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去る平成 13 年２月 17 日、18 日の両日に北関東支部主催のＭＰＰ研修会が当県の国民宿舎し
おさいにおいて行われました。（関連記事 2 面）

２１世紀を迎えて
会長

金子

昭

ＩＴが急速に進歩する中、企業は境界なき競争、世界レベルで再編に直面している。ＩＴはま
た従来のルールを瞬時に覆す可能性を秘めているなど、競争相手を新しい視点で捉え直すことも
必要になってくる。こうした新たな経営環境が求める２１世紀の企業戦略とは、どのようになる
のだろうか。
去る２月１７日から１８日にかけて、北関東支部主催ＭＰＰ研修会が３４名の参加者を得て国
民宿舎「しおさい」において実施された。千葉県会は当番県として、鶴岡義明会員の並々ならぬ
ご努力と、参加された千葉県会会員のご協力により成功裏に終了することができました。紙面を
借りて厚く御礼を申し上げます。また、ＭＰＰケースは自前のケースとして、鶴岡義明会員の「某
市営の市民保養施設（国民宿舎）の自立運営方策について」、そして、佐藤昭保会員による「Ｉ
Ｔ革命に対し 経営士 としてどう対処していくか」という難しい課題でありましたが、特に後
者のケースについては、どのような 切り口 で解答するか大変興味をもたせるものでありまし
た。特に 経営士としてどのように対処して行けばよいのか という質問事項は最も緊急であり、
かつ、今後対処すべき重要な課題であると考えさせられました。多少私見を述べさせていただけ
れば、
「ＩＴが市場パラダイムの転換をもたらす」。ネット上において情報媒介者が飛躍的に増加
し、サイトで製品サービスが比較されるようになると、マーケッティング戦略に大きな変化をあ
たえると思われる。一つには低価格化戦略であり、いま一つはコモディティ化である。また、市
場経済はＩＴ革命によって取引の財やその手法の多様化など「取引の場」の拡大をもたらす。例
えば、ＢｔｏＣやＣｔｏＢ逆オークション。あるいは、ＢＴＯ（Ｂｕｉｌｄ ｔｏ Ｏｒｄｅｒ）
。
また、ＢＴＯによるファブレス企業の台頭などなど。
マネージメントの究極の役割は連結とネットワーキング。世界的な競争激化により、企業経営
が根本から問い直され、生き残りへの決断が迫られている。大手企業は事業の再編を加速し、業
界の融合や統合、分社化あるいは合併。そして、今年４月からはいよいよ会社分割制度が施行さ
れる。大変な時代になったものである。
今年度はもっぱら経営士移行問題に注力してまいりましたが、お蔭様で１５名が昇格致し、残
すところ 1 週間たらず。次年度の事業計画等会員諸侯のお知恵を拝借し何とか責務をまっとう
したいと願っております。よろしくご協力の程お願い申し上げる次第です。
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北関東支部主催ＭＰＰ開催記
平成 13 年２月 17 日(土)〜18 日(日)

場

所

国民宿舎しおさい

本県会が主催県となり北関東支部主催ＭＰＰ研修会を、去る２月１７、１８日の両日に実施し
ました。鶴岡義明会員のお骨折りにより会場は房州千倉の国民宿舎「しおさい」で行い、北関東
支部の各県会より３４名もの参加者を得て、当日は天気もよく南房州の暖かさを満喫することが
できました。車中でテーマの説明を実施するなど、少々時間的にはきついものではありましたが、
大きな遅れもなく無事運営することができ、運営に携わった方の働きは大変すばらしいものがあ
りました。
ＭＰＰは２つのテーマ「某市営の市民保養施設(国
民宿舎)の自立運営方策について」と「ＩＴ革命に対
し 経営士 としてどう対処して行くか」を実施し、
特に会場である「しおさい」をモデルとした前者は、
各先生方が実際に現場を見ながらＭＰＰを実施す
るというめったにできない体験をされたのが、印象
的であったとの意見を聞くことができました。
もう一方のテーマである「ＩＴ革命に対し 経営

研修会の様子

士 としてどう対処して行くか」は今はやりのＩＴ
をメインにおき、経営士としての取り組み方を問う

という難解なものであったのですが、発表時間がオーバーするほど白熱した意見がありました。
初日のＭＰＰ研修を終わった後に、宿の心づくしのおいしい食事を食べながら、大広間で懇親
会を行い「カラオケ」等で多いに盛り上がり親交を深めることができました。翌日のＭＰＰ研修
も活発な議論があり、大変充実した研修会となりました。
急遽帰りのバスをルート変更し、東京湾アクアラインを経由し海ほたるで休息するとのサー
ビスに遠路はるばる参加したメンバーはとても喜び、東京駅に到着した後、房総の花を手土産に
それぞれの岐路についたのでした。
（広報 鈴木伸一）

海ほたるにて
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会議・研究会報告
企業経営研究会・研修会
平成 12 年 11 月 11 日(土) 10:00〜

場

所 習志野市大久保公民館

テーマ 旅行業界の動向

講

師 曽我正男会員

参加者 宇賀田登茂男、佐藤昭保、染谷文夫、轟木一三、林 久雄、藤江隆平、
宮脇顯一、村松

正、吉井秀成、若月英司、金子 昭、

田中（新入会員）、大沼（新入会員）鶴岡義明

企業経営研究会・研修会
平成 12 年 11 月 11 日(土)

16:00〜

場

テーマ 中小企業指導法から支援法への改正の動向
参加者 宇賀田登茂男、金子
林

久雄、村松

所 習志野市大久保公民館
講

師 川崎秀雄会員

昭、佐藤昭保、曽我正男、染谷文夫、轟木一三、

正、吉井秀成、若月英司、鶴岡義明

ＩＳＯコンサルティング研究会
平成 12 年 11 月 23 日(土)
テーマ

13:00〜

場

所 船橋市勤労市民センター

ISO9000 実地活動について

講

師 リーダー川崎秀雄会員

参加者 宇賀田登茂男、遠藤英雄、近江堅一、金子昌夫、河井成夫、川崎秀雄、
川本比呂史、北島万州夫、紺野貴裕、佐藤昭保、佐藤光生、林 久雄、眞武清志、
松浦尚二、松木幹雄、松永清美、吉井秀成、岩野邦久、若月英司
（１）実地活動の進め方について
（２）実地活動を進めるにあたっての事前準備

合同研究会
平成 12 年 12 月 16 日(土)
テーマ・講 師

14:00〜

場

所 習志野市大久保公民館

①会計革命−国際会計基準を中心として

金子

昭 会員

②能力開発講座解説提案説明

宇賀田登茂男 会員

③リスク発生とその要因

石渡善紹 会員

参加者 金子 昭、原 弘行、吉井秀成、轟木一三、河井成夫、染谷文夫、宮脇顕一、
佐藤昭保、鶴岡義明、藤江隆平、池木尊志、石渡善紹、稲村和彦、岩野邦久、
宇賀田登茂男、川崎秀雄、佐藤光生、林 久雄、林 敬雄、原田繁男、前島英太郎、
松永清美、曽我正男、松村 正、鈴木弘道、高砂 巌、藤田弥吉、西村
川本比呂史、
、青木幸江、横山貞夫、松浦尚二、大久保

篤、若月英司

豊、
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第４回役員会
平成 13 年２月３日(土) 11:00〜

場

所 船橋市中央公民館

参加者 金子 昭、轟木一三、河井成夫、染谷文夫、宮脇顕一、佐藤昭保、鶴岡義明、若月英司、
鈴木伸一
①北関東支部主催ＭＰＰ研修について
②千葉県会規則改正案
③経営管理者養成講座（社会貢献講座）の実施計画（案）
④経営管理能力養成講座について〜宇賀田会員提案について
⑤平成１３年度の研修・研究会実施計画案について
⑥平成１２年度決算状況並びに平成１３年度予算案について
⑦次回役員会並びに総会日程について

北総地区研究会
平成 13 年２月３日(土) 14:00〜

場

所 船橋市中央公民館

テーマ 今後の人事管理の方向性

講

師 染谷文夫 会員

参加者 染谷文夫、浅田 茂、池木尊志、石渡善紹、岩野邦久、宇賀田登茂男、榎本 均、
大久保 篤、大隈徳保、大塚末五郎、驛 忠雄、金子 昭、河井成夫、川崎秀雄、
佐藤昭保、佐藤光生、鈴木健郎、鈴木伸一、鈴木弘道、関 彦次郎、鶴岡義明、
轟木一三、中村三郎、西村 豊、原田繁男、保科秀雄、真武清志、松永清美、
吉井秀成、吉谷健二、横山貞夫、若月英司、外来者１名
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千葉県会定時総会開催のお知らせ
日

時

平成 13 年５月 19 日（土） 総

会：１３：３０〜１４：３０

講

演：１４：４０〜１６：４０

懇親会：１７：００〜１９：００（参加費 5,000 円）
JR 千葉駅前 ぱるるプラザ千葉

場

所

講

演 玉川大学助教授 大藤 正 先生 「QFD とナレッジマネジメント」

※詳細は後日郵送にて連絡いたします。お問い合わせは総務の若月英司会員までお願いします。
日本の 1990 年代は失われた１０年といわれていますが、この間に米国を中心とした多くのマ
ネジメント手法が日本に逆輸入されています。日本から世界に発信し世界的に利用されているマ
ネジメントの方法論として、タグチメソッド、ＱＦＤ、ＫＭ(ナレッジマネジメント)があります。
今回の講演では、顧客満足を達成するための有力な手法ＱＦＤとナレッジマネジメントに焦点を
当て、その共通点についてこの道の専門家である大藤先生より平易に解説していただけます。多
数のご参加を期待しています。

新入会員を囲む会開催のお知らせ
日

時 平成 13 年４月２8 日（土） １４：3０〜１６：３０

場

所 船橋市勤労市民センター

セミナー 佐藤光生 会員、轟木一三 会員
ベテラン会員の話を通じて、新入会員を大いに励まそうという趣旨で会員有志が企画した会で
す。終了後懇親会を予定しています。ぜひ多数のご参加をお願いします。

申込先：４月１５日までに下記のあて先に
ＦＡＸ：０４７−３４６−４４４１ 河井成夫 会員まで

ＩＳＯコンサルティング研究会開催のお知らせ
日

時

平成 13 年４月 14 日（土）

１３：００〜１６：３０

テーマ ＩＳＯ９０００Ｓ ２０００年版対応（バージョンアップ）
場

所 船橋中央公民館

申込先：4 月１0 日までに下記のあて先に
ＦＡＸ:０４３-２４７-５０８２ ＴＥＬ：０４３-２４７-５０７８ 若月英司会員
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北総地区研究会開催のお知らせ
日

時

平成 13 年５月 12 日（土） １５：００〜１７：００

テーマ ＩＳＯ９００１
講

師 河井成夫 会員

場

所

２０００年改定のポイント

あびこ市民プラザ（エスパショッピングプラザ３Ｆ）
ＪＲ我孫子駅 北口下車 徒歩５分

電話０４７１−８３−２１１１

参加費 １，０００円 資料代３００円
※終了後懇親会を開催いたします。（会費７００円）

申込先：４月２８日までに下記のあて先に
ＦＡＸ：０４７−３４１−６７７２

染谷文夫 会員まで

各研究会・研修会総会開催のお知らせ
開催日
場

平成 13 年５月 12 日（土）

所 あびこ市民プラザ（エスパショッピングプラザ３Ｆ）
ＪＲ我孫子駅 北口下車 徒歩５分

時

間

企業経営研究会
ＭＰＰ研修会
ＩＳＯコンサルティング研究会
北総地区研究会

電話０４７１−８３−２１１１
１３：３０〜１３：５０
１３：５０〜１４：１０
１４：１０〜１４：３０
１４：３０〜１４：５０

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 鈴木まででお送りください。
TEL&FAX：０４７１−３３−１３０３
MAIL：shin_suzuki@nifty.com

