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第６０号

前回ご案内のように、６０号を記念して紙面刷新を行いました。会報の新しい名称を考えていただ
いた皆様、大変ありがとうございました。広報誌の名称は掲題のように「EMC 千葉」となりました。
EMC とは役員会において Ever Management Consulting の頭文字をとって名づけられました。Ever
（ずっと）という名前に負けないようにチャレンジ精神で今後も編集を続けていきたいと思います。ま
た新年度を迎えて広報のあり方も時代の流れに遅れないように刷新してまいります。

千葉県会定時総会開催のお知らせ
日

時 平成 14 年６月１日（土） 総

会：１４：００〜１５：００

講演会：１５：１０〜１６：４０
懇親会：１６：５０〜１８：５０（参加費 5,000 円）

場

所 JR 千葉駅前 ぱ･る･るプラザ千葉
電話：０４３−２０２−０８００

講

師 千葉県企画部空港地域振興課

（予定）課長 門井 拓充 様
演題「成田空港暫定滑走路共用開始に伴う地域振興」

※詳細は後日郵送にて連絡いたします。

本年度は県会役員改選の年です。８面の役員選挙のお知らせをご覧になり、県会の改革・運営に力
を貸していただける方は、ぜひ立候補の届け出をお願いいたします。入会年次は関係ありません。新
しい意見をお持ちの方、せひお待ちしております。
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会議･研究会開催報告
三会合同研究会
平成 12 年 12 月 1 日(土) 13:30〜17:00
テーマ 「わが社の歩み」
（測量から情報産業へ）
講 師 日本コンピュータグラフィック株式会社 齋藤社長

場

所 千葉市生涯学習センター

参加者 遠藤英雄、大河内国治、金子 昭、河合成夫、佐藤昭保、鈴木伸一、鈴木辰之、鶴岡義明、
轟木一三、林 久雄、吉井秀成、藤江隆平、横山貞夫、
中小企業診断士協会千葉支部、千葉県能率協会

東証マザーズへ上場した日本コンピュータグラフィック社の齋藤社長の経営者としての考えを披露
していただいた。地図情報をデジタル化することでコンピュータで利用できる GIS システムを販売し
ている同社を経営している齋藤社長であるが、
「株式公開で成功したわけではない。定款に沿って社会
貢献することを目的とし、社会に貢献した分だけ利益を得るチャンスがある」との言葉が、印象的で
あった。

企業経営研究会
平成 13 年 12 月 15 日(土) 13:30〜17:00
テーマ パソコン財務 初歩から応用まで

PartⅡ

場

所 習志野市大久保公民館

講

師 佐藤昭保 会員

参加者 金子 昭、渋谷 勲、大久保 篤、戸田不二夫、鶴岡義明

前回予定の 11 月 10 日(土)は手違いにより中止となり、今回が第２回目となった。また今回から戸
田会員が参加したため、前回(10 月 13 日)の復習を少し行い、 いよいよ 「ＰＣＡ会計ＥＸ‑スーパー」
に振替伝票入力（コクヨ形式）を各自でそれぞれ練習入力した。最初は皆さん少し戸惑ったが２〜３
例入力するとだんだんおもしろくなって、最後は時間が足らない程であった。
次回までに練習問題の入力をして来ることで今回は終了した。

第 6 回役員会
平成 13 年 10 月 22 日(土)

12:00〜14:00

場

所 習志野市大久保公民館

参加者 金子 昭、原 弘行、吉井秀成、河合成夫、宮脇顕一、佐藤昭保、鶴岡義明、鈴木伸一、
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藤江隆平、若月英司
１．来年度本部役員選挙関係
２．支部主催ＭＰＰ関係
３．社会貢献活動について
４．平成 14 年度県会役員改選について
５．平成 14 年度決算関係並びに研修・研究会の草案について
６．県会報関係
７．県会主催ＭＰＰ（平成 14 年２月 16〜17 日）テーマについて
８．平成 13 年度北関東フォーラムの報告
９．第 7 回県会役員会（平成 14 年２月９日(土)、14:00〜、大久保公民館）の実施について

１２月度

月例研修会

平成 13 年 12 月 22 日(土) 14:00〜17:00

場

所 習志野市大久保公民館

テーマ 会計革命 PartⅡ 変貌する企業経営

講

師 金子 昭 会員

参加者

金子 昭、吉井秀成、川井成夫、宮脇顯一、佐藤昭保、鶴岡義明、鈴木伸一、
藤江隆平、若月英司、池木尊志、石渡善紹、稲村和彦、岩野邦久、宇賀田登茂男、
榎田國男、佐藤光生、林

久雄、林

敬雄、松永清美、金子昌夫、西村 豊、横山貞夫、

吉谷健二、驛 忠雄

「商法等の一部を改正する等の法律」および改正商法施行に伴う「計算規則等の一部改正」
１．金庫株解禁と自己株の会計処理
(1).商法改正の内容
(2).企業会計への影響
２．法定準備金の改正
(1).商法改正の内容
(2).法定準備金の減少額と配当可能利益への繰り入れ
３．株式の大きさに対する規制緩和
(1).改正の意義
(2).単元株制度の創設
(3).額面株式制度の廃止
(4).無額面株式と資本制度
４．財務諸表等規則の一部改正
参考

会計基準の国際化の現状と課題
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北総地区研究会
平成 14 年１月 19 日(土) 14:00〜17:00

場

所 柏商工会議所

テーマ 研修と講演、どう進めるか
講

師 トーク人材開発 代表取締役 佐藤

寛

参加者 池木尊志、岩野邦久、宇賀田登茂雄、驛 忠雄、大河内国治、金子 昭、
河合成夫、川崎秀雄、熊坂清弘、鈴木伸一、佐藤昭保、鈴木弘道、染谷文夫、鶴岡義明、
戸田不二夫、轟木一三、西村 豊、林 久雄、藤山清竜、保科秀雄、前田和成、松永清美、
村松 正、吉谷健二

はじめに：13 分間の話をいくつも繋ぎ合わせ、講演（研修）の持ち時間にあわせて組み合わせると
受講者を退屈させることなく、最後までリードしていく事ができる。13 分の話を構成するテーマ（話
題）をどれだけ多く持つかがコンサルタントとしての力量といえる。
一つのフレーズの中に、山場を盛り込むようにして、感動と共感を演出する。
１．プレゼンテーションの基本
２．教案の作り方
３．研修の事前準備
４．会場や環境の作り方、チェックの仕方
５．講師として、当日気をつけたいこと
６．発声練習
７．話の組み立て方
８．板書の仕方
９．ＯＨＰやプロジェクターの使い方
10．視線の配り方
11．質問の仕方
12．聴衆の分析
13．講師の見出しなみと立ち振る舞い
14．休息の取り方
15．その他
16．質疑応答
17．まとめ
導入がコンサルタント業界の現状と、これに対応する考え方について、仕事を切れ目無く繋げてい
くためにはどうあるべきか･･･という話し方だったため、受講者は研修会を自分の生活としてとらえ、
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自分のもつ技法と比較しながら、新しい手法を体得できたことは、講師が

トーク人材開発

の専門

家であるため、滑らかに耳に優しい実利的で有益な研修会であった。
この後の懇親会も、全員出席の盛会で楽しい新年会であった。

企業経営研究会
平成 14 年１月 26 日(土) 13:30〜17:00
テーマ パソコン財務 初歩から応用まで

PartⅢ

場

所 習志野市大久保公民館

講

師 佐藤昭保 会員

参加者 金子 昭、渋谷 勲、大久保 篤、鶴岡義明
前回(12 月 15 日)「PCA 会計 EX-V スーパー」に振替伝票入力(コクヨ形式)したが、最後まで入力出
来なかったので、宿題となっていた。入力が完了した後、正しく入力出来たかどうかを確認するため、
佐藤先生が打ち出してきた仕訳帳とチェックし、その後「合計残高試算表」、「現金出納帳」等を確認
し、決算報告書の「貸借対照表」、「損益計算書」を表示し、最後に「損失処理計算書」の中で報告者
と監査役の確認の記入方法について説明があり、それぞれ入力・確認し合って、３回にわたる「パソ
コン財務」研修会を終了した。振り返ってみると、全くパソコンを知らないものが、決算報告書を作
成できるまでの研修で参加者はほとんどマスターして大満足の様だったが、それだけ講師の佐藤先生
は大変だったのだろうと、皆感謝感謝であった。今度はパソコンを利用した研修用の「パワーポイン
ト」についてご教授願うよう、お願いして散会した。

第７回役員会
平成 14 年２月９日(土)

14:00〜16:30

場

所 習志野市大久保公民館

参加者 金子 昭、原 弘行、吉井秀成、河合成夫、宮脇顕一、轟木一三、鈴木伸一、河合成夫、
佐藤昭保、染谷文夫、鶴岡義明、藤江隆平、若月英司

１．雇用能力開発機構、千葉県経営者協会、習志野市商工会議所訪問結果報告（金子会長）
２．平成 14 年度千葉県会役員選挙について
３．千葉県会総会に関する件
４．支部関係事項（MPP 研究会等）
５．千葉県経営士専門分野登録に関する件
６．千葉県会ホームページ開設に関する件
７．その他
・ 次回役員会（４月２０（土）日予定）
・ 茨城県会会長より依頼の件
・ 本部役員選挙開票への派遣者の件
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・ 北関東支部総会

５月２５日（土） 大宮ソニックシティ

・ 本部総会 ６月１４日（金）

MPP 研修会
平成 14 年２月 16 日(土)~17 日(日)

場

所 国民宿舎「しおさい」

場

所 信濃上山田温泉ホテル圓山荘

参加者少数のため中止になりました。

北関東支部主催 MPP 研修会
平成 14 年２月 16 日(土)~17 日(日)

テーマ①：「印刷会社における IT 導入による業態転換の試みに対する支援策を探る」
テーマ②：「買い物客アンケート調査の結果から商店街活性化策を探る」
恒例の北関東支部主催、ＭＰＰ研修会が平成１４年２月１６日(土) PM1:30~１７日(日)AM12:00 ま
で長野県戸倉上山田温泉・ホテル圓山荘で開催。支部長以下２４名、千葉県会からは今回のケースラ
イター・鈴木伸一会員と原会員が参加した。
第一日目は開催県の荒井長野県会長、千木良北関東支部長、皆川教育研修委員長の挨拶があり、参
加者が３グループに分かれ研究に入った。研究テーマは「印刷会社における IT 導入による業態転換の
試みに対する支援策を探る」でケースライターの当県・鈴木会員から「IT 用語に関する予備知識」の
説明があり、グループごとに研究に入り、それぞれ発表の後、ケーステーマについて鈴木会員からさ
らに解説があった。その後、長野県会の河野事務局長の司会により、懇親会が開催された。
二日目はグループの組替えがあり「買い物客アンケート調査の結果から商店街活性化策を探る」のケ
ーステーマを研究し、グループ発表を行った。11:50 原常任幹事の閉会の挨拶があり、二日間にわたる
研修を終了、解散した。

選挙管理委員会
平成 14 年２月 24 日(土)

13:00〜14:30

場

所 船橋勤労市民センター

参加者 池木尊志、原 弘行、吉井秀成、轟木一三、河合成夫、鶴岡義明、若月英司

平成１４年度役員選挙の立候補締め切り日およびスケジュールの決定
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各研究会・研修会総会開催のお知らせ
各研究会総会のおしらせ
日

時 平成 14 年５月 18 日（土）１３：３０〜１４：５０

場

所 柏商工会議所
柏市東上町７−１８

時

間

企業経営研究会

１３：３０〜１３：５０

ＭＰＰ研修会

１３：５０〜１４：１０

ISO コンサルティング研究会

１４：１０〜１４：３０

北総地区研究会

１４：３０〜１４：５０

北総地区研究会開催のおしらせ
日

時 平成 14 年５月 18 日（土） １５：００〜１７：００

テーマ シー／リムス[She/Rim’s]

リスクマネジメントシステム構築に関するご紹介
講

師 佐藤昭保 会員

場

所 柏商工会議所
ＪＲ柏駅 東口下車 徒歩５分

電話：０４−７１６２−３３１１

申込先：４月２８日までに、染谷文夫 会員 Tel & Fax：０４７−３４１−６７７２
まで FAX などでお申し込みください。多数のご参加を期待しております。

ISO コンサルティング研究会開催のおしらせ
日

時 平成 14 年３月 23 日（土）

テーマ

１３：３０〜１６：３０

ISO9001（2000 年版）QMS を活かした「経営指導」

講

師 近江堅一 会員

場

所 船橋市中央公民館

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 鈴木まででお送りください。
TEL：０９０−５４４―６２８０８
FAX：０４−７１３３−１３０３
MAIL：shin_suzuki@nifty.com
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平成 14 年３月吉日
(社)日本経営士会
千葉県会会員 各位
(社)日本経営士会 千葉県会
千葉県会 選挙管理委員会
委 員 長 池 木 尊 志

平成 14 年度千葉県会役員選挙について
千葉県会会報 第６０号でご案内致しましたとおり、平成１４年度は役員改選の年となります。
選挙管理委員会では、千葉県会役員選挙規則第４条第１項により、立候補を受け付ます。

千葉県会役員立候補届出要領
１． 立候補には、平成１４年１月１日現在、千葉県会所属会員であることが必要です。
２． 選挙管理委員も立候補ができます。
３． 立候補の届出は、下記「立候補届出書」により、必ず郵送をもって行い、平成１４年４月１０日
までに必着すること。
４． 送付先は、選挙管理委員会事務局 若月 英司宛です。
〒263-0042 千葉市稲毛区黒砂３−４−９

社団法人日本経営士会千葉県会立候補届出書
選挙管理委員会事務局 若 月 英 司

宛

立候補者氏名
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