
2021 年（令和 3 年）研究会 (実績)                敬称省略 

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

1 7（木） 鈴木和男 
VUCA の時代に創立 70 周年を迎える日本経営士会の Great Change 

㈱KAZ コンサルティング代表取締役社⾧、（一社）日本経営士会会長 
東京 

2 4（木） 土橋るみこ 
コロナ時代の NEW ノーマル、働き方の改革×DX 

 ㈱戦略経営研究所代表取締役、（一社）日本経営士会東京支部幹事 
東京 

3 4（木） 金廣利三 
PS シート：解決策々定の革新的手法～経営コンサルの必須フレームワーク～ 

㈱Ｍ.Ｍ.Ｃ．代表取締役、（一社）日本経営士会中国支部長 
中国 

4 8（木） 西満幸 
『ヒトでなくロボットを走らせろ ~産業用とサービスロボットのこれから~』 

NM コンサルタント事務所、一木会研究会会長、経営士・技術士 
東京 

5 6（木） 﨑山みゆき 

持続可能な企業経営を実現する産業ジェロントロジーとは何か 

～そのノウハウと事例を学ぶ～ 

 （株）自分楽代表取締役、(一社) 人日本産業ジェロントロジー協会代表

理事、元・静岡大学大学院客員教授、横須賀市文化振興推進委員 

招聘 

6 3（木） 岩井徹朗 
感情へのアプローチから始める「自立型問題解決法」 

 ヒーズ（株）代表取締役 経営士 
東京 

7 1（木） 小田島春樹 

たった一店舗の老舗店舗が実践した次世代店舗経営 

 ~テクノロジーとデータを活用した経営とコロナ時代の新しい戦い方~ 

(有) ゑびや代表取締役社長、（株）EBILAB 代表取締役 

招聘 

8 4（土） 
ナビン・ソ

ンキヤ 

『外国人社長から見た経営士会メンバーによるコンサルタントとの取り組

み事例（ケーススタディ検討）』 
招聘 

9 （木）    

10 （木）    

11 （木）    

12 （木）    

 

  



2020 年（令和 2 年）研究会 (実績)                敬称省略 

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

1   休会（正月）  

2 6(木) 有馬 弘純 
老舗業界新聞社 3 代目経営者の創刊 100 周年に向けた挑戦 

（株）塗料報知新聞社代表取締役社長、経営士 
東京 

3 5(木) 中止   政府の「新型コロナウイルス感染症対策」基本方針 2 月 25 日 ― 

4 2（木） 中止   新型コロナウイルス「緊急事態宣言・第 1 回」4 月~5 月 ― 

5 7（木） 中止   次回からリアル研究会からリモート研究会（Zoom）へ当分移行 東京 

6 4（木） 福島 光伸 

企業内経営士の方、今後プロコンを目指す皆様の『自身の将来に向けての

視点の持ち方と 活動の在り方』 

（株）サイエス代表取締役社長 経営コンサルタント 

東京 

7 2(木) 吉村 千鶴子 
コロナ禍で変わった！ 女性経営士のパラレルワーク（働き方改革） 

 （株）  鶴と学び 代表取締役 
茨城 

8 6(木) 中山 芳克 
生命保険業界の不都合な真実 

プルデンシャル生命保険（株） コンサルティング・ライフプランナー 
招聘 

9 3(木) 

話題提供 

大宮 政男 

 

全員 

VUCA 時代（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の企業経営 

『With Corona』 から 『Beyond Corona』 へ向けて 

グループ討議⇒各グループ発表 

― 

10 1(木) 石井 政夫 
アジア中小企業を視察して、日本のイノベーションを考える 

（株） IMC 代表取締役 日本経営士会監事、経営支援アドバイザー 
東京 

11 5(木) 尾崎 竜彦 

コロナ禍でも売上を落とさない秘訣を公開！ 

~コンサルタントが 20 年間○○○○万円を稼ぐ方法！？ ~ 

   (有) マネジメントスタッフ代表取締役 

東京 

12 3(木) 休会  ー 

 

  



2019 年（平成３１年・令和元年）研究会 (実績)                敬称省略 

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

1   休会  

2 ７(木) 福島光伸 

人生 100 年時代に必要な基本的価値観の転換とこれからのコンサル視点 

～「平成」の次の 30 年におけるパラダイムシフトに対処する ～ 

 (株)サイエス代表取締役，経営コンサルタント 

招聘 

3 7(木) 矢島英夫 

人口減少化の日本の経済に関連して 経営士の立場で考える 

～実質 GDP 成長を促すイノベ－ション、FA 化/AI による技術革新～ 

行政書士、ファイナンシャルプランナー、経営士 

東京 

4 ４(木) 大宮政男 

中小企業の『CSV 経営』と『リスクマネジメント』 

～CSV 経営と熊本地震後の BCP、「人生 100 年時代」における健康経営～ 

エムズ経営コンサルタント事務所代表 

東京 

5 ９(木) 山本忠 

生き残りを賭けたこれからの日本のものづくり 

～中小ものづくり企業の課題と挑戦～ 

 山本コンサルタント事務所代表（経営士、環境カウンセラー） 

東京 

6 ６（木） 土橋るみこ 

働き方改革』の核となるチーム効率を高める会議ソリューション 

～無線 LAN 時代のネットワーキング構築とセキュリティ～ 

 ㈱戦略経営研究所 代表取締役 

東京 

7 ４(木) 廣瀬典仁 
働き方改革における地域中小企業の人づくり経営 

 エコ・ワークス研究所 代表 
山梨 

8   休会  

9 ５(木) 小笠原隆夫 
最近の HR マネジメントで注目されるキーワード 

ユニティ・サポート代表 人事コンサルタント 経営士 
東京 

10 ３(木) 児玉充晴 
事業承継”セミナーとケーススタディ 

中部大学経営情報学部 教授 経営士／工学博士／健康経営アドバイザー 
千葉 

11 ７(木) 渡邊一恵 

継続的にイノベーションを創出する『経営デザインシート』活用法 

～企業の未来を創る「価値創造メカニズム」と知的資産経営～ 

 ㈱ワクリエイト代表取締役／行政書士わたなべパートナーズオフィス代表 

東京 

12 ５(木) 

話題提供 

大宮政男 

 

討論 

年忘れ大放談会 

近未来に想定されるビジネスを揺るがす新しいリスク 

～グルバル化と自国第一主義，テクノロジー，人口減，社会保障費，主要

国債務残高，労働生産性国際比較，上がらない賃金，公的教育費国際比較，

近未来に想定されるビジネスを揺るがすリスク（ＥＳＧ，人財不足，自動

運転，格差社会，都市のインフラ老朽化，ＡＩ利用など～ 

 これらを受けて参加者にとって「令和元年は?」 

ー 

 

  



２０１８年（平成３０年）研究会 (実績＆予定)                敬称省略  

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

2 １（木） 平山道雄 
経営士会在籍 60 年を顧みて ～私が学んだこと、感じたこと～ 

 平山システム研究所代表、経営士 
東京 

3 1(木） 尾崎竜彦 

御社の強みは本当に強みですか？中小企業特化型実践 SWOT 分析 

～知行合一を目指す弱小コンサルティング会社の 20 年目に向けた取り組み～ 

尾崎竜彦氏有限会社マネジメントスタッフ代表取締役経営士・宅地建物取引

士、（一社）日本経営士会倫理委員、選挙管理委員副委員長 

東京 

4 ５(木) 豊田 賢治 

「聴こえる」感動を届けるベンチャーを支援して  

～バリアフリースピーカーを開発した企業が高齢化社会を救う～ 

(有)経営システム研究所代表取締役、経営士 

埼玉 

5 1１（金）) 吉村千鶴子 

モンゴル国産シーベリーを活用したリブランディング戦略  

～シーベリーを活用した健康食品市場マーケティング（モンゴルと日本の架け

橋を目指す、宝島ジャパンの取り組み）～  吉村経営コンサルタント代表、株

式会社宝島ジャパン顧問、一般社団法人茨城県女性起業家支援ネットワーク理事 

茨城 

6 ７木) 松尾實 

福祉産業の成長と今後の課題  ～老後の福祉環境はバラ色でしょうか？～ 

NPO そよかぜ代表理事（障害者居宅介護事業）、TAMA マネジメント研究

会代表幹事、（財）育英会評議員、日本経営倫理学会会員 

東京 

7 ５(木) 五十嵐昭平 

企業経営の基本と全人格発露型営業  

～私が実践した企業の成長戦略と“心・技・体”営業のコツ～ 

日本信販（現三菱ＵＦＪニコス）人事部長、大阪支店長、営業副本部長、

人事担当常務歴任、パソナ顧問を経て、現在同Ｇ顧問。 

東京 

8 休会  <夏休み＞  

9 ６(木) 鈴木栄治 

ＡＩの時代求められる暮らし方、働き方 

～成熟の日本市場、変化する社会～ 

株式会社システムプランニング代表取締役、地方創生サポート協会・ 

栄塾代表理事、経営士、販路コーデイネーター,食 Pro.(L6) 

埼玉 

10 ４（木) 冨谷時義 

東南アジア現地法人社長として私が実践した成功する海外子会社経営 

～成功するグローバル経営哲学と現地子会社の経営＆マネジメント～ 

三菱化学(工場管理、人事)、インドネシア現地法人社長、現 I&P代表取締役 

招聘 

11 ２(金) 畑中俊昭 

中小企業にとっての中国市場への取り込み方 ～中国市場は今何を必要

としているか? ビジネスチャンスはどこにあるか？』 

東レ(国内営業 20 年間)、中国現地法人総経理他(16 年間) 

招聘 

12 ６(木 豊泉光男 

地域産業活性化と経営士活動～ 公的機関での活躍の場とは、産学連

携での活躍の場とは、国際化での活躍の場とは ～ 荒川区産学連携

上級主任推進員、東京都医工連携 HUB 機構コーディネータ他 

東京 

     



２０１７年（平成２９年）研究会開催状況                敬称省略  

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

2 2（木） 青木 幸江 

日本経営士会の現状と課題 

～今期の活動実績報告と来期の課題について～ 

（株）青木経営労務事務所代表、（一社）日本経営士会会長、 

特定社会保険労務士、第一種衛生管理者 

東京 

3 2 (木） 島村 年昭 

攻めのＧＲＣ ガバナンス・リスク・コンプライアンスとは 

～企業価値を高める成長の取組～ 

シマ・ビジネス・デザイン代表、全能連マスター・マネジメント・コンサルタント 

東京 

4 6(木) 戸部 廣康 

ビール苦味成分イソフムロンのアルツハイマー型認知症予防・治療薬へ

の期待   ～内閣府もイソフムロンを応援、プロジェクトに採択～ 

  経営士、(独)国立高専機構・高知高専名誉教授、農学博士 

神奈川 

5 １１(木) 内藤 博 

事業承継入門編「いちばん優しい事業承継セミナー」 

～今すぐ考えよう！引き継ぐ準備と後継者の心構え・社長交代の支援方法～ 

中小企業診断士、事業承継センター(株)代表取締役 

招聘 

6 １木) 小笠原隆夫 

企業の人事施策、人材開発に見られる新しい流れ 

～人事の新たな取組みを知り、これからの経営に活かす～ 

ユニティ・サポート代表、ＢＩＰ（株）代表取締役、経営士 

東京 

7 ６(木) 田川 健 

知の化学反応を起こすコミュニケーション手段 

～Ｕ理論的アプローチについて～ 

(株)サイエス  コンサルタント 

招聘 

8 休会  <夏休み＞  

9 ７(木) 堀内裕子 

老年学（ジェロントロジー ）からみたシニア市場の捉え方  

～ シニア５０００万人時代のマーケティングを考える～攻略のカギ”モ

ラトリアムおじさん“とは～  

シニアライフデザイン代表，日本応用老年学会事務局主席研究員 

招聘 

10 １９(木) 森隆直 

情報セキュリティ「お金を掛けずにできる具体的な対策」提案 

～情報セキュリセィ監査制度と中小企業の情報セキュリティ対策～ 

森システムコンサルタンツ代表、経営士 

東京 

11 ９(木) 山口茂樹 

コトをプラスしてモノを売る 

～スマホ黎明期のあれこれとあのスマホが売れた理由～ 

ワイズコンサルティング代表、中小企業診断士 

招聘 

12 ７(木 石井政夫 

中小企業の海外進出問題点と提案 

～海外進出国の調査から見える実状 

国際経営コンサルタント事務所，代表取締役、経営士 

東京 

  



 

2016 年（平成 28 年）研究会開催状況  

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

2 ４（木） 鶴岡義明 
経営士会の現況及び今後について  経営士会の建て直し戦略 ～ 

日本経営士会会長、（公社）全日本能率連盟理事、ＮＰＯ共生理事長 
千葉 

3 ３ (木） 米窪 健 

 新商品・新事業開発による企業成長戦略 

～ 商品・事業開発の進め方と仮説・検証 ～ 

  元オリンパス株式会社取締役技術開発本部長、元東京都中小企業

振興公社ビジネスナビゲーター、現ＮＰＯ法人コアネット理事 

招聘 

4 ７(木) 二宮 孝 

「人事コンサルティングの昔と今、そしてこれから」 

～四半世紀にわたる人事コンサルタント人生を振り返って～ 

㈱パーソネル・ブレイン代表取締役,社会保険労務士・産業カウンセラー 

招聘 

5 12(木) 福島光伸 

「クライアントをうならせるコンサル展開の視点と展開方法」 

～ ２０年のコンサル歴から得たコンサルの肝 ～ 

(株)サイエス 代表取締役 

招聘 

6 ２(木) 榊原貞夫 
「レストランの創業支援」の経営診断（仮称） 

榊原経営デザイン研究所代表、中小企業診断士、経営士 
東京 

7 ７(木)  
講師の体調不良で中止となりました． 

 皆様には直前のご案内で大変ご迷惑をおかけしました 
 

8 休会  (夏休み)  

9 １(木) 鈴木純子 

環境型経営についての取組み 

～環境型経営で存在意義を受け入れられ、商材を選ばれる時代～ 

一般社団法人日本リ・ファッション協会代表理事 

招聘 

10 5(水) 青島利久 
生涯活躍への道   ～シニアの起業と稼ぎ方 

あすなろ経営企画代表、中小企業診断士，元日立製作所中央研究所 
招聘 

11 １７(木) 鈴木和男 

「ＣＳＲ経営/ＣＳＶ経営で業績向上を目指す！」 

～“経済的責任”と“環境的・社会的責任”の両立を果たす～ 

㈱ＫＡＺコンサルティング代表取締役社長、日本経営士会東京支部長 

東京 

12 7(水) 金子幹雄 

日本の自動車産業のグローバル化 

元トヨタ自動車製品企画部長，関東自動車工業（現トヨタ自動車東北）

専務取締役生産本部長，監査役 

招聘 

  



2015 年（平成 2７年）研究会開催状況  

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

2 ５（木） 森田喜芳 

経営の面から見たトヨタウエイ  ＶＳ  ホンダウエイの違い  

～企業の哲学の違いからくる経営戦略の違い～ 

Morita＆Ass0ciates,LLC 取締役社長  、経営士 

東京 

3 5 (木） 畑 和浩 

マーケティングでイノベーション ～地方創生での経営士の役割と能力

～  経営革新 IT コンサルファーム代表、日本経営士会神奈川経営支援

センター長、経営士 

神奈川 

4 ２(木) 山本 忠 

中小企業の中国・ＡＳＥＡＮ進出について 

～後悔しないための生産拠点とモノづくり～ 

経営士、環境カウンセラー 

東京 

5 14(木) 大野信行 

支援型コンサルタントの戦略と意識改革 

～個と組織の持つ潜在能力の掘り起こし支援～ 

大野経営システム研究所、産業カウンセラー、経営士 

神奈川 

6 11(木) 山下幹子 

零細企業の事業運営の問題と課題  

～電子書籍業界での自立化（受注獲得方法）への道の考察～ 

株式会社みなみ企画 取締役、日本経営士会賛助会員 

東京 

7 2(木) 岡田晧三 
企業個性の確立と顧客満足の追及 ～ストロング・スモール・カンパニ

ーへの道～    中小企業診断士  
招聘 

8 休会  (夏休み)  

9 3(木) 大藤ひとみ 

ブライダル業界の現状とインターネットの可能性 

～ 少子化・晩婚化･人出不足を生き抜く経営手法> ～ 

有限会社 ヒトミプロデュース代表取締役 

招聘 

10 1(木) 釜澤直美 

グローバル展開で増す「品質リスク」 

～モノづくり現場から見える「モノの質」と「ヒトの質」についての考察～ 

経営士 

神奈川 

11 6(金) 永井 守 

経営＝ＴＱＭ＝品質マネジメントシステムの理論 

 ～利益を上げ、事業存続を実現する経営体質構築手法～ 

ＴＱＭ Ｌａｂｏ コンサル代表 、経営士 

東京 

12 3(木) 林 啓史 
今一度学ぶ「マーケティング」～景気回復局面に必ず役立つ基礎から

昨今までの理論・知識～ 林中小企業診断士事務所代表 
招聘 

  



  

2014 年（平成 26 年）研究会開催状況(予定含む)            会員の経営士資格は省略  

月 日 
講師 

（敬称略） 
演         題 所属 

2 6 (木） 児玉充晴 

最新通信サービスの会社経営への活用法 

～通信費と人件費の無駄遣いを早くやめましょう！～ 

工学博士、中部大学経営情報学部教授・VMS 副センター長、京都大学産官

学連携センター・フェロー 

千葉 

3 6 (木） 永井幸雄 

 経営の盲点を突くコンサルティングと 

～役員歴 30 年の経営体験から経営者の弱み、死角を語る～ 

中央物産(株)常勤監査役、元台湾・近畿・中部花王販売 (株)社長 

外部 

4 ３(木) 八田 幹雄 

経営に必要な知財とは ～知的財産権によって競争力を確保する経営～

八田国際特許業務法人代表社員、弁理士、経営士 

元東京地裁民事調停員、元アジア弁理士協会副会長 

東京 

5 ８(木) 桜井 洋介 

私の見た経営者の挫折と行動様式 

 ～失敗と蘇生事例から学ぶ～ 

（株）シグマ 代表取締役社長、中小企業診断士 

外部 

6 5(木) 松永 桂子 

パッとみて活用広がる右脳会計 

～図で見て分かる財務管理～ 

AMK consulting office 代表 経営士 

山梨 

7 ３(木) 豊泉 光男 
都市型産業クラスター創出の実際とコーディネーターの役割 

荒川区経済部経営支援課  経営士 
東京 

8 休会  (夏休み) 東京 

9 ４(木) 矢島 隆志 

大企業のコンサルティング経験から得たコツとノウハウ 

～企業コンサルティングのポイントを探る～ 

東海グランドコンサルタンツ（株）代表取締役 経営士 

東京 

10 ２(木) 石井政夫 

再生可能エネルギー活用は地域振興の柱 

～地域から見る中小企業の活性化～ 

国際経営コンサルタント事務所 代表取締役、経営士 

東京 

11 ６(木) 桑原裕 

これからのグローバルビジネス 

 ～ アントレプレナーシップ(起業家精神)の醸成 ～ 

元元日立製作所・米国研究代表・欧州研究開発本部長・海外統括、 

現（株）ＧＶＩN  CEO 兼 ams 代表取締役 

招聘 

12 ４(木) 小林祥三 

中小企業のイノベーション実現の為の｢創造のプロセス｣と経営士の役割 

～｢ひらめき｣により新製品開発に成功した事例～（調整中） 

小林経営事務所代表、日本経営士会理事、経営士 

 

  



 

2013 年（平成 25 年）研究会開催状況(予定含む)            会員の経営士資格は省略  

月 日 
講師 

（敬称略） 
演題 所属 

2 7(木 ) 高橋栄一 

「経営士会を活用しませんか   ～  あなたの出番です  ～ 

高橋  栄一 氏  （社）日本経営士会・副会長、 

 産能大・兼任教員、中小企業診断士 

神奈川 

3 7(木 ) 椙山智 
経営革新「事業計画」策定の考え方とポイント 

（社）D.グラント・コンサルティング㈱、      代表取締役パートナー 
東京 

4 4（木） 春原和夫 
「経営に必要な与信管理とコンプライアンスへの対応」 

～中小企業金融円滑化法が３月末で期限をむかえました・・備えは万全ですか～ 
埼玉 

5 10（金） 青樹道弘 

失敗から学ぶ経営コンサルティングとは 

～ 「倒産からの再起」、私のとった方法・・・ ～ 

 (株)ラポールＫＡＩＺＥＮ代表取締役、日本経営士会経営士 

東京 

6 6（木） 土橋留美子 

ＩＣＴの知恵を取り入れてビジネスのアップデート 

～企業におけるクラウドとビッグデーター活用のメリット～ 

（株）戦略経営研究所代表取締役、日本環境調査会理事 

東京 

7 4（木） 長谷川正博 

中小企業の国際展開と経営士会/経営士の役割 

～中小企業の国際化への現状と課題及び進め方と経営士会の対応、支援手法について～ 

アジア・ビジネス・コンサルタンシー代表 

東京 

8 1（木） 井上紘 

変革を迫られる中小企業の人財育成・活用を考える 

～現場で働く末端の社員が成果を出すために、主体的に考え、建設的

な立案・行動を量産させる方法とは？～ 

ゼフィロスケイエイコンサルティング代表、日本経営士会経営士 

東京 

9 5（木） 大久保篤 

真の業績を改善するための経営支援術 

～間違いを直せば業績は改善する～ 

日本経営士会経営士、大久保経営事務所代表) 

千葉 

10 3 (木） 大橋慶一 

日米の起業家精神と知財管理意識 

～アメリカ最後の切り札に対する日本の備え～ 

 元ペンシルバニア大学准教授、カーネギー地球物理学研究所、東京都外国

企業参入支援相談員)、海外歴米国３７年 

招聘 

11 7 (木） 尾崎竜彦 

経営コンサルタントの経営ビジョン、個人経営からファーム経営へ向けた取組み 

～知行合一による実践型コンサルタントファームを目指して～ 

(有) マネジメントスタッフ 代表取締役、明治大学リバティ・アカデミー講師 

東京 

12 5 (木） 小野朋江 

中小企業の人材採用戦略    

～グローバル人材を含む若者の確保と活用を考える～ 

 ＡＳＩＡ Ｌｉｎｋ(アジアリンク) 代表 

東京 



 

 

2012 年（平成 24 年）研究会開催状況(予定含む)            会員の経営士資格は省略 

月 日 講師 演題 所属 

2 2(木 ) 佐藤富夫 

海外進出とノウハウ・ベトナムの現状  

～私のコンサルタントとしての流儀、顧客開拓他～ 

日本経営士会常務理事 

神奈川 

3 1(木 ) 鈴木栄治 

企業支援コンサルから見た経営者の使命と役割 

～どのような経営者なら意欲と業績が向上するか～ 

 株式会社システムプランニング代表取締役、経営士、販路コーデイネーター 

埼玉 

4 5（木） 市川健治郎 

企業に於ける信頼しうる財務諸表とリスク管理 

～中小企業の適切な財務諸表把握と資金管理体制確立～ 

有限会社 ケイアイ・クリフォート代表 

東京 

5 9（水） 高中公男 

経営士コモディティ化の進展と企業戦略 

～価格競争、デフレ・スパイラルからの脱却を図るために～ 芝浦工大教授、

工学博士、芝浦工業大学大学院理工学研究科教授 

東京 

6 8（金） 森裕子 
中小企業の新たな顧客開拓の環境・社会貢献型経営  ～新しいビジネスキ

ーワードは繋がり・分かち合い・貢献～   「日本女性経営士の会」事務局長 
神奈川 

7 5（木） 近藤安弘 
経営支援の視点 ～山梨経営支援センターの取組み～ 

近藤経営コンサルタント事務所代表取締役、山梨経営支援センター長 
山梨 

8 2（木） 鈴木伸一 

通信販売の成長と展開戦略 

 ～通信販売業界の成長の仕組みと新しいﾏｰｹﾃｲﾝｸﾞ理論～ 

  日本経営会士会 千葉支部副支部長 

千葉 

9 6（木） 青木幸江 

人事・労務管理の課題と中小企業の経営改善        ～人事考課制度

（年功序列主義・成果主義）の現状およびハラスメント・メンタルヘルス対策～ 

㈱青木経営労務事務所代表取締役、「日本女性経営士の会」会長 

東京 

10 4(木） 高橋興夫 

グローバルビジネスと日本（人） 

  ～グローバルコンペティション（販売）に勝ち抜くには（トヨタの事例より）～    

元）トヨタモーターヨーロッパ社社長／ＣＥＯ 

外部 

11 8(木） 稲垣裕充 

“はしご酒”イベントによる街の経営革新の可能性 

～ 「個店」と「組織」が街活性化の両輪 ～ 

中小企業診断士、稲垣経営支援コンサルテイング代表 

外部 

12 6(木） 島影教子 

サービス産業における人材育成のありかた 

～人を活かして強い企業体制創りに取り組む～ 

株式会社エルグ代表取締役、 

日本コンサルタントグループパートナーコンサルタント 

東京 

 

  



 

2011 年（平成 23 年） 

月 日 講師 演題 所属 

2 3(木 ) 二宮孝 雇用ボーダーレス時代の人事制度を考える― 中小企業に適合する柔軟な人事システム ― 東京 

3 3(木 ) 塚本裕宥 思い込みを捨てよう ― 等身大の中国事情 ― 茨城 

4 7（木）   東日本大地震のため休会   

5 12（木） 工藤文雄 中小企業の IT 化の現状と課題 －IT 活用のポイント、拡張性と有効性－ 東京 

6 2（木） 小守孝 中小企業の生産革命と実践 神奈川 

7 6（水） 榊原貞夫 こうして蘇ったインド料理店 －経営診断事例－ 東京 

8 4（木） 高野充昭 生涯コンサルタントとしての生き方― 学んだ知識と経験の積み重ね ― 千葉 

9 1（木） 山本 功 できるコンサルタントは “ここ” がちがう― 現場体験と質問力のスキル ― 東京 

10 6（木） 吉田圀吉 「元気商店街の基は “一匹狼の群れ”  ― 下北沢南口商店街 ― 」 外部 

11 8（火） 田中一次 事業承継支援の基礎知識 「支援事例を通じて」 外部 

12 1(木） 山下 恭司 最新の航空会社の経済諸情勢と展望「航空４０年の歩みと私の経験」 税理士・経営士 千葉 

  



 

2010 年（平成 22 年） 

月 日 講師 演題   

2 4（木） 大垣壽雄 コンサルタント開業成功の条件 －コンサルタントこそ自身の戦略を持とう－ 

3 4（木） 山口宗秋 コンサルタント歴４０年を顧みてー私の学んだこと、分かったこと、感じたことー 東京 

4 1（木） 滝沢壮治 風雪４０年を振り返る ー医業経営一筋の道 東京 

5 6（木） 石黒芳樹 企業内経営士からみた｢経営士の役割｣ー経営士会に入会後、何を学びどう生かしたか 神奈川 

6 3（木） 黒川和夫 効率的な営業方法 －買い手との人間関係強化が鍵 千葉 

7 1（木） 豊田賢治 理系くずれコンサルの思考方法 ー技術系経営者の理解の一助に 埼玉 

8 5（木） 北村一郎 中小企業の経営課題とコーディネータの役割 －生産の六要素で提言 東京 

9 2（木） 杉本正徹 私が考える経営士像 ープロとしての活動の履歴 東京 

9 9（木） 多摩研合同 アポロ電気㈱日帰り 静岡県磐田市 充電器・トランス・医療機器・開発･試作･生産   

10 7（木） 森 秀三 急成長するインド経済の現状と将来 元三井物産インド社長 外部 

11 2（火） 福島光伸 専業で食べていけるコンサルタントの提供価値と価値創造 東京 

12 2（木） 長谷川正博 中小企業のグローバル化と、どう向き合うか 東京 

 

 

2009 年(平成 21 年) 

月 日 講師 演題  

2 5（木） 上田隆一 中小企業と環境経営  －経営士の果たすべき役割－ 埼玉 

3 5（木） 白井秀典 利益を生み出す経営戦略 －生産技術が築く競争力－  

4 2（木） 間敏幸 ３０年のプロ活動から得たもの － 一木会、伊沢先生、私の基本姿勢 － 神奈川 

5 14（木）   - 創立四十周年記念祝賀会  

6 11（木） 榊原貞夫 もっと活用しよう 「中小企業白書の読み方・使い方」 東京 

7 2（木） 山本克典 私の仕事獲得戦略 －実践経営コンサルタント 10 年の歩み－ 東京 

8 6（木） 金子昭 大倒産時代を生き抜くヒント  －倒産の原因別分析と財務戦略－  

9 3（木） 阿刀田實 私の中小企業支援スタイル  －新商品開発と特許戦略を中心に－ 埼玉 

9 3（木） 多摩研合同 市原エコセメント㈱ (千葉県市原市）  

10 1（木） 山下朗裕 今後の景気見通しと企業経営のポイント 元日本銀行福岡支店長 外部 

11 10（火） 清水邦宏 私の経営支援の進め方  －経営戦略課題発見と改善支援の手法－ 群馬 

12 10（木） 太田顕 中小企業における事業継承 －わが社の事例－ 静岡 

 

  



 

2008 年(平成 20 年) 

月 日 講師 演題  

2 7（木） 寺坪修 経営革新手法としてのバランスト・スコアカード（ＢＳＣ） －非営

利組織、地方自治体への拡大・展開－ 

千葉 

3 6（木） 石津昭三 Hospitality and Hotel  ーＩ・Ｃ・Ｓグループのホテル開発の実践

からー 

 

4 3（木） 五十嵐昭平 生きる人材、生かす企業 －ともにハッピーを実現する処方箋－ 東京 

5 8（木） 新庄敏男 経営士ー地方での活動 －期待されるコーディネーターの役割－ 山梨 

6 5（木） 荒谷勉 小売業はどこへ行く  ー小売業界の課題と展望ー 東京 

7 （木）    

8 （木） ー   

9 （木） 多摩研合同 ブリジストン東京工場展示館  

9 11（木） 小林祥三 中小企業と JSOX 法 －求められるコーポレートガバナンスのあり方－ 東京 

10 2（木） 田辺純 企業変革のフレームワーク －ミッツバーグの経営論－ 東京 

11 5（水） 二宮孝 成果主義人事の功罪と課題 

－実践的人事コンサルタントとして提案する「役割等級制度」－ 

東京 

12 4（木） 榊原貞夫 経営戦略理論とその使い方 - コンサルの現場経験から 東京 

 

 

2007 年(平成 19 年) 

月 日 講師 演題  

2 1（木） 高橋英一 神奈川県会をいかに活性化したか 神奈川 

3 1（木） 上野延城 商売繁盛のカエル革命 埼玉 

4 5（木） 福島光伸 個人コンサルタントとファームの接点におけるビジネス開拓 東京 

5 10（木） 神永光男  東京 

6 7（木） 竹山正憲 私の経営コンサルと体験  

7 5（木） 武田哲男 ～顧客と良質で長いご縁を継続するための～ 

「ロイヤリティ・マネジメント」 

 

8  ー   

9 6（木） 天本武 コンサルティングのポイント －指導例研究-赤字からの脱出－ 神奈川 

9 20（木） 多摩研合同 癌研究会 有明病院  

10 4（木） 中島宏機 マネジメントと経営者のあり方  

ー内外の事業の失敗事例から学んだことー 

 

11 8（木） 谷口糺 キャノンの生産革命 －社歴にみる生産体制面の三つのステップ  

12 6（木） 菅原勉 ライバルに勝ち抜く情報インテリゼンス 

 －いつの時代においても国際競争力のある企業体質づくり－ 

埼玉 

 



 

2006 年(平成 18 年) 

月 日 講師 演題  

2 2（木） 黒川和夫 私の出版体験ー初めて本を書く会員の為に  

3 2（木） 佐藤茂則 企業のメンタルマネジメントサポート ーコンサルタントのコミュ

ニケーション能力向上ー 

 

4 6（木） 田中司郎 感動のサービスを実現する一瞬  － 一流サービス企業の仕組み

に学ぶ － 

 

5 11（木） 原啓次郎 建設業からの転進  －新規事業の軌跡と独立後の活動－  

6 1（木） 矢作望 環境対応商品と企業再生 ー海外へ日本の技術を売り込むー  

7 6（木） 太田顕 28 勝 9 敗のジェットコースター経営 －会社経営 37 年を振り返る－  

8 （木） ー   

9 7（木） 島村年昭 企業価値を高める統合リスクマネジメント －会社法が求める内部

統制システムと今後の展開－ 

 

9 28（木） 多摩研一

木会 

横田基地の現状と実態（在日米軍）  

10 5（木） 池田輝雄 ISO 審査員格上げ団体と CRC コンサルタント推進団体を目指す  

11 9（木） 布施喜秀 日本経営品質賞について  

12 （木）    

 


