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50 周年記念実行委員長 
原   弘 行 

今年の夏は、気温 30 度以上の真夏日が７月６日から８月 14 日まで 40 日続き、連続日数の最長

記録を更新いたしましたが、皆様にはますますご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。 
平素は県会の運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、ご承知のとおり本県会は昭和２９年８月１４日、日本経営士会３番目の県会として創立され、今年

で 50 年を迎えることになりました。この間、諸先輩並びに関係各位のご努力により実践的なコンサルタント

集団として地域の発展のために貢献させていただいております。 
つきましては創立５０年を記念し、さまざまな行事を企画しておりますので、ぜひこぞってご参加くださ

いますようお願い申し上げます。 
 なお、いずれの行事につきましても会員外の方もご参加いただけますので、是非お誘い合わせの上ご参加

いただきたく併せてお願いいたします。 

創立５０周年記念式典の開催ご案内 

月 日：平成１６年１１月１３日（土） 
場 所：千葉市 ぱ･る･るプラザ 千葉 
     電話：０４３－２０２－０８００ 
スケジュール 

・記念式典 ６階 かえでの間 14:00 
・記念講演    同上    15:00 
 講師：社団法人日本経営士会 会長 前野 徹 氏 
    (アジア経済人懇話会会長) 
    近書：「凜の国」「日本の敵は日本人」 
    「最後の首相 石原慎太郎が日本を救う日」 
     ほか著書多数 
・懇 親 会 ７階 けやきの間 1６:３0 

会 費：１０，０００円 
◎ 参加者の人数を早期に把握するため会員の皆様には 9 月末日までに出欠の有無に関わらず、ご連絡い

ただきたいと存じます。また、式典当日の混雑を避けるため会員の皆様には会計の鶴岡会員あて持参

または県会口座に振り込みをお願いします。振込手数料は会員のご負担とさせていただきます。 

   日本経営士会 千葉県会 会報

 

社団 
法人 

平成16年８月2４日発行 

 

号外 創立５０周年
記念特別号

発行 (社)日本経営士会 千葉県会 
県会長 原 弘行 〒289-1115 八街市八街ほ２３４－１ 

TEL 043-444-0622 FAX 043-444-6674 

 編集 事務局 副会長 若月英司 （会報担当）鈴木伸一 

EEvveerr  
  MMaannaaggeemmeenntt  

CCoonnssuullttaanntt  
CChhiibbaa 

http://keieishi-chiba.org/ 

 



No．64(2) 

 

５０周年記念台湾研修旅行のご案内 

来年の全国研は台湾支部で開催されますが、今回はコースを台南高雄を中心に計画しております。 
また台湾特別支部有志との懇親会も予定しております。会員の皆様にはこの機会にぜひご参加下さいます

ようお願いいたします。 
巻末の申し込み用紙でご連絡いただいた方には、詳細なご案内をお送りいたします。 
 
日 程： １０／２３（土）午前 成田発 ～ １０／２６（火）夕刻 成田着 
費 用：１１万円程度（正式な金額は再度ご案内いたします） 
行 程：諸般の事情で変更になることがあります。 

   申込者には詳細を後日ご連絡いたします。 
 
① 10/23(土) 午前 成田発 空路台北へ 
    花蓮泊   午後 台北着 国内線へ乗り換え花蓮へ 
              花蓮着 夕食はホテルにて広東料理を堪能してください 
               夕食後アミ族の唄と踊りを鑑賞 
② 10/24(日) 午前 花蓮発 専用車にて太魯閣峡谷観光 
    高雄泊     午後 花蓮発 列車にて高雄へ 
           午後 高雄着 到着後、専用車にて高雄市内・近郊の観光（竜虎塔、春秋閣など） 
               夕食は寒軒庭園にて潮州料理、夕食後夜市散策 
③ 10/25(月) 午前 高雄発 空路台北へ 
    台北泊 午後 台北着 到着後、専用車にて台北市内観光（故宮、忠烈嗣など） 
               経営士会台湾特別支部の有志と懇親夕食会 
④ 10/26(火) 午前     自由行動 
           午後 台北発 空路帰国の途へ 
           夕刻 成田着 到着後解散 

５０周年記念ゴルフコンペのご案内 

千葉県会創立５０周年を記念し、本年総会の加藤重正氏の記念講演の舞台であった千葉夷隅ゴルフカント

リークラブにおいて、ゴルフコンペを開催いたします。皆様こぞって参加願います。 
 
日 時：平成１６年１１月１７日（水） ９：４５～ 
場 所：千葉夷隅ゴルフカントリークラブ 西コース 
費 用：１１，４６０円（キャディー付、１R 税込み料金） 
    その他パーティ費 3,000 円 
お申し込みは巻末の申し込み用紙でお願いいたします。参加案内を別途お送りします。 
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５０周年事業への申込（参加・不参加のご連絡） 
 

５０周年記念式典・台湾研修旅行・記念ゴルフにについて、参加・不参

加にかかわらず、会員の皆様は下記によりＦＡＸにて、９月末日までに

必ずご連絡下さいますようお願いいたします。 
なお、研修旅行、記念ゴルフお申し込みの皆様には追って詳細をご案内

いたします。 
    

５０周年記念誌発行のための写真借用のお願い 

来年３月上旬に発行予定の「５０周年記念誌」には、写真などできるだけ多く掲載し、多くの

方々に楽しんでいただけるよう委員一同張り切っております。 

つきましては、県会の歴史を飾る写真等を会員諸氏に借用させていただきたくお願いいたしま

す。 

・ 会員の記念撮影など 

・ 千葉県会の過去の資料またその当時の世相を表すようなもの 

借用いたします貴重なお写真には紛失を防ぐためにも、お手数ですが裏面にお名前と説明をお

書きいただきますようお願いいたします。 

ご協力いただきました会員には粗品を進呈いたします。また、一部の方（特に会長経験者、役

員の会員）には委員よりご連絡さしあげることがあるかと思いますが、その節はご協力下さいま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

写真借用にご協力いただける方は、若月宛ご連絡下さいますようお願いいたします。 

若月会員 電話 043-247-5078 FAX 043-247-5082  
         e-mail e.wakatsuki@mbm.nifty.com 

重要なお知らせ：９月度研修会開催場所の変更のお知らせ 
９月度研修会の開催場所が会場の都合により変更になりました。 
 
・場 所 変更前  松戸商工会議所              変更後  船橋市中央公民館 
・開催日  平成 16 年 9 月 18 日（土） 
 
テーマ（１）コンサルタントのためのＨＰの作り方 
 ・講 師  鈴木 伸一 会員 

新たな宣伝媒体としてインターネット上でのホームページをはじめとする電子的なメデ

ィアが注目されている。われわれコンサルタントもセルフ・プロデュースをいかに行うかが

受注の鍵となる。ぜひこの機会に自己アピールをしてみましょう。 
 
テーマ（２）業務プロセス構築 福祉介護施設事業への特化 
 ・講 師  紺野 貴裕 会員 
   現在、わが国の高齢化は、今後ますます加速されていくと予測され、高齢者保険福祉施設

「ゴールドプラン２１」による介護サービス基盤の整備を軸とした重点施策が更に推進されて

きます。このような状況を踏まえて、高齢者が自立的な生活を維持できるよう自立心を高め、

希望と生き甲斐を見出せるような、そして住み慣れた地域で安心して暮らせるような、事業

化について概要を説明します。 
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出 欠 票 
月  日 

  若月 英司 様 
FAX 043-247-5082 
             氏名            
             （会員番号        ） 
 

              電話            
 

行    事 出欠（いずれかに○をつけてください） 
５０周年記念式典 
 １ 式典 ２講演会 
 ３ 祝賀会 

 
出席  ・   欠席 

５０周年記念台湾研修旅行 参加  ・  不参加 
５０周年記念ゴルフ 参加  ・  不参加 

 
５０周年記念式典にご参加いただける方は、お手数ですが以下の口座に 

会費（１０、０００円：振込み手数料会員負担）のお振込みをお願いいたし

ます。 

口座： 千葉銀行 津田沼支店 普通 ３５８３７５４ 

名義： 社団法人日本経営士会 千葉県会 鶴岡義明 

 
 
 皆さんお手数ですが９月末日までご返信ください。 
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中 嶋様 FAX 0436-43-8357 
 
すでにご案内しておりますように 11 月 13 日（土）は記念式典を開催いたします。 
つきましては、会員の皆様のお知り合いの方で式典当日案内状を送付したい方をご紹介い

ただきたく、下記に記載のうえ８月中に FAX にて中嶋宛送付下さいますようお願い申し上

げます。 

記念式典案内状送付者名簿 
 
招待者：案内状に会費（１万円）を記載いたしません。【例】議員等 
NO 氏  名 役職・肩書 〒 住  所 
     
     
     
     
     
一般の方：案内状に会費（１万円）を記載いたします。 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

紹介者・会員氏名 
（会員Ｎｏ    ） 

 

 
 


