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早いもので年の瀬の声を聞く頃になりました。街の木々も紅葉とクリスマスのイルミネーションが彩るよ

うになりました。皆さんにとって今年はよい年だったでしょうか。日増しに寒さ厳しくなりますが、今年も

残すところ後 1 ヶ月です。あわただしい中ですが、ご案内の懇親会にぜひ参加しませんか。 

 

懇親会のご案内 

   ※懇親会開催のおしらせ※ 

☆今年最後の懇親会です。寒さを吹き飛ばし今年一年を振り返り楽しく語り合いましょう。 

みなさんの参加をお待ちしております。 

 

 
 日 時：平成 19 年 12 月 15 日(土) １8:００より 

 場 所：旬鮮酒場 天狗 船橋店  047-423-4700 

     千葉県船橋市本町 4-2-12 ほり江ビル 

 会 費：４，０００円 

 
 
 
 
 
申込先：別途案内はお送りしません。   １２月１２日までに、若月英司 会員 Tel ：
０４３－２４７－５０７８ Fax：０４３－２４７－５０８２ まで、最終面の申込書

でお申し込みください。多数のご参加をお待ちしております。 
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１２月度 研修会ご案内 

日 時 平成 19 年 12 月 15 日(土)  １５:００～１７:３０ 
場 所 船橋市中央公民館 第８集会室 
 
テーマ 「城山三郎と我が人生」 

講 師 鈴木 辰之 会員 
 

１２月度の月例研修会は、スズキ経営所長 鈴木辰之先生にお越し頂き、「城山三郎と我が人生」を語って

頂きます。鈴木辰之先生は「経営書を読むよりも、１冊の城山三郎作品を読む方が、いい勉強になる」とお

っしゃるほど、城山三郎作品の愛読者で、何とスズキ経営事務所の書庫には 120 冊もの城山作品が並んでい

るそうです。鈴木先生６０余年の人生の中で、城山三郎は何を語り、何を教えてくれたのか、じっくりとお

話を聞いてみたいと思います。本年最後の月例研修会。終了後には年末恒例の懇親会(別途ご案内)も予定し

ております。万障お繰り合わせの上多数ご参席賜ります様ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事ご協力のお願い 

記事、投稿をお待ちしております。ご協力お願いいただける方は広報担当 鈴木までお送りください。 
TEL：０９０－５４４―６２８０８  FAX：０４７１－３３－１３０３ 
MAIL：shin_suzuki@nifty.com  
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会議･研究会開催報告 

■ 運営委員会 
 
第４回運営委員会 
平成 19 年７月 21 日(土)  10:20～12:00   場 所 秋葉学園 千葉校 

参加者 河井成夫、若月英司、鶴岡義明、佐藤昭保、林 久雄、保科秀雄、西村 豊、鈴木伸一、 

中嶋清介 

1.北関東 MPP の件 

2.平成 19 年度後期研修スケジュールについて 

3.千葉県会公益業務支援組織について 

4.その他 

 1) 北関東フォーラムの件 

 2) 北関東支部報告 

 

第５回運営委員会 
平成 19 年８月 25 日(土)  12：20～14：20   場 所 千葉中央駅前ロッテリア 

参加者 河井成夫、若月英司、鶴岡義明、佐藤昭保、林 久雄、西村 豊、小島和久、小塚彦明、 

中嶋清介 

1.県会の今後の対外部活動の方向について 

1) ベンチャークラブ千葉 発表会参加 

2) コンサルティング研究会 

2.県会 MPP 活動の状況 

1) 北関東 MPP(千葉県会担当)の件 

2) 千葉県経営者協会への MPP の働きかけ 

3) 千葉県会 MPP の中止 

3.平成 19 年度後期研修スケジュールについて 

4.その他 

1) 北関東フォーラム(群馬県会担当) 

2) 北関東支部 関係    

3) 県会 HP への記事掲載確認窓口について 

4) 県会行事予定のコンサルティング／マネジメント誌への掲載について 
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第６回運営委員会 
平成 19 年９月 21 日(土)  10:00～12:00   場 所 秋葉学園 千葉校 

参加者 河井成夫、鶴岡義明、佐藤昭保、林 久雄、藤江隆平、鈴木伸一、小島和久、 

上野延城(本部 MPP 委員)、中嶋清介 

1.佐藤本部会長との懇談会の報告   

2.後期研修スケジュールと周知方法について 

3.北関東支部 MPP について 

4.その他 

 1) 北関東フォーラムについて 

 2) 中小企業施策ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの活用について 

 
第７回運営委員会 
平成 19 年 10 月 20 日(土)  13:30～15:30   場 所 秋葉学園 千葉校 

参加者 河井成夫、若月英司、鶴岡義明、小塚彦明、林 久雄、藤江隆平、西村 豊、鈴木伸一、 

中嶋清介 

1.北関東フォーラムについて  

2.千葉県会担当北関東 MPP について 

3.後期研修スケジュールについて  

4.その他 

 
第８回運営委員会 
平成 19 年 11 月 17 日(土)  13:00～14:00   場 所 秋葉学園 千葉校 

参加者 河井成夫、若月英司、鶴岡義明、鈴木伸一、小島和久、林久雄、藤江隆平、西村豊、中嶋清介 

1.千葉県会担当北関東支部 MPP について  

2. 後期研修スケジュールについて 
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■ 月例研修会 
 
７月度月例研修会 
平成 19 年７月 21 日(土) 13:30～16:00   場 所 秋葉学園 千葉校 
テーマ 社員の意識を変革する「インナーブランディング」 
講 師 (株)ＫＡＩＮＯＳＨＯ代表取締役 甲斐荘正晃（かいのしょうまさあき） 
参加者 石塚康生、河井成夫、小塚彦明、佐藤昭保、鈴木伸一、鶴岡義明、西村豊、林久雄、保科英雄、

真武清志、横山貞夫 
 

（講師紹介） 

株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯ代表取締役、大妻女子大講師 

慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程終了。三井銀行システム部統括、さくら総合研究所システムコン

サルティング部第四部長、ＳＡＰジャパンの金融・公共両セクターのディレクター等を歴任。ＪＡＩＣＡ海

外派遣専門家として、またシンガポール国立教育機関の外部監査官として、マルチメディア教育コース運営

等を指導。経営コンサルタントとして製造業、流通業のブランド構築、業務改革、ＩＴ導入を指導。 

 

著書：マルチメディアの衝撃（日本実業出版社）、バーチャルビジネス（中央経済社）、インナーブランディ

ング（中央経済社）女子高生ちえの社長日記（プレジデント社）など多数  

 

（研修内容） 

インナーブランディングとは、外部向けのブランド戦略と連動しつつ、内部での経営改革や企業文化形成

を推し進める手法。成功している企業を支えているのは「社員のブランド意識」である。しかし実態の伴わ

ないブランド意識では意味がない。社員の一人ひとりが「自社の目指すべき価値」をしっかりと共有し、そ

の実現のために自律的に業務を遂行することが重要である。 

インターナル・ブランディング、インターナル・マーケティングは、そもそも企業や大学などが組織の構

成員に対して実施する、自らのブランド理解を目的とした啓蒙活動として捉えられてきた。しかし、企業価

値を高めるための「真のブランド構築」が求められる今日、インナーブランディング活動には企業のイメー

ジ戦略に留まることなく、『業務改革』や『組織活性化』を含めた企業価値向上活動としての役割が求められ

ている。 

・ブランドの価値 

・インナーブランディングとアウターブランディングの関係 

・インナーブランディング活動全体の流れ 

・ブランドステートメント作り 

・ブランド目標から業務改革への展開 

・３つの改革活動を顧客価値視点で統合（企業ブランド改革、業務改革、意識改革） 

 

８月度月例研修会 
 会場の都合により中止になりました。 
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９月度月例研修会 
平成 19 年９月 22 日(土) 14:00～16:00   場 所 秋葉学園 千葉校 
テーマ 「観光研究会の提案」 
講 師：鶴岡義明 会員 
参加者 林 久雄、佐藤昭保、小塚彦明、河井成夫、中嶋清介、鈴木伸一、石塚康生 
 
観光研究会の来歴 

観光研究会として活動できること 

 

10 月度月例研修会 
都合により中止となりました。 

 

11 月度月例研修会 
平成 19 年 11 月 17 日(土) 14:00～16:00   場 所 船橋中央公民館 
テーマ ｢IT バブルを体験して決めたコンサルタント業と現況｣ 
講 師 (有)ブライト コンサルティング 代表取締役社長 小林孝市 氏 
参加者 藤江隆平、河井成夫、若月英司、鶴岡義明、林久雄、鈴木伸一、西村豊、小島和久 

 

(研修内容) 

・講師の会社紹介：2003 年に設立、光ケーブルに関する諸業務、コンサルティング 

・講師の職歴紹介 

  1971 年、古河電工入社、米国、カナダ等に勤務、1997 年、精工技研、取締役  

    この間、JDSU（トロント証券取引所）、精工技研（JASDAQ）の上場に関与 

  2003 年、ブライト コンサルティング社設立、光通信の専門家として、クライアントを 

    世界各国に広げた。 

・IT バブル（2000 年）との遭遇 

  光通信の技術が進んで、2000 年の頃、通信容量が、それまでの容量拡大のトレンドラインを 

  上回って急拡大した。NTT も回線を大量設置、全体的に容量がだぶつき、バブルが破裂した。 

  このバブル崩壊後、会社で在庫問題などが起こり、会社を辞める事になった。 

・日本の光通信部品産業の課題 

  国際情勢を理解していない会社が多い。 市場の推移が読めていない。 NTT の製品調達は 

  決まった会社のみ、生き残る会社は限られる。 海外に出るにも、つてが無い。 

・経営士会研修（30 期）で学んだこと 

10 人のコンサルタントには 10 種類のコンサルタント方法がある。ならば自分の方法でいいか。 

顧客の要望を満たせば報酬を受けられるのではないか。 

・コンサルタント会社設立の読み 

  肩書きはなくなるが、世界の通信情報量は伸び続けるし、自身の海外での人脈は生きている 

との強気が原動力になった。 
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■ ＭＰＰ研究会 
 
平成 19 年７月８日(日)  15:00～18:00   場 所 船橋市中央公民館 
テーマ 「Ｗ社（洋菓子製造販売）の今後の社内研修について」 
講 師：佐藤 昭保 会員 
参加者 宇賀田登茂男、鶴岡 義明、中嶋 清介、林 久雄 
 
 
 
■コンサルティング研究会 

 

８月 

平成 19 年８月 19 日(日)  13：00～17：00   場 所 千葉市民会館 
テーマ 中小製造業の経営診断説明会（懇談会形式）の準備 
参加者 近江堅一、宇賀田登茂男、河井成夫、鶴岡義明、林 堯夫、岩野邦久、鈴木伸一、大久保 篤、

若月英司 

開催日・開催場所を１１月１５日・千葉市民会館、１１月２８日・松戸商工会議所に決定。 

出状先の確認、案内文の検討、開催費用・役割分担等について協議した。 

 

９月 

平成 19 年９月 16 日(日)  15：00～18：00   場 所 船橋市中央公民館 
テーマ 「開催案内文の取りまとめ、チェックリストの検討」 
参加者 近江堅一、宇賀田登茂男、河井成夫、鶴岡義明、林 堯夫、岩野邦久、鈴木伸一、大久保 篤、

若月英司 

議題にそって準備を進めた。 

 

１０月 

平成 19 年 10 月 7 日(日)  15：00～18：00   場 所 船橋市中央公民館 
テーマ 「開催案内文の取りまとめ、チェックリストの検討」 
参加者 近江堅一、宇賀田登茂男、河井成夫、鶴岡義明、林 堯夫、岩野邦久、鈴木伸一、大久保 篤、

若月英司 

準備作業：各自担当の発送先ごとに案内状発送の準備 
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１１月 

平成 19 年 11 月 11 日(日) 15:00～18:00   場 所 船橋市中央公民館 
テーマ 「中小企業経営者に対する経営改善説明会の資料作成」 
参加者 近江堅一、宇賀田登茂男、河井成夫、鶴岡義明、林 堯夫、岩野邦久、鈴木伸一、大久保 篤、

若月英司 

近江会員より、中小製造業の経営診断説明会にあたっての参考資料説明と最終打ち合わせ 

 

 
平成 19 年 11 月 15 日(水) 13:00～17:00   場 所 千葉市民会館 
「中小企業経営診断説明会（懇談会形式）」 
参加者  
 企業側 ： 千葉精密㈱ 代表取締役社長 下川洋史様 
       ㈱富士鉄鋼センター 取締役 臼井美文様 
 当 方 ： 宇賀田登茂男、河井成夫、鶴岡義明、林 堯夫、岩野邦久、鈴木伸一、大久保 篤、 

若月英司 
１．挨拶（若月） 
２．会社経営上困っていること・課題解決に向けての懇談（企業側、当方） 

予め企業側より提出された会社経営上困っていること・課題について、質疑応答により解決の糸口を
見出すよう懇談。 

３．1 日診断会の説明（若月） 
企業訪問による 1 日診断会の内容について説明。 

①２社（内 1 社は本日欠席）より 1 日診断会の申し込みあり。 
11 月 28 日及び 12 月 7 日に実施予定。 

②１社は、問題点整理の上、1 日診断会申し込みを予定。 
４．閉会のことば（河井） 
※11 月 28 日（水）に予定していた松戸商工会議所における中小企業経営診断説明会は都合により中止
する。 
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 研修、研究会実施のお知らせ 

 

◇月例研修会のご案内 
 

１月度 
日 時 平成 20 年１月 19 日(土)  １４:００～１６:００ 

場 所 学校法人 秋葉学園 4 号館（京成線 千葉中央駅５分） 

テーマ 業績が伸びる社員中心主義の「人事戦略」 

講 師 二宮靖志 会員 

「会社と社員の夢を実現させる人事戦略のポイント」と題して 

１．最強のリーダーを育成する戦略実行システム 

２．業績向上をめざす社員を育てる評価制度 

３.目標達成に邁進する業績連動賞与 

等について、図表と事例をふんだんに使って、高度な内容をわか

りやすく解説・講義をしていただきます。 

 

２月度 
日 時 平成 20 年２月 16 日(土)  １５:００～１７:３０ 

場 所 船橋中央公民館 第４集会室 

テーマ 「団塊世代の品格」 

講 師 阿部俊一 会員 

 
■健康生きがいづくりアドバイザー 阿部俊一 先生からのご案内です。 

07 年問題の年が終わろうとしていますが、ほんとに終わるのでしょうか？ いえいえこれからずっと続く

のです。団塊世代がまだまだ控えている中、実質の退職時期は先送りになりました。 

しかし、団塊世代のニーズはこれから様々なところで出現してくるでしょう。 

ではいったい「団塊世代」とは？ そしてこれからの団塊世代の役割は？ 団塊世代の先頭を走る私が自

身の体験を通じて話させて頂きます。少しでも共感していただけることがあれば幸いです。 

 

３月度 
日 時 平成 20 年３月 15 日(土)  時間未定 

テーマ・講師・場所 未定（決定し次第ホームページにて掲載いたします） 

 

 

 

会場などの急な変更は県会ホームページにてお知らせしています。各研修会に出席する際は、ホームページを

ご確認の上ご来場ください。 千葉県会ホームページ http://www.keieishi-chiba.org/ 
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会員各位 
社団法人日本経営士会千葉県会 

千葉県会 会長 河井 成夫 

2007 年度北関東支部主催ＭＰＰ研究会 開催のご案内 
秋冷の候、会員各位にはご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。 

また、当県会の業務につきまして日ごろからご支援を戴き厚く御礼申し上げます。今回の

ＭＰＰ研修会は、千葉県会の担当で実施いたします。ご協力のほどお願いいたします。 
 今回は「本会の知的財産であるＭＰＰ」も益々外部に向けて普及する段階に来ているこ

とを踏まえて、テーマもそのような方向で検討していきたいと思っております。従いまし

て会員の皆様におかれましてもより一層の研鑚を積み外部への活用をして頂けるよう下記

要領で開催いたしますので、多数のご参加をお願いし御案内申し上げます。 
 ここ銚子の犬吠崎は、風光明媚で天気の日には黒潮の湯（天然温泉犬吠崎元湯）から太

平洋が一望できる露天風呂を愉しむことができます。奮ってのご参加をお願いします。 

記 

◇日 時  平成 20 年２月３日(日)~ ４日(月) 
◇会 場  犬吠崎京成ホテル 
      銚子市犬吠崎９５７５  電話 0479－22－8111 

◇テーマ  「新規事業開発の起業戦略」 

◇参加費  14,000 円 当日受付にて申し受けます。 
◇問合せ  会長 河井 成夫  ℡ 047-346-4441 
◇申込み  下記申込書により若月宛 FAX にてお申し込みください。 
      お申込後、詳しい案内をお送りします。 
 

 月例研修会／懇親会(12 月)、新春講演会(1 月) 出席連絡  
(社)日本経営士会 千葉県会 
総務担当 若 月 英 司 宛 
Tel ：０４３－２４７－５０７８        会員氏名                  
Fax：０４３－２４７－５０８２  出席ご希望の方は１２月１２日までにご連絡願います。 

出席を次の通り連絡します。（該当欄に出席は〇印、欠席は×印をご記入下さい。） 

 研修会／講演会 懇 親 会 

平成 19 年１２月１５日 出席 

月例／懇親会 

参加・不参加 参加・不参加 

平成 20 年 ２月３日～４日 出席 

北関東支部 MPP 研究会 

参加・不参加 

 


