺激となりました。真剣に前向きに仕事に取り組む姿勢で、学んだことを実際に行動に移していくことで、自分自身も人間的成

長を遂げられるように意識的に日々を重ねていきたいと思います。貴重で有意義な時間を過ごすことができたことに心から感謝したいと思います。どうもありがとうござ

いました。（堀米 恵） 

▶今回はご縁があり６月から 11 月までの５か月間本講座を受講し、無事終了することができました。日頃の疲れも忘れ、受講生の立場

で心も体も軽やかに、楽しく受講できたこと、また企業の経営革新や成長戦略を支援する専門家である洗練された講師陣から、経営支援

のための数多くの知識とノウハウを学ぶことができ、感謝しております。 佐藤支部長の綿密なスケジュールの組み立てや、調整への配慮を感

じる講座内容もさることながら、現役経営士の講師方々との人的ネットワークを築けたことも有意義でした。孔子の論語の有名な一節に

「子曰、吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而從心所欲、不踰矩」があります。人生 80年と言われる現代社会

で、来年 50 歳になる私にとって正に「五十にして天命を知る」といった心境です。今後は、個の力では限界を感じる企業の持続的発展の支援を、経営士会の組

織力をもち、日本経済の底力を強固にして行きたいと考えております。浅学非才ではございますが、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。（阿部 敬一郎） 

▶今回、経営士養成講座研修をうけさせていただいて経営士の先生方のすごさ、知識の奥深さ、これまでの仕事、経験等による自信の現れ、

何時間も生徒達を飽きさせない話術のうまさ等を強く感じました。これだけの研修を日ごろ受講することはなかなか難しく、この経験は、とても有

り難いことと感じました。自分も、これまでの研修時間及びコストを無駄にしたくはありませんし、得た知識、経験等を社内、日ごろお世話になっ

ているお客様にアウトプットする形で恩返しができればと考えております。経営士の方々は、中小企業支援の仲間として財務、会計のみならず

経営コンサル、社会保険労務士、弁護士、創業支援、ＩＴ関係等多くの方々がいらっしゃいます。困った時にお互いに補完しあえば本当に有り難い仲間であるよ

うに思います。 それに加え今回は第４回目の経営士養成講座は同期生が６名いらっしゃいました。皆様、本当に真剣で自らの将来に活かすことを目的として、

熱心に参加されていました。今後もいい関係をさせていただきたいとともに、お互いに刺激しあい切磋琢磨して上昇していきたいと考えています。（小又 勝山） 
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宮城支援センター主催 

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  

宮城支援センター センター長 小林 実会員、 

または高橋直也会員までお願いします。 

申込みがまだの方！ 

今からのお申込みも受け付けます。ぜひ参加をご検討ください。 

 

⑤ 【募 集】中小企業会計啓発・普及セミナー 

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（仙台市青葉区一番町1-1-31） 

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 

 

 

 

 

 

 

⑥ 【募 集】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（仙台市青葉区一番町1-1-31） 

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。必ず参加してください。（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 

 

 

 

 

 

参加申込みは別紙に必要事項をご記入の上、FAX、またはメールにてお願いします。 
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☞庄司孝一会員によるトライアルケースＭＰＰ 

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 

   

 

 

 

 

 

   

 

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。 

 

赤湯温泉 上杉の御湯 御殿守（HP、パンフレットより） 

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。 

 

 

 

 

 

 

参加申込みは別紙に必要事項をご記入の上、FAX、またはメールにて１２月３１日（土）までに 

下記宛お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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 

 

http://www.gotenmori.co.jp/
mailto:mitsuko@jp.bigplanet.com
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１．　第1日　＜2月4日（土）＞

時間 内容 時間 担当講師

10:00～10:15
開講にあたって
会長挨拶、開催の目的と進め方、講師・受
講者紹介

15分
青木
佐藤

10:１５～１０：４５

経営支援アドバイザーと認定支援機関の
役割
認定支援機関及び「経営支援アドバイザー
の役割について

３０分 高橋

10::50～１2:10

経営革新計画の紹介と申請書の書き方
承認の特典、審査基準、書き方、ヒアリング
項目

80分
高橋

行政機関ご担当者

12:10～13：10 昼食 60分

13：10～１4：40

事業開発とマーケティングの基礎
市場環境分析（３Ｃほか）、リサーチの種類、
ＳＴＰ，マーケティング・ミックス、ブルーオー
シャン戦略、ビジネスモデルの開発他

90分 川崎

14：50～１6：20

損益計算書と貸借対照表の見方
付加価値、経常利益、減価償却費、投資効
率他 90分  豊田

16：30～１８：００

経営革新計画作成演習　＜１＞
１）演習の進め方について
２）企業担当者からのオリエンテーション
３）質疑応答
４）グループ演習

90分

川崎
高橋
豊田

企業ご担当者

2．　第2日　＜2月５日（日）＞

時間 内容 時間

9:00～12:00

経営革新計画作成演習　＜２＞
・グループ演習続き 180分

川崎
高橋
豊田

12:00～13：00 昼食 60分

13:00～14：20

経営革新計画プレゼンテーション
1) 各グループメンバーによる発表
２）質疑応答
３）各講師、企業ご担当者、行政機関ご担当
者コメント

80分

川崎
高橋
豊田

企業ご担当者
行政機関ご担当者

14：30～１6:00

経営革新計画案件受注ケーススタディ
１）体験者の事例紹介
２）案件受注のための計画作成（演習）
３）クラス発表　（各グループ代表者）

90分
高橋
豊田

大久保

16:10～１6:５０

経営力向上計画制度の概要
１）制度の概要
２）申請書類の記載方法
３）自学自習シート作成

４０分 高橋

16:５０～１7：００
受講後アンケート記入
修了式 10分

青木
佐藤

本講座は、「ワークショップ形式」で、実際の経営革新計画を作成していただく演習等を通じて、 

「経営革新計画作成支援のプロフェッショナル」を短期間で育成することを目的として開催します。 

あなたも「経営支援アドバイザー」資格を取得して、経営革新計画作成支援はもとより、 

日本経営士会主催のセミナー等の講師としても活躍してみませんか？ 

⑧ 【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 

 

⑨ 【予 定】平成２９年７月上旬 

        ▶東日本ブロック（北関東支部・東北支部・宮城支援センター）の合同研修予定 

 

⑩ 【予 定】本 部   

▶第６３回定時社員総会  平成２９年６月１６日（金）１４：３０～１６：００ 

▶平成２９年度 第５１回経営士全国研究会議 東京開催決定 

 

▶「経営支援アドバイザー養成講座」（経営改革支援）のご案内 

 

 

 

 

  開催日  平成２９年２月４日（土）～２月５日（日）２日間 

  時 間  ２月４日 １０：００～１８：００ ２月５日 ９：００～１７：００ 

  会 場  アジア会館（東京都港区赤坂８－１０－３２） 

  定 員  ２０名（先着順） 

  費 用  ３０，０００円（税込） 

  申込期限 平成２９年１月１０日（火）定員になり次第、締め切り 

カリキュラム 
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[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。 

 

 


