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厳しい冬も過ぎ一雨ごとに暖かく、今年も桜の花もほころぶ季節となりました。  今年は花粉が猛威をふ

るっています。街中ではカラス天狗のようなマスク姿をあちこちで見かけ、花粉症で苦しまれている方々も

いらっしゃるのではないでしょうか。皆様も健康にお気をつけください。さて新年度を向かえ平成１６年度

の定時総会が開催されます。５０周年の節目を越え、新たなチャレンジの始まりです。皆様にも是非のご参

加をお待ちしております。 

千葉県会定時総会開催のお知らせ 

 

千葉県会定時総会を下記の要領で執り行います。会員諸氏にはぜひご出席願います。 

 

日 時 平成１７年５月２１日（土）  

総 会：１４：００～１５：００ 

 講演会：１５：１０～１６：４０ ※講師は調整中 

 懇親会：１６：５０～１８：５０（参加費 5,000 円） 

 
場 所 プラザ菜の花 

 電話：０４３－２２２－８２７１ 

   ■ JR 千葉駅より千葉県庁経由バスで約 10 分、「千葉県庁前」で下車徒歩 1 分。 

■ JR 本千葉駅より徒歩約 3 分。 

■ 千葉都市モノレールで「県庁前駅」下車すぐ。 

 

 
※詳細は後日郵送にて連絡いたします。 
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会議･研究会開催報告 

三会合同研究会 
平成 16 年 12 月 11 日(土) 15:00～19:00   場 所 千葉商工会議所 
テーマ 「中小企業経営革新支援法の活用」  

講 師 千葉県商工労働部 経営支援課 経営支援室 
副主幹 江澤 義博 様 

参加者 社団法人中小企業診断協会千葉支部 

社団法人千葉県能率協会、 

社団法人日本経営士会千葉県会 

社団法人日本技術士会千葉県会（特別参加） 

社団法人行政書士会千葉県会（特別参加） 

 
恒例の三会合同研修会は、(社)中小企業診断協会千葉支部、(社)千葉県能率協会、(社)日本経営士会千葉県会

の３団体および特別参加として、(社) 日本技術士会千葉県会、(社) 社団法人行政書士会千葉県会が千葉商工

会議所会議室において一堂に会し、千葉県商工労働部の江副副主幹より千葉県における中小企業経営革新支

援法の施策についてご講演いただきました。 

 

 
１２月度 月例研修会 
平成 16 年 12 月 18 日(土) 14:00～16:30   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 石塚康生、宇賀田登茂夫、榎田国男、小塚彦明、河井成夫、桑原伸司、佐藤昭保、鈴木伸一、 

鶴岡義明、中嶋清介、西村豊、原弘行、保科秀雄、吉井秀成、若月英司 
テーマ 証券投資の考え方 
講 師 小島和久 会員 
 
１．投資にどう対するか 

(1)．損を減らし、儲けを確保するために (2)．事前の心構え（投資に必要な姿勢・心の持ち方） 

(3)．投資に対する考え方を固める 

  ・長期下落時代の投資の考え方  ・自分の投資ルール、投資方法を持つ 

  ・基本は投機的であることを認識する 

２．株価とは何かを理解する 

(1)．株価とは何か (2)．効率的市場仮説について (3)．株価とファンダメンタルズ（企業業績） 

株価＝配当（利益）／{（市場金利＋リスクプレミアム）－成長率} 

 ※全ての材料は現在の株価に反映。先の株価を予測する材料は何も無い=予測困難 

３．相場の動き方 

(1)．株はトレンド (2)．トレンドが出来るのは (3)．トレンドの転換 (4)．トレンドの使い方 

４．チャート解説 
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１月度 月例研修会 
平成 17 年１月 22 日(土)  13:30～16:30   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 池木尊志、石塚康生、宇賀田登茂夫、榎田国男、大久保篤、大河内国治、金子昌夫、小塚彦明、 

河井成夫、桑原伸司、佐藤昭保、鈴木伸一、鈴木健郎、染谷文夫、高野充明、鶴岡義明、 

中島清介、中村敏明、西村 豊、原 弘行、林 堯夫、林 久雄、藤田佳恵、保科秀雄、松木幹雄、 

松永清美、横山貞夫、吉井秀成、吉谷健二、若月英司 

テーマ コンサルタントビジネスの今後 

講 師 佐藤 光生 会員 

 
１．戦略創りのための環境条件 

(1)．長中期景気循環 (2)．短期景気循環 (3)．大量生産・大量消費から多品種少量の製品サービスへ、 

(4)．企業・公的組織の構造改革 (5)．さらなるグローバル化 (6)．地方の復権、地域の多様性 

(7)．少子高齢化問題 

２．「ニッチ市場」についての考察 （小さく生んで大きく育てる） 

３．経営士会の組織について 

(1)．非営利組織の経営 (2)．創立以来 54 年目を迎える経営士会  

(3)．経営革新のチャンスは 3 年が勝負。特に今年が重要である 

４．経営士会個人として 

(1)．専門化の追求 (2)．同僚、他の専門家との共生グループ化 (3)．ＩＴの活用 

５．むすび 

(1)．千葉県人口 602.4 万人（6 位） 

(2)．地域社会、経済の発展によるコンサルティング領域拡大（仕事創りを通した社会貢献） 

(3)．千葉県会独自の組織化（法人化）の検討 

 

２月度 月例研修会 
平成 17 年２月 19 日(土)  14:00～16:30   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 石塚康生、小塚彦明、河井成夫、佐藤昭保、鈴木伸一、鶴岡義明、西村豊、保科秀雄、 

横山貞夫、若月英司 

テーマ おいしさ作りの「真」「善」「美」 

講 師 小塚 彦明 会員 

 
現在㈱キョクレイ分析センター所長である小塚彦明さんは味の素に在籍時、今でも市場で生き続けている

あのクノールスープの開発を担当された。そして、その後㈱ニチレイに転職されて 15 年間、冷凍食品の開発

において味の素時代に培った「官能評価」手法を活用し毎年のようにヒット商品を出されてきた。我々は、

その経験談を 2 時間半にわたり大変興味深い内容で聞くことが出来た。 

「売れる・売れない～おいしさの設計～」というテーマで７回の連載を執筆（日本農業新聞 98.07） 
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安くて美味しい物を作るには二つの戦略がある。ひとつは「低コスト戦略」もう一つは「高付加価値戦略」

である。低コストの柱となる要素は「原料」「人件費」「物流費」。これらをいかに低く抑えるかによって製品

の優位性が決まってくる。食品メーカーはこの安さを求めて海外へ生産拠点を移していく。 

しかし海外での市場が未成熟な為、その大部分を物流コストをかけて国内に持ち込んでいるのが実態。 

昨今は女性の社会進出、少子高齢化、環境問題、経済不安等等でライフスタイルや価値観に変化が見られ

る。メーカーは一方的に商品やサービスを提案してきたが、今後は両者が共同で新しい生活価値を創造して

いくことが重要である。これが「高付加価値戦略」につながる。このような状況の中で、小塚氏は、「官能評

価」という手法で、従来「天才型」であった R&D 三部門（商品企画、味覚評価、食品開発研究所）をノウ

ハウ蓄積型に変革、「官能評価者」の黒子からの脱却に成功された。 

 

第１回 プロコン実践研修塾 
平成 17 年１月 15 日(土)  14:00～16:30   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 鶴岡義明、金子昌夫、小藤純、千葉道生、大塚亜喜雄、林 堯夫、平岡 武, 河井成夫、染谷文夫、 

小島和久、吉谷健二、川本比呂史、西村 豊 

テーマ プロコンサルタントとしての時代認識強化と求められる対応能力 

講 師 川名 正晃会員 

 
プロコンサルタントとしての時代認識強化と求められる対応能力 

１．どう時代への感性を高めて、的確な価値判断を与えられるか 

(1)．情報判断力 (2)．未来洞察力 (3)．情報収集力 (4)．変化対応力 (5)．価値判断力 

２．成果主義に徹した実践コンサルタントに求められる基本能力向上策 

(1)．ロジカルシンキング (2)．コミュニケーションの欲求度が高いこと 

(3)．問題意識、問題発見能力が高いこと (4)．情念が高く、明るい人 

(5)．三現主義（現品・現場・現状）に立って成果直結の率先行動力 

(6)．コンサルタントに望ましい性格 (7)．外部に与える印象＝必要な属性 

 
３．プロコンサルタントとしての研鑽の高め方 

(1)．研鑽への前提認識 (2)．研鑽への基本的なあり方  

(3)．プロコンサルタントは成長の糧として眞のブレーンをもっているか  

(4)．絶えず自己啓発や自己管理を行う 

 

第２回 プロコン実践研修塾 
平成 17 年２月 12 日(土)  14:00～16:30   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 鶴岡義明、金子昌夫、小藤 純、大塚亜喜雄、林 堯夫、平岡 武、河井成夫、染谷文夫、吉谷健二、 

川本比呂史、西村 豊、藤田佳恵、小島和久、吉谷健二、川本比呂史、西村 豊 

テーマ 企業成長へのチャンス要因をどう捉え掘り起こすか 

講 師 川名 正晃会員 
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企業成長へのチャンス要因をどう捉え掘り起こすか 

１．２１世紀時代への「強い企業」作りへの経営構造の仕組みづくり 

経営理念、中長期ビジョン、儲かる仕組み、変革方針、これらに経営目標を加えたものが「強い企業」

を作る為の必要な要素である。 

２．企業独自の存在価値「優位性」構築への推進ステップづくり 

①企業存在原点確認 ②競争障害の確認 ③真の優位性への条件 ④優位性への再構築への課題と手順 

⑤継続的優位性「確保能力」の定着化 ⑥優位性、最終的評価基準 ⑦戦略的イノベ－ションの確立 

⑧コア・コンピタンスを持つ機能発揮の重点化（核となる企業独自の価値） 

３．マトリックス分析による最適化へのコア・コンピタンス創出づくり 

優位性強化確立への経営資源配分計画として、自社の企業活動内容を分析し、再構築する中から新しい

成長力の芽を発見し、それへの組織的対応策を経営計画の中に確立していく。成長事業機会の中に自社の

経営資源を位置づけてみるなど、今後の戦略展開の方向を明確にしていく。 

 

 

 

第１回 千葉県会５０周年記念誌編纂委員会 
平成 17 年１月 29 日(土)  13:00～16:30   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 原 弘行、佐藤昭保、鈴木伸一、横山貞夫、小塚彦明、若月英司 

 
１．記念誌全体の構成について 

２．千葉県会５０年のあゆみの構成と掲載する内容の選択 

３．広告の配置と各広告のデザイン分担 

 

第２回 千葉県会５０周年記念誌編纂委員会 
平成 17 年２月 26 日(土)  14:00～19:00   場 所 船橋市勤労市民センター 

参加者 原 弘行、若月英司、鶴岡義明、佐藤昭保、鈴木伸一、中嶋清介 

 
１．記念誌全体構成の確認 

２．千葉県会 ５０年史原稿内容の確認 

３．掲載記事の校正 

 

第３回 千葉県会５０周年記念誌編纂委員会 
平成 17 年３月６日(土)  10:00～15:00   場 所 船橋市勤労市民センター 

参加者 若月英司、鶴岡義明、鈴木伸一、佐藤昭保、中嶋清介 

 
１．各掲載記事の確認と全体の校正 

２．県会員の会員名簿の変更事項確認 

３．外装の仕様設定 
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第４回 千葉県会５０周年記念誌編纂委員会 
平成 17 年３月 19 日(土)  13:30～16:30   場 所 船橋市勤労市民センター 

参加者 原 弘行、若月英司、鶴岡義明、佐藤昭保、中嶋清介 

 
１．編集後記記載事項確認と全体の再校正 

２．全体印刷仕様の決定 

３．発行部数の検討と見積り予算の設定 

 

 

 

第 10 回 役員会 
平成 16 年 12 月 18 日(土)  10:00～12:00   場 所 船橋中央公民館 

参加者 原 弘行、若月英司、河井成夫、鶴岡義明、鈴木伸一、中嶋清介、小塚彦明、佐藤昭保、西村 豊、 

小島和久、保科秀雄 

 
１．50 周年記念誌の編纂 

２．今後のスケジュール  

３．その他 

 

第 11 回 役員会 
平成 17 年１月 22 日(土)  10:00～12:00   場 所 船橋中央公民館 

参加者 原 弘行、若月 英司、河井成夫、鶴岡義明、鈴木伸一、佐藤 昭保、藤江隆平、染谷文夫、 

西村 豊、中嶋清介 

 
 １．北関東支部 MPP 参加について 

 ２．医業経営支援業務開発講座の開講と県会としての対応について 

 ３．平成 17 年度の行事予定について 

 ４. 50 周年記念誌編纂関係 

  1) 記念誌概要と編集状況、原稿入手及び広告応募状況、見通しなど 

  2) 今後の予定 

 ５.その他  

  1) 12 月 20 日 入会者 及び退会者 

  2) 「プロコン実践研修塾」開催要領について 
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第 12 回 役員会 
平成 17 年２月 19 日(土)  10:30～12:00   場 所 船橋市中央公民館 

参加者 原 弘行、若月英司、河井成夫、鶴岡義明、鈴木伸一、佐藤昭保、藤江隆平、染谷文夫、 

保科秀雄、西村 豊、中嶋清介 

 
 １．会長報告事項等 

  (1) 協同組合「経営士ふくしま」訪問の報告と今後の検討について 

  (2) 北関東支部 MPP 参加の報告 

  (3) 千葉県会 定時総会開催について 

  (4) 今年度の外部機関との提携結果の報告について 

 ２．50 年記念誌編纂関係 

  (1) 千葉県会 50 年史の作成状況と確認 

  (2) 広告記事進捗状況の確認    

 

第 13 回 役員会 
平成 17 年３月 26 日(土)  13:30～16:30   場 所 船橋市勤労市民センター 

参加者 原 弘行、若月英司、河井成夫、鶴岡義明、鈴木伸一、佐藤昭保、藤江隆平、保科秀雄、西村 豊、 

小塚彦明、中嶋清介 

 
 1. 会長報告及び関連協議事項 

 ①平成１７年度の北関東フォーラムの主催と場所について 

 ②平成１７年度外部提携に関わる予算について 

 ③医業経営支援業務開発講座について 

 2. 平成１７年度定時総会について 

 ①開催日、場所 、方法等の確認 

  ②議案書の作成方法、事業計画、活動方針への県会員の要望反映について 

  ③各会員への通知方法、その他 

 

４月 月例研修会開催のおしらせ 

開催日 平成 17 年４月 23 日（土）    場 所 船橋市中央公民館 

テーマ 経営士に必要な新製品開発の知識 
講 師 林 久雄 会員          時 間：１３：００～１４：４５ 

 新製品の開発に携わった講師が語る新製品開発の勘所を公開いたします。ご期待ください。 

ISO コンサルティング研究会開催のおしらせ 

開催日 平成 17 年４月 17 日（日）    場 所 船橋市中央公民館 

テーマ ＩＳＯ 14001 認証取得支援事例の発表会 

 発表者 川崎秀雄 会員、岩野邦久 会員、若月英司 会員 
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会 員 各 位 

千葉県会 副会長 河井成夫 
 
研修会の連絡など、詳細な連絡を行うにあたり、一部の方の連絡がとりにくい状況にあります。つきまし

て、個別の連絡を取る方法についてお知らせいただきたいと思います。 
対象は、経営士会本部発行の 2004 年版名簿に記載されている情報に訂正がある方（電話番号、住所に間

違いがあるものが散見されます）、特に FAX、携帯電話、メールなど個別の連絡手段がある方です。 

 個人情報の取り扱いに関しては、慎重を期し会の連絡以外には利用いたしません。 

お手数ですが、対象の方は下記用紙で 5 月 10 日までにご連絡いただくようお願いいたします。 
 

 連 絡 方 法 の 通 知   
 
(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   
 

手段 連 絡 先 優先順位（番号） 

携  帯  電  話   

F  A  X   

メールアドレス   

電  話  番  号   

住    所（郵送）   

 

横山貞夫会員の新著 

 
いま あなたの会社に必要なこと 

企業ＩＴ化の教科書 

－いまさら聞けないＩＴと経営のこと－ 

 
横山さだお 著 

駿河台出版 刊 

 
3 月 30 日発売 1575 円(税込) 

ＩＴ知識がなくてもＩＴ化はできる！ 
≪本書の内容≫ 

●中小企業のＩＴ化をはばむ壁の正体とは 
●ＩＴがわからない経営者だからこそ、間違いだらけのＩＴ化を正すことができる 
●ＩＴ化が進んでいない企業ほど、社内ＩＴ革命による発展の余地は大きい 
●ＩＴは攻めの経営をさせる強力な道具である 
●企業のＩＴ化度はトップの熱意に比例する 
●無計画なＩＴ投資は企業を危うくする 
付録 ①企業化ＩＴ化チェックリスト－ＩＴ化についての理解度がチェックできます 
   ②企業ＩＴ化用語集－ＩＴガバナンスからデータマイニングまで用語を網羅 

 


